
 － 1 － 

平成２２年第１回浦幌町議会定例会（第４号） 

 

平成２２年３月１６日（火曜日） 

開議 午前１０時００分 

延会 午後 ５時３７分 

 

〇議事日程 

 日程第 １ 議案第３１号 平成２２年度浦幌町一般会計予算 

 

〇出席議員（１３名） 

    １番  中  尾  光  昭     ２番  二  瓶     隆 

    ３番  福  原  仁  子     ４番  森     秀  幸 

    ５番  杉  江     博          ６番  差  間  勝  男 

    ７番  河  内  富  喜          ８番  野  村  俊  博 

    ９番  阿  部     優    １０番  髙  橋  利  一 

１１番  岸  田  武  雄      １２番  岡  田  愛  啓 

１３番  田  村  寛  邦 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

    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 

佐  藤  芳  雄 
          政 策 課 長  

          町 民 課 長      鈴  木  宏  昌 

     保健福祉課長   広  瀬  明  教 

          産 業 課 長      前  田  治  紀 

     施 設 課 長   賀  下  利  幸 

     上浦幌支所長   高  嶋  英  俊 

     会計管理者   永  澤  厚  志 

          診療所事務長      菅  原     敏 



 － 2 － 

          財 政 係 長      獅 子 原  将  文 

 

    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      河  村  七五三喜 

 

    監 査 委 員 

     代表監査委員   石  丸  晴  朗 

 

    浦幌消防署 

     署    長   横  田  孝  志 

 

〇出席議会事務局職員 

     局    長   泉        初 

     議 事 係 長   増  子  礼  子 



 － 3 － 

開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 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、配付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 議案第３１号 

〇田村議長 日程第１、議案第31号 平成22年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き予算審議を続けます。 

 初めに、３款３項１目老人福祉総務費から５目町民バス管理費までの説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 57ページをごらん願います。３項老人福祉費、１目老人福祉総務費、

本年度予算額１億4,670万7,000円、高齢者福祉及び高齢者福祉サービス事業、介護保険特

別支援事業、介護保険特別会計繰出金に係る経費でございます。予算の減額については、

在宅福祉支援事業委託料76万8,000円及び負担金の減によるものです。１節報酬、８節報償

費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費、28節

繰出金については、説明資料19、20ページに記載のとおりでございます。 

〇鈴木町民課長 続きまして、２目老人医療対策費、本年度予算額８万8,000円、この目に

つきましては平成20年３月までの医療費の助成に要する経費及び老人保健特別会計に対す

る繰り出しに要する経費でございます。28節繰出金につきましては、一般会計予算説明資

料20ページをご参照願います。 

〇広瀬保健福祉課長 ３目老人福祉施設費、本年度予算額7,101万3,000円、養護老人ホー

ム入所者39名に係る経費及び入所判定会議に係る経費でございます。予算の減につきまし

ては、特別養護老人ホーム、単身者住宅の償還の終了に伴い、23節償還金、利子及び割引

料748万9,000円の減によるものです。20節扶助費につきましては、説明資料20ページに記

載のとおりでございます。 

 ４目老人ホーム費、本年度予算額１億6,490万9,000円、養護老人ホーム入居者50名の管

理運営に係る経費でございます。１節報酬、13節委託料、15節工事請負費、20節扶助費に

つきましては、説明資料20ページに記載しております。 

 以上でございます。 

〇賀下施設課長 ５目町民バス管理費、本年度予算額396万7,000円、この科目につきまし

ては町民バスの運行及び年間の維持管理費にかかわる経費でございます。減額の主なもの

は、11節需用費の修繕費でございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 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。 
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 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 老人福祉総務費の中の…… 

〇田村議長 阿部議員、申しわけありません、ページ数と。 

〇阿部議員 失礼いたしました。58ページの老人福祉総務費の中の負担金、補助及び交付

金の中の敬老会ということについてちょっとお伺いいたします。敬老会実施団体補助金と

ありますよね、これについてちょっとお伺いいたしますが、欠席に伴う記念品の贈呈とい

う意味があるのですが、これどういうことで出されているのか、ちょっとお聞きしたいな

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 敬老会開催に伴う欠席者の補助ということでございますけれども、

敬老会の部分につきましては75歳以上の方を対象にこれまでの労苦等をねぎらいながら健

康と長寿をお祝いする敬老会を開催していただいた団体に補助をしているところですけれ

ども、それに係る経費としていろいろ支出等が伴うわけでございますが、町のほうとして

は出席者に対して2,000円、欠席者に対して1,000円を補助しておりますけれども、欠席者

に対する補助の部分につきましては、敬老会開催団体の部分でも記念品等を贈っていると

いうふうなことから、当日敬老会に出席できない方に対しても補助の対象として助成をし

ているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 各地区でも、今も小さい地区でも頑張っておられる敬老会、それから以前や

っていたけれども、今はもういろいろ諸般の事情でできない、人的なもの、金銭的なもの

でできないというところが僕はあるような感じがするのです。その中で、欠席者に対する

とあったものですから、実際それらしきことをやっているのですが、資金的につらいとい

う地区があって、完全にやめてしまうところがある。もし欠席者に対するものもあるとし

たら、できないけれども、その地区としては先輩に対する敬意の意味で何か記念品を出し

たいということに対して助成というのはないのかなということをちょっとお聞きしたいな

と思いますが、どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 当方としての敬老会に対する考え方といたしましては、基本的な考

え方でございますけれども、高齢者の方と地域の方々との交流だとか、高齢者同士の交流

だとか、そういう場を多くつくっていただいてお祝いをしていくというのが敬老会の趣旨

でないかと思っております。その中でお祝いの記念品的なものを贈るというのは、２次的

なものでないかというふうな思いでいるところでございます。そういう部分でいけば、基

本的には敬老会を開催して、地域の方とか高齢者同士の触れ合いをする中で長寿のお祝い
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等を兼ねて敬老会を実施していただきたいというのがこちらとしての考え方でございま

す。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 町の基本的な形はわかりました。これからそういう地区はまとまって大きく

でもなってそういう会を催したらどうかという意味合いもわかるのですが、逆に小さくて

もそれなりの中でお互いの交流の一環としてそこまでいかない、できない。地域的にはお

年寄りがお年寄りの敬老会をやるような状況になってきていますよね、はっきり言うと。

それで、できないので、地区としては先ほど言いました敬老に対する心づけをしたいと、

地区の若い人たちはお年寄りの人たちにいろいろとということの中で、先輩方に敬意の意

味で記念品を出している。その中で、将来的には大きくやればいいのでしょうけれども、

出ていけないから、地区の努力として何とか形にあらわしたいと、その中でできれば助成

を願いたいと、全部しろとは言いません。先ほど課長のほうからありましたように半分だ

けというような形でもいいですから、もしこれから、敬老会もどきみたいになりますけれ

ども、そういう中でいかがかなという答えを町長にお聞きをしていきたいなと、先輩に対

する敬意の気持ちとして地区としてということの中で少し助成を願えないかなという形を

お聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員言われる地区で敬老会開催できないので、地区として記念品を配付

したいというお言葉でありますけれども、お年寄りを大事にするというのは当然阿部議員

おっしゃるとおりだというふうに思います。敬老祝金的な制度というのは別に町は持って

いまして、それは当然出しているわけでありますけれども、しかし今課長が答弁しました

ように、敬老会というのはお年寄りを敬い、そして大事にするという心を地区として敬老

会という形であらわすということが大事でありまして、単なる記念品を贈る、物を贈ると

いうことでは決して敬老の意をあらわすことにはならないのではないかなというふうに思

っています。そういう意味では、どのような形でも敬老会的なものを開催していただいて、

そしてその地区としてお年寄りを大事にする心をあらわしていただくということが非常に

大切な部分ではないのかなというふうに思います。私はいつも敬老会で言うのですけれど

も、敬老会というのは、もともと戦後地区の活性化というか、地区を再生しようというこ

とから始まった行事でありまして、みんなが集まって敬老会を祝い、長寿を祝うというこ

とが非常に大切なことだろうというふうに思っています。お年寄りがお年寄りを祝うよう

な地区になってしまっているという、これも実態だろうと思いますけれども、しかしそれ

であってもみんなで集まって、そして敬老会的な催しを持ちながら地区が地区の力を出し

ていくということが非常に大切な部分だろうというふうに思います。そういう意味では、

物を配付するというだけでは決してその意味はないのではないかなというふうに思ってい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 
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〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 私のちょっと言葉足らずだったところはあれしますけれども、決して物だけ

という意味ではなくて、先輩方の中で出てきたくても出てこれないという方が結構いらっ

しゃったのです。ですから、形をやれば、先ほど課長言われたように記念品だけ出します

よということばかりではないと私は思うのです。その中で地区として、その場所によって

はお年寄りのいないところもあるのかもしれないけれども、僕らとしては見させていただ

く分について何らかの形、一つのきっかけとして、もちろん敬老会ってやれるにこしたこ

とはないのです。だけれども、できないときもやっぱりあります。そういう中で、どこか

のところにまぜて入れてくれというわけにいかないわけですから、一つのきっかけとなる

ような形の中で、また消してしまわないような灯の中で多少はそういうこと心がけていた

だきたいなと私は思っております。 

 ちょっと過ぎてしまったのですけれども、その前に地域振興という金がありましたね、

予算づけがありましたけれども、その中ででもまた使えるのかなという感じもなきにしも

あるのですけれども、そういう中でもし多少でもご理解をいただければありがたいのかな

という点で、もう一度町長にお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員が言われる意味というのは、私もちょっと理解ができないのですけ

れども、地区としてできないのだけれども、灯を絶やさないということはどういう意味な

のか、ちょっと私には理解できないのですけれども、お年寄りを大事にするということは

先ほど申し上げたとおりでありまして、地区は地区として町内会的なものがあるわけであ

りますから、敬老会というのはいろんな団体が、浦幌町の中でも１つの団体ではなくてい

ろんな団体が集まった中で工夫を凝らしながら行ってきている活動でありまして、町とし

てはそういう活動に対して助成金を出していくという考え方でいるわけでありまして、そ

の地区に対する個人個人に出す、そういう祝金ではないということもご理解をいただきた

いなというふうに思います。いろいろな努力を重ねながら敬老会が開催できないというの

はいろんな事情があるでしょうけれども、しかしそこは地区としてどのように今後どうし

ていくのかということが大切だろうというふうに思います。基金的な部分のお話ありまし

たけれども、私はそれに対して基金をこういう形でここの記念品に使っていくということ

については、ちょっとそういう考え方は今のところ持ち合わせておりませんので、ご理解

願いたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 59ページで老人ホーム費に関連して伺いたいと思います。数年前から国も介

護施設の職員、従事者に対する報酬が非常に低いということで、労働実態と報酬の状況が

つり合っていないのでないかというような論議がなされてきたと思います。これは、今民

主党政権になってからでなくて、それ以前からそういう措置をしていくという論議があっ
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たと思うのですが、この点に関して、今予算の中では、公の施設ですから、公の施設に対

してどういう措置あったか、私はちょっと把握できていない。そういう面では、そのこと

についてもお伺いしたいし、また民間の施設、浦幌はたくさんあるわけですが、民間に対

してもそういう措置がとられて、実際働く人たちにどのような措置があったのか、把握で

きている部分があればお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 老人介護施設における介護従事者の待遇改善の関係でございますけ

れども、養護老人ホームの部分につきましては町の事業というふうなことで、待遇の部分

について町の職員の中身で運営されておりますので、今質問にあった部分には直接該当し

ないというふうに判断しております。また、民間法人のほうで特別養護老人ホーム並びに

グループホームもありますけれども、こちらのほうで押さえている部分では、特別養護老

人ホームのほうで国の補助を受けて待遇改善の対応しているというふうなことで押さえて

おります。内容の部分につきましては、賃金等でなくて手当のほうでの増額を図って待遇

改善に努めているというふうなことで押さえております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど質問しましたように、当然町の施設は町の職員の待遇になっています

から、多分措置されていないと、予想したとおりなのですが、民間において今説明あった

手当において増額になっているということの報告ですけれども、これは手当ということは

この後の保障、給与体系がいろんな施設、民間ですからあると思うのですが、はっきりと

給与として明記されていない一時的な措置なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 こちらのほうで聞いております内容といたしましては、給与の増と

いうことではなくて手当の部分で基本となる手当プラス特別手当というふうな形で、今の

趣旨としているところの特別手当の部分で上乗せをして支給しているというふうなことで

聞いております。恒久的なところには、今の段階でははね返っていかないというふうな形

になっていくのかなというふうには思っておりますけれども、特別手当のほうで対応して

いるということでご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 当然国民の皆さんみんな思っていると思うのですが、高齢化社会で介護を受

けたい要望の人がたくさんおられる、ふえてくる。さきの一般質問でもありましたように、

どんどんふえていっているわけですけれども、そういう中で浦幌町は公の施設持っていま

すから、その範囲で町の給与体系による、あるいは臨時なりいろんな待遇あると思うので

すが、それ以外の方々にとっては非常に重労働を強いられているということは先ほど申し
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上げたとおりだと思います。そういう中で、浦幌も全国的に同じ問題を抱えていると思う

のです、浦幌だけでなくて。そういう中で、浦幌は町長も言われているとおり、そういう

施設がたくさんあってというニュアンスで、当然たくさんの人を受け入れているというこ

とであります。そういう中では、待遇改善によって、できるだけ進んで来ていただける、

介護従事者が就職できる状況にやっぱりしていかなければならないと思うのです。これは、

国も今雇用対策で介護と農業就農とか農業従事者をふやせと一生懸命言っているわけで

す。そういう中では非常に重要な要素だと思うのです。このことについて町はどういう対

処していくのか、町長にも伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 介護施設につきましては、きのう答弁させていただいたとおり、町としては

充実しているほうではないかと、他町に比べてですけれども、ほうではないかというふう

に考えております。介護従事者の処遇改善対策ということについて町としてはどうだとい

うお話でありますけれども、国が待遇改善ということで打ち出しをしました。これは、即

また介護保険料につながってきているというのも事実でありますけれども、ただ町として

それではその部分について補助をしていくのかということについては、極めて厳しいなと

いうふうに今考えています。介護従事者が不足しているということは、これは国全体での

問題であろうというふうに思いますし、今後どのように国が対策を打ち出していくのかと

いうことを我々地方自治体としては注視して、そしてそれに対応しながら進めていかなけ

ればならないのではないかなというふうに思っています。町が独自でその待遇改善をして

いくということは、財政的にも大変困難な部分があるし、これが介護保険料につながらな

い、そういう待遇改善の道があるのかどうか、ちょっと私はわかりませんけれども、大変

厳しいものがあるのではないかなというふうに認識をしているところであります。平成

21年度の待遇改善もありましたけれども、その際にも基準保険料の月額増額ということも

それにつながっている部分がありますので、これも一般の町民の皆さんがどうそれをとら

えていくかという問題もあろうと思います。ただ、今介護従事者の報酬が低いということ

は全般的に言われているわけでありますから、今後新政権の中で新たな対応策が出されて

いくのかどうかということが大変重要な部分だと思っていますし、我々としてはそれを注

視してまい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思います。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 １目老人福祉総務費の緊急通報システム…… 

〇田村議長 何ページですか、ページ数言ってください。 

〇河内議員 58ページ、委託料、緊急通報システムについてちょっとお伺いいたしたいと

思います。このことについては、前回補正でも台数の調整をしたということで減額したと

いうことでの説明があったわけですけれども、一般的に考えるならば、お年寄りがふえて

いるから、むしろふえていくのが普通なのかなという素朴な疑問もあるわけですが、一般
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の人はこういうシステムで管理されない場合は自分でみずから警報器を買って、自宅の必

要なところに設置しなければならないというふうなことだと思うのですけれども、この辺

の実態と考え方についてちょっとお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 緊急通報装置の今年度の設置の状況でございますけれども、５月の

段階では70台を設置していたところでございますけれども、いろんな事情で現在は65台と

いうふうな形になっておりますが、設置の働きかけの部分につきましては、民生委員さん

にお願いをして、65歳以上の独居老人の家庭のところを対象に設置の働きかけをしている

ところでございますけれども、なかなか今の段階では、新規の部分もありますけれども、

それ以上につけられた方がいろいろな施設に入所するとか、亡くなられるとかというふう

なところで、新規でつけるところよりも外すところのほうが多いというふうなところで、

現状としては少し年度当初の台数よりも減っているというふうな状況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 それと関連あると思うのですけれども、先般札幌の老人施設、お年寄りが７

人ですか、亡くなられたというような事故があったのですけれども、浦幌には各種さまざ

まな老人施設あります。それらの火災面での安全点検というのですかね、そういったもの

がきちっと、消防計画などもそこの施設については出していなかったというようなことが

述べられておりましたですけれども、その辺の確認というのかな、火災に対する安全点検

ということでの町としての指導、その辺についてはどのようになっているか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 その関係については、消防の署長が来ておりますので、その中身で各種

老人福祉施設等の点検等を行っておりますので、報告させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

〇田村議長 消防署長。 

〇横田浦幌消防署長 ただいまの河内議員のご質問でございますけれども、町内の各種高

齢者施設、特別養護老人ホームはまなす園、養護老人ホームらぽろ、そして民間ＮＰＯ法

人で経営されております３施設ございます。特別養護老人ホーム、そして養護老人ホーム

につきましては、消防計画書の作成、届け出なされまして、計画書に基づきます避難訓練、

そして消防職員の立入検査を実施してございます。特別養護老人ホームと養護老人ホーム

につきましては、すべて消防計画書どおり避難訓練、そして立入検査に伴います改善指導

事項はございません。町内のＮＰＯ法人が経営しております３施設につきましては、施設

開所時から消防計画書の作成を課されているわけでございますが、開所時にこの計画書の

届け出をなされています。その中で職員の異動、変更が生じたときには、その都度消防計
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画書の変更届け出の提出がございます。また、この消防計画書に基づきます入居者の安全

管理、生活の安全を守るということでの有事の際の地震、火災に伴います避難訓練につき

ましては、計画書どおりに避難訓練実施されております。この実施に伴いまして、消防職

員も現場に立ち会いまして、この避難訓練のときの通報訓練、避難訓練、そして消火訓練、

それに立ち会いまして、この訓練内容を見させていただいて、改善する事項があればその

場で改善を求めて、そして改善していただいているという実態にあります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 総務課長。 

〇上村総務課長 なお、当該施設、ＮＰＯ施設については、消防法の改正がございまして、

昨年それぞれスプリンクラーの設置をしているところでございますので、申し添えておき

たいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ７番、河内議員。 

〇河内議員 今るる説明いただいたのですけれども、きちっとやっているということでご

確認をさせていただいたのですが、災害というのは私が言うまでもなく忘れたころにやっ

てくるというのが常でございますので、今回のそういった災害を他山の石といいますか、

みんなで注意しようということでもう一度施設面への周知徹底を確認をいただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 その関係につきましては、定期的に消防署のほうで行っているというこ

とでございますが、なお今回の事件を機に、再度点検について消防のほうにお願いをした

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私も58ページ、高齢者事業団育成事業補助金、これについてお伺いをいたし

たいと思います。これ説明資料の中にもありますように、高齢者就労センターについての

補助金という形だと思います。これについて、この中身についての説明をいただきたいの

と、また今後の高齢者の労働力というのでしょうか、こういったものを町としても積極的

に取り入れていく姿勢というものが必要になってくるというふうに私は考えますが、この

辺の高齢者の労働力、雇用の部分についての考え方、あわせて２点お伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 就労センターへの補助の関係でございますけれども、１名開拓指導

員という職員がおりまして、各事業所等含めてですが、就労センターで働く人方の仕事の

確保というか、そういうものを担当される方でございますが、その担当される方への賃金

としての補助という形で町として支出させていただいております。就労センターで働いて
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おられる方等のニーズについては、ちょっと今こちらのほうでは手元に持っておりません

けれども、定年的な部分でいけば60歳というふうなことで、まだ若い、働いていける能力

等も十分持っておられますので、就労センター等でいろいろ積極的に活用して、登録をし

ていただきながら高齢者における就労の場を確保していただければというふうに思ってお

りますけれども、そこの部分につきましては社会福祉協議会の運営事業というふうなこと

になっておりますので、町として直接的なかかわり、関与というのは難しいかなというふ

うには思っているところでございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 実質的な運営というのですか、は今言われたように社会福祉協議会のほうで

やっていることだから、町は要するに各事業所に対する営業活動ですよね、そういう方の

ために180万という人件費、その方の人件費を補助する。しかし、その180万補助して、あ

との運営は社会福祉協議会がやっているので、そこには今何人働かれていて、どうだとか

というような現状というものは現在は把握をされていないということですよね。そういう

ことでいいのかなということです。私が言いたいのは、今何人とかと細かい数字をどうの

こうのということではないのですけれども、これから高齢化社会を迎えていく中において、

健康の部分とかいろんな部分において高齢者の働く意欲というのでしょうか、家にこもっ

ているというのでは体も弱っていきますよ。働けるうちは、いろんな部分で外に出て体を

動かす。それによって、またいろんな仲間ができたりとかして、高齢者も元気になってい

くと思うのです。だから、今後の高齢者のそういう部分というのでしょうか、今言われた

ように60歳で定年になったのならまだまだですよね、これ。だから、せっかくいる労働力

をもっと活用する努力というのでしょうか、そういった姿勢というものが町として私は必

要ではないかと、180万出して、社協に預けたから、あとは社協任せですよということでは

なくて、社協に任せることはいいのですが、しかし町としてもそういう労働力を積極的に

使うように、また町としてもいろんな高齢者のできる軽作業については高齢者に積極的に

お願いしていくような体制だとか。ただ、それについても今現在就労者が何人いて、実際

今の従業者で賄えているのかという、そういう把握ができなければ、そういう対応もとれ

ないわけですから、私はそういうような形というものは当然とっていくべきだというふう

に思うのですが、まず今後の考え方の姿勢の問題なのですが、この考え方についてまずお

伺いしたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 雇用の問題については、町全体の雇用情勢見たときには大変厳しいという

状況にありまして、高齢者の方々だけの問題ではなくて、全体の問題だなというふうに考

えております。ただ、そうは言いながらも、全国的に見ますと高齢者の方々が独自に知恵

を出し合いながら、四国の上勝町でしたっけ、今何億円というご商売をされているとか、

いろんな動きがあります。私は、高齢者の方々が今は就労センターという形でやっていま
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すけれども、これはあくまでも町がお金を出して雇用をつくるという形でやっていますけ

れども、そうではなくて、お年寄りの方々が長年培ったいろんなわざなり知恵なりお持ち

になっているわけですから、ぜひそういうものを生かしながら新たな産業をつくっていた

だくとか、そういう道もあるのかなというふうに考えております。そういう中では、浦幌

町はこれから全体の雇用をつくっていく場合に新たな企業を起こしていただくという形も

基本的にあるわけですから、ぜひ高齢者の方々にもそういうところに積極的に参加してい

ただくようにいろいろ考えていきたいなというふうに思っております。 

 町全体の雇用の問題については、町が町の財政を使って雇用を起こすという部分につい

ては、今緊急的な課題もありますので、そういうことをやっておりますけれども、これが

将来も今の財政状況が同じように国から交付税が来るのかどうかという不確定な要素もあ

りますし、補助金が来るかどうかも不確定な要素があるという中では、基本的には町がお

金を出して雇用をつくるということだけではなくて、町民の方々にもみずから何か起こし

ていただくというようなこともこれからは考えていかなければいけないのかなというふう

に考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今副町長言われたとおりです。お年寄りの方々のそういう力を積極的に取り

入れていくという姿勢というものは今お聞きしましたので、ただ肝心なのはそのきっかけ

なのです。お年寄りだと、みずからがといったときになかなかきっかけづくりが難しいと

ころだというふうに思うのです。お年寄りのここら辺をどういうふうに考えて、だから今

言われたように60歳で定年なんていったらまだまだなわけですから、今言われたような技

術だとかいろんな知恵、そういうものをうまく使えば、まだまだこの浦幌町でも新しい未

来が開ける要素というのは私はあるというふうに思っているのです。だから、そういった

部分の一つのきっかけづくり、いろんな話をするきっかけづくりが就労センターでもいい

のですよ、そこからその集まっている方々の中で知恵を出し、ではこういうことやってみ

ようかという形で、またそこから分かれてもいいですし、その方法はわかりませんけれど

も、そういうきっかけづくりというものを何かの形でやっていかなければならないと思う

のです。それを年配の方々にすべて任せて自然に出てくればというようなことを言ってい

ても、なかなか出てこないのではないかなと思うのです。だから、そのきっかけが就労セ

ンターなのかなと。今の就労センターについても、その辺の状況というものをきちっと把

握する必要性は私はあると思うのです。それによって今の状況、いろんな部分で企業も、

今までお世話になったところも企業もだんだん落ちていっているわけですから、そうする

とそのままでいいのかという問題も出てきますし、就労センターのこの問題も。だから、

そういった部分もいろんなこと全体をひっくるめて、高齢者の部分というものも、どうし

ても若い方の労働という部分に目がいきがちですが、それも大事なのですが、浦幌町もほ

かの町村に漏れず高齢化が進んでいるわけですから、そうしたときに高齢者の労働につい
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ての検討というものも、これは１つ大きなポイントが生まれてくるのではなかろうかとい

うふうに思っています。 

 それと、関連して、高齢者を使うという部分についてなのですが、私も今まで浦幌町の

地場に仕事がないと、雇用がないというようなお話で、それに対して町としての考えはと

いうようなことも申し上げてきたのですが、これが今現実的に浦幌町ではミスマッチが起

きていると、この辺の把握をどうされているのかなのですが、実際に浦幌町で雇用を求人

を出しても募集に来ないという、この現実もあるのです。仕事がない、仕事がないと言い

ながら、実際に募集に来ないと。これは、その企業、企業の給与だとかいろんな待遇面だ

とか、その辺が合う合わないという問題もあるのですが、なかなか地元の企業で募集をし

ても来ない。それが例えば隣町の本別から、条件がいいからというような、こういうミス

マッチが起きているのも事実なのです。だから、そこら辺のいろんな問題が出てくる部分

については、雇用というのは先ほど副町長言われたようにいろんな部分で町全体として考

えていくという中ですけれども、そういうミスマッチが起きているのであれば、高齢者の

人方というのも積極的にそういう企業に橋渡しがうまくできていないのではないかなとい

う思いがあるのです。その橋渡しを就労センターがやるのか、どういう形になるのかなの

ですけれども、ここら辺がどうもうまく回っていっていないような気がするのです。だか

ら、うまく高齢者の方々というものを町の労働力としてしっかり使っていくという方策を

もっと積極的に考えて、いろんな部分のミスマッチもなくしていくような努力が必要では

なかろうかという思いで今質問させていただいているのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 高齢者の方々に退職された後もぜひ社会の中で貢献をしていただくという

ことについては、働いていただくという部分やボランティアで活躍していただくというい

ろんな機会はあると思いますので、そういうことを含めて、浦幌はまだそういった形をど

ういうふうに進めていくのかというものについてはっきり見えていませんけれども、九州

でしたか、大分でヤネダンという地域がありまして、そこでたった一人の方が地域の中で、

200人ぐらいの地域らしいのですが、過疎化で大変だということで、たった一人の人が地域

を動かして、今サツマイモをつくって、それがしょうちゅうになって、韓国でヒット商品

として売れていると。それがそれぞれの地域に売上金を還元するというか、そういう地域

もありますので、コミュニティの助成事業とか言われますけれども、ぜひ地域の中でも、

本当は一人でも考えていただける人がいて引っ張っていただければそういうふうに進むの

かなと思いますけれども、すべて行政だけがというのはなかなか難しいのかなというふう

に思っていますので、その辺はいろんなコミュニティだとかいろんな形でやっていくしか

ないのかなというふうに考えています。 

 あと、もう一つ、ミスマッチの部分については、緊急雇用の対策事業ということで、失

業された方を町としても雇用しようということで、募集をこれからかけるわけです。実は
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21年度においてそれを２回ほどやったのですが、１回目は来たのですけれども、２回目は

なかなか募集定員に見合う分が来なかったという実態もあります。それについては、確か

に21年度かなりの臨時交付金等の事業をやったという中で雇用がある程度賄われたのかな

という感じもしていますけれども、ただそうはいいながらも、一部先ほどの介護施設等の

人員不足というものもあるわけでして、就労センターは、聞いている話では役場のほうに

来て、仕事がないのかというのがどちらかというと多いふうに聞いています。ただ、民間

もやられているというふうに思いますけれども、そこら辺就労センターの担当のほうへも

う少し民間の営業もしてくれということは言っていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に４款１項８目保健福祉センター管理費までの説

明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 61ページをごらんいただきたいと思います。４款衛生費、１項保健

衛生費、１目保健衛生総務費、本年度予算額２億３万9,000円、各種検診委託料及び簡易水

道特別会計繰出金等に係る経費でございます。予算の増につきましては、人件費に係る分

及び簡易水道特別会計繰出金216万7,000円の増によるものでございます。13節委託料、19節

負担金、補助及び交付金、20節扶助費につきましては、説明資料21ページに記載のとおり

でございます。 

 ２目予防費、本年度予算額1,006万6,000円、結核検診、予防接種等、保健予防に係る経

費でございます。予算の増といたしましては、新型インフルエンザ予防接種及び手指消毒

アルコールに係る経費として需用費35万3,000円、予防接種委託料185万6,000円、接種扶助

費16万6,000円の増によるものでございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、

20節扶助費につきましては、説明資料21ページに記載のとおりでございます。 

〇鈴木町民課長 ３目環境衛生費、本年度予算額3,102万9,000円、この目につきましては

葬斎場ほか生活環境衛生業務一般に要する経費でございます。増減の主なものといたしま

しては、11節需用費における葬斎場の火葬炉等に係る修繕料62万8,000円の減、13節委託料

のうち火葬業務委託料が15万8,000円の増、隔年実施の臭気測定業務委託料42万円の減、

18節備品購入費における環境衛生管理車両用備品20万4,000円の減でございます。28節繰出

金は、個別排水処理特別会計に対する一般会計からの繰出金で131万1,000円の増でござい

ます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料21ページ

をご参照願います。 

 引き続き、次のページをおめくり願います。４目墓地墓園費、本年度予算額68万7,000円、

この目につきましては町が管理する墓地及び墓園の維持管理に要する経費でございます。
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12節役務費における廃棄物処理手数料７万円、14節使用料及び賃借料で墓園の除雪対応と

して11万3,000円が主な増の内容でございます。 

〇広瀬保健福祉課長 ５目医療対策費、本年度予算額１億4,297万円、患者輸送業務、町立

診療所特別会計繰出金等の医療対策に係る経費でございます。予算の減につきましては、

工事請負費210万円、町立診療所特別会計繰出金1,744万6,000円の減によるものでございま

す。13委託料、19節負担金、補助及び交付金、21節貸付金につきましては、説明資料21ペ

ージに記載のとおりでございます。 

〇鈴木町民課長 続きまして、６目乳幼児医療対策費、本年度予算額959万3,000円、この

目につきましては乳幼児234名の医療費助成に係る経費でございます。20節扶助費は、予算

説明資料22ページをご参照願います。 

 ７目公衆浴場管理費、本年度予算額873万8,000円、この目につきましては公衆浴場健康

湯の指定管理に要する経費でございます。平成22年１月末現在の公衆浴場利用人員は、町

内利用者6,004人、町外利用者2,814人、合計8,818人で対前年度比24人、0.27％の減少でご

ざいます。また、利用料につきましては、305万7,300円で対前年度比6,200円、0.2％の増

でございます。13節委託料につきましては、予算説明資料22ページをご参照願います。 

〇広瀬保健福祉課長 ８目保健福祉センター管理費、本年度予算額1,326万3,000円、保健

福祉センター維持管理に係る経費でございます。予算の減につきましては、備品購入費

106万円の減によるものでございます。13節委託料につきましては、説明資料22ページに記

載のとおりでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 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。 

 12番、岡田議員。 

〇岡田議員 予防費のところでちょっとお伺いしたいと思うのですが、最近新聞等で小児

用の肺炎球菌ワクチンの話題が出ているわけですけれども、既に世界では100国以上がその

ワクチンに対して国を挙げて予防接種ということでやっているわけですけれども、アジア

では日本と北朝鮮だけがまだ進んでいないというのですか、まだ接種をしていないという

ような状況なのですけれども、乳幼児の細菌性髄膜炎、これにかかると、日本でも大体

1,000人ぐらいの患者がいると言われているわけですけれども、その中でおおむね５％の方

が亡くなっていますし、また25％の方が神経性麻痺だとかいろいろな症状で後遺症が出て

いるという状況があります。それで、それに対してのワクチンが国内でも今薬事法で認証

がおりまして、２月ですか、おりたという話なのですけれども、１回接種するために約１

万円程度かかるわけですけれども、それが小さい乳幼児のときでしたら１回の接種で終わ

るわけですけれども、だんだん年をとるに従って４回、５回という接種でなければこれが

効果が出ないというような状況だそうです。それに対して、国が恐らく今年か来年のうち

に国を挙げてこれを予防接種するというような形になるのかなと思うのですけれども、も

う既に先駆けて国内でも予防接種、まちを挙げて助成金を出して予防接種をしているわけ
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ですけれども、その点について町としてそういう考えあるのかないのかお聞きしたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 小児用の肺炎ワクチンだとかヒブワクチン等の部分につきまして、

今国の厚生科学審議会の感染症分科会の中において予防接種のワクチンのあり方だとか接

種費用の負担のあり方だとか、そういうことも含めて今検討されているというふうに聞い

ておりますので、町といたしましてはそれらの検討の推移を見ながら検討していきたいと

いうふうに考えているところです。 

 以上です。 

〇田村議長 12番、岡田議員。 

〇岡田議員 検討されるということなのですけれども、国の認証がおくれているからでき

ないということではなくて、それを先駆けてやる必要性が大事かなと思うのです。少子化、

少子化と今、年間生まれる方が非常に少ない中で、細菌性髄膜炎にかかることによって痛

ましい命を落とすとかということが本当にあるわけですので、症状的には普通の風邪と何

ら変わらないような症状で、一晩のうちに悪化して命をなくするというような非常に恐ろ

しい病気ですので、その辺も含めて十分協議をしていただきたいと思います。それと、協

議というか、いち早く取り入れていただきたいなというのが本音です。 

 それと、老人の関係で以前にも私お話ししたことがあると思うのですが、肺炎球菌ワク

チン、１回接種することによって５年間ほど効くわけですけれども、それは町立診療所へ

入ってみれば待合室のところに書いてありますよね。大体5,400円ぐらいで１回接種するこ

とによって５年間は肺炎にかからないというような状況があるわけですけれども、以前も

その質問をさせていただいて、検討するという話もあったわけですけれども、予防の中に

入っていないから、あのときはできないと言っていたのです。その辺も含め、そのことも

含めて町として今後それを推進しながら、老人ですのでなかなか大変なので、5,400円とい

う金も大変なので、補助する方向性はあるのかないのか、ちょっとお聞きをしたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇広瀬保健福祉課長 老人性肺炎のワクチンの接種の部分についてでございますけれど

も、先ほど幼児用の部分で国の状況というふうに回答させていただきましたが、それらの

検討とあわせて老人の肺炎の部分のことについても一緒に検討の中に入れさせていただき

たいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 ワクチンの接種につきましては、法的な接種と任意の接種がありまして、先

日も一般質問の中で子宮頸がんの予防ワクチンの一般質問もありました。これについて積
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極的に前向きに検討したいという答弁をさせていただきました。子供の５歳以下の髄膜炎、

ヒブワクチン、７価ワクチンとかいろいろ任意のワクチンがあります。今老人の肺炎ワク

チンを含めて任意のワクチンは大変いろいろあるわけでありまして、国は予防接種法の改

正について取り組もうということでありまして、町としてもどの程度まで、どこまで踏み

込んでいいのかというのは、大変多種多様なワクチンがあるものですから、今苦慮してい

るところでもありますし、ただ、今まさに少子化の時代、そして高齢化を迎えている時代

の中でこの任意の接種にどのように取り組んでいくかというのは直接財政にかかわる部分

でありますので、慎重に取り組んでいきたいなというふうには思っているところでありま

して、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、７価ワクチンの部分について子供のワクチン

接種について、任意でありますけれども、これについては今後とも検討してまいりたいと

いうふうに思っています。ただ、今ここで確約してやりますという話はできませんけれど

も、できるだけ前向きに取り組んでまいりたいなというふうに思っています。国の予防接

種法が今年変わるのかどうかというのは、まだ見えていませんけれども、何か取り組もう

としている動きが今あるようでありますので、それを見ながら、ちょっと遅いかもしれま

せんけれども、今年度中には結論を出していきたいなというふうに思っていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に４款２項２目し尿処理費までの説明を求めます。 

 町民課長。 

〇鈴木町民課長 引き続き66ページをご参照願います。２項清掃費、１目塵芥処理費、本

年度予算額7,230万8,000円、この目につきましてはごみ処理に係る収集運搬から処理に要

する経費でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料、19節負担金、補助及び交付金

につきましては、予算説明資料22ページをご参照願います。13節委託料における一般廃棄

物の施設管理及び回収業務に係る管理業務委託料105万2,000円の増、水処理施設調査委託

料36万8,000円の減、14節使用料及び賃借料における機械借り上げ料20万3,000円の増が主

な増減内容でございます。 

 次のページに移りまして、２目し尿処理費、本年度予算額535万7,000円、この目につき

ましてはし尿処理に係る十勝環境複合事務組合に対する負担金に要する経費でございま

す。19節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料22ページをご参照願いま

す。 

 以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 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） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０２分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、６款１項９目地籍調査費までの説明を求めます。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 67ページをお開き願います。５款労働費、１項１目労働諸費、本年度予

算額688万2,000円、この目につきましては労働対策及び職業病対策に係る予算を計上して

おります。７節賃金につきましては、失業者、非正規労働解雇者の緊急雇用対策に係る賃

金でございます。28節繰出金につきましては、勤労者生活資金の貸付基金繰出金でござい

ます。 

〇河村農業委員会事務局長 68ページをごらんいただきます。６款農林水産業費、１項農

業費、１目農業委員会費、本年度予算額3,121万8,000円、この目は農業委員13名、職員の

活動及び人件費、さらには農業者年金加入促進等の事務費等でございます。内容につきま

しては、特に説明を要する事項はございません。 

〇前田産業課長 ２目農業総務費、本年度予算額3,609万円、この目につきましては人件費

並びに各種関係機関への負担金の予算でございます。 

 ３目農業振興費、本年度予算額6,306万7,000円、この目につきましては農業振興に係る

予算を計上しております。増の主なものにつきましては、心土破砕事業補助金50万円、冷

湿害に伴う農業経営維持資金融資事業利子補給補助金64万7,000円、アグリチャレンジャー

支援事業補助金返還金3,455万3,000円でございます。19節負担金、補助及び交付金につき

ましては、説明資料22、23ページに記載のとおりでございます。心土破砕事業の増につき

ましては、昨年の冷湿害対策で一部天候不良により施行ができなかった箇所を行うもので

あります。 

〇高嶋上浦幌支所長 ４目農業団地センター管理費、本年度の予算額632万2,000円、この

目は農業団地センターの管理にかかわる予算を計上したものでございます。特に説明する

内容はございません。管理費の７割につきましては、浦幌農協に負担をいただいておりま

す。 

〇前田産業課長 ５目畜産振興費、本年度予算額1,657万8,000円、この目につきましては

畜産振興に係る予算を計上しております。減の主なものにつきましては、償還金、利子及

び割引料であります。これにつきましては、農業開発公社貸付肉用牛償還金でございます。

本年度償還完了となっております。19節負担金、補助及び交付金につきましては、説明資
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料23ページに記載のとおりでございます。 

６目土地改良費、本年度予算額１億980万8,000円、この目につきましては土地基盤の整

備を促進するための予算計上でございます。減の主なものにつきましては、需用費の光熱

水費、13節委託料であります。増の主なものにつきましては、機械借り上げ料65万円、工

事請負費2,500万円、明渠排水掘削事業補助金80万円であります。13節委託料、15節工事請

負費、19節負担金、補助及び交付金は、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

〇賀下施設課長 ７目飲料営農用水対策費、本年度予算額１万9,000円、この科目につきま

しては営農用水管路にかかわる土地使用料でございます。特に説明する内容はございませ

ん。 

〇前田産業課長 ８目道営土地改良事業費、本年度予算額4,833万9,000円、この目につき

ましては道営の土地改良事業に係る予算を計上しております。減の主なものにつきまして

は、中浦幌地区総合整備事業工事負担金及び幾千世地区畑地帯総合整備事業工事負担金で

あります。増の主なものについては、浦幌地区畑地帯総合整備事業計画樹立負担金であり

ます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

〇賀下施設課長 ９目地籍調査費、本年度予算額3,656万1,000円、この科目につきまして

は地籍調査事業にかかわる経費及び人件費の内容でございます。22年度は、オコッペ地区

9.31平方キロメートルの調査が３年目で完了となり、新規としてオコッペの一部及びチプ

子オコッペ地区7.85平方キロメートルが１年目となります。増額の主なものは９節旅費の

普通旅費で、遠方の土地所有者の地籍簿等の調査及び確認協議に要するものでございます。

13節委託料につきましては、説明資料24ページに記載のとおりでございます。減額の主な

ものは、11節需用費の消耗品費でございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇田村議長 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。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 74ページ、地籍調査費、これ大体厚内が終わって、場所が移ってきています。

知っているとおり、地籍調査やった結果、境界がすごくもめたと。その後、その問題点が

あった場所どのような対応をしてきているか、もう終わったかどうか、対応がですよ、そ

れをまず聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 議員のほうから何度かご指摘がありましたが、それにつきましては一応

丁寧に説明して、それ以降の話は今のところは出てきていません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 今厚内地区、特に市街のほうが道道共栄線、1038号、測量終わったのです。

そして、くいも打っていると。ところが、そのくいを見て、また例の地権者が境界でどう
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のこうの、今盛んに出てきているのです。ですから、私は課長さんに聞きなさいと、個人

の財産の境界なものですから、こっちをよくする、こっちを悪くするなんていうことでき

ませんから、大変これには苦慮すると思うのです。しかしながら、厚内というのは歴史が

古いものですから、３回地籍調査やっているのです。今回３回目なのです。その中で今言

った問題点。前回は、ある１軒のうちが隣に対して、あなたはうちのほうに入っていると、

そして言われっ放しで10年以上いたらしいのです。それが地籍調査終わったら、今度逆転

してしまったのです。そういう例が３カ所あるのです。ですから、今言ったように共栄線

の厚内川にも平成24年、橋がかかりますし、そしてその辺の関係ある地主さんがそういう

ことを言ってきているものですから、何とか穏便に話をしてほしい。 

 それと、もう一点は、今後浜のほうが測量に入ると思うのです。これ地籍調査終わって

いますか、厚内５区です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 まず、１点目の道道直別共栄線の測量ということですが、それにつきま

しては事業主体が帯広土木現業所のほうでやっている事業でありますので、私たちのほう

にはまだその内容というのは伝わってきていませんが、今後町としてもその境界について

は、土木現業所のほうと地元の地先の住民の方といろいろと話し合いをとりながら調整し

ていきたいと考えております。 

 ２点目の浜厚内のほうですが、これは今１年目ということで、22年度から始まりますの

で、これにつきましても測量調査、今回結構多くの方が所有されているということもあり

まして、その分でいろいろと丁寧に、また慎重にやっていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 そういうことですから、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、浜のほうは道路から右側は海岸何だか用地、そういうような名称になって、個

人の私有地というのほとんどないのです。山側は、ほとんど私有地になっています。です

から、今こういう問題が出てからいろんな話が出ているのです。浜の坂をとってしまうと

か、私もその都度聞かれているのですけれども、わかりませんから、とにかく施設課長に

聞いてみなさいと、そういうこともありますので、なかなか馬力のいい人ばかりですから、

その点十分留意してやってほしいと。私も土木現業所の方が見えましたときに知っている

ことは言ってありますけれども、何にしても国道の延長線ですから、336の延長、私も1038号

線というのは最近わかったのですけれども、そういうようなことになっています。どうか

その点十分気をつけてほしい。そういうことで、何かありましたら一言。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 浜厚内地区につきましては、山が危険な地域ということで抱えていると
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ころもありまして、そういった部分も本当に注意しながら、また住民の方にも不安のない

ような、そういうような説明をしながら進めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 73ページ、土地改良費で質問したいと思います。昨年緊急冷湿害対策という

ことで大きな補正を組んで、農業関係については支援をしていただいたということであり

ます。その中で、さきの補正予算で540万も補正減をしました。私もこういう実態よくわか

らないで、補正の議案見たときにどうしてだろうなということだったのですが、農家の人

に聞いてみましたら、使い勝手の悪さがあると。どういうことかといいますと、４割補助

です。暗渠に関してです。暗渠に関しての残高がいっぱい出たのですが、実績、通常の支

援事業、それから緊急対策含めまして実施団体から資料もらっていまして、持っているの

ですが、その使い勝手の悪さというのは、暗渠においては町の対策委員会の規定で５割補

助というのが限度になって決められておりますね。そういう中で、これは財政難の中で４

割補助というふうに補助率を落としてここ数年やっていると思います。多分15年からだっ

たかなと記憶しておりますけれども、これは運用、財政難なので、少し補助率落としてく

ださいということで今ずっと４割補助ということでやっています。ご承知のように、非常

に実施単価落としておりますけれども、町単独の場合は工事費落としているのですが、反

当10万ぐらいかかる。個人負担も、６割持つということなら６万平均ぐらいかかっている

よということであります。この受益者負担が大きいがために、今ご承知のように中浦地区

事業やっています。幾千世、それから中浦、それから下浦幌の国営農地防災で外れた地域

も今申し込みをとって、事業採択に向けて計画をしている段階だと思います。そういう中

で、多少我慢しても、財政負担大変なので、去年の自己負担、多い支援を受けないで先延

ばししようということの意見が非常に多かったのです。ですから、できれば、これから中

浦幌も整備終わっていきます。下浦幌だけになっていきますから、多少面積減ってでも支

援割合、町で決めている50％支援というふうに戻せないのか、まずそのことを伺いたいと

思います。 

 それから、たくさんありますから、１回で全部やると私自身もわからなくなるので、少

しずつやりたいのですが、もう一点は、暗渠事業について上浦幌と下浦幌単価違うのです。

何の単価が違うかといったら、砂利の単価が違うのだそうです。私も調べて、ようやくわ

かったのです。立米1,000円違うのだそうです。ですから、上浦幌の人は大体５立米ぐらい

１反に使うそうですけれども、5,000円ぐらい実行単価安いのです、上浦幌が。下浦幌が高

いということです。このことは把握しているでしょうか。 

 まず、この２点伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 土地改良費の町の補助のアップということでございますが、現在ご承知
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のとおり２分の１以内ということで過去ずっとやってきておりますが、この定額につきま

しては農協が受益者と協議をしながら、その年度にやりたいというところを取りまとめを

して、そして町の低額の補助で金額を決めているというふうに思っております。結果２分

の１以内ということでございますので、それが少ないときにはずっと下回ってしまうとか、

そういうことが発生しているのではないかというふうに思っております。現在の町の２分

の１以内の補助の規則につきましては、財政難ということもありまして、現状ではちょっ

と難しいのかなというふうに判断をしております。 

 また、２点目の暗渠に関する上浦幌地区と下浦幌地区の単価の違いがあるということで

ございますけれども、これにつきましても本来であれば同じかなというふうに思ってはお

りますけれども、そこら辺の単価の違いの把握については掌握はしておりません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 １点目の課長の説明、ちょっと実態と違うと思うのです。明渠や堆肥の土づ

くり対応については、たくさん事業があったら農家が50％でなくて35％から40％しか補助

を受けていないのです。しかし、暗渠については、負担が大きいということで予算の範囲

内で受け付けを打ち切っているのが実態で、40％以上あるいは40％以下の補助ということ

はないはずです。実態は、そういうことです。予算の範囲で打ち切りだというのは、土づ

くり、堆肥の切りかえと明渠だけです。私は、そのように聞いています。ですから、ちょ

っと説明が違うかなと。 

 それから、もう一点、後の件ですが、受益者としては当然対等なのが本来だと思ってい

ます。これは、例えばこれから実施する浦幌中学校体育館の施工にしても、帯広市内と浦

幌とコンクリ単価違うのでしょうか。そんなことにならないでしょう、通常。ですから、

特に浦幌町内でやる事業が上と下で単価が違うというのは、どうも納得できないのです。

この辺について、直接的にでなくて、これは団体が補助を受けるようになっていますから、

農協がほとんど事業を受けて実施していますよね。そういうところの実態も把握して、あ

る程度調整できるような、業者とそういうことの調整もしなかったら、高い単価でやって

いる地帯の人にしたら納得できない部分あるのです。 

 その辺２点、私の思っている資料の実態と先のことについては違いますし、後のことに

ついても行政もそういうことにきちっとかかわって、状況把握し、改善していただく要素

があるかなと。それから、現状で、私先ほど申し上げた暗渠に対する２分の１以内という

条項はもちろんわかっています。そういう中で財政難で40％の支援だということになって

いますから、今年度について改善できなくても、さっき言ったように小規模暗渠なのです

から、大量にないのです。ですから、ぜひこの支援を規定の最大限、２分の１まで引き上

げるような検討をこれからしていってほしいなというふうに思っていますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇前田産業課長 暗渠の40％以内ということの実績の関係でございますけれども、これに

つきましてはあくまでも40％以内ということで町は助成しているという内容でございます

ので、あとは農協のほうの取りまとめのほうでどこでラインを引くかということについて

は、ある程度40％ということで決めがあると思いますけれども、それ以内ということであ

れば町の定額については今までしてきたということでご理解を願いたいと思います。 

 また、上浦幌と下浦幌の単価の関係でございますけれども、これについても直接町が発

注するというわけでございませんので、農協のほうと業者と委託契約か工事請負か契約を

結んでやるわけでございますけれども、その分につきましても本来事業主体の農協が設計

等を行うということで業者に指導しているというふうに判断をしております。町といたし

ましても、なるべく単価の差がないようにということも申し入れて今後もいく必要がある

のかなというふうには考えておりますけれども、実態はそういうことでご理解を願いたい

と思います。 

 あと、財政的な今後の支援については、理事者のほうで答弁を願えればというふうに思

っております。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 町が行う小規模暗渠の補助のことだと思いますけれども、ご存じのとおり上

限300万という中で補助を行っているということでありまして、その補助率云々については

300万の範囲内で行っていただければよろしいのではないのかなというふうに私は思って

いますけれども、それで何か違うのでしょうか。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 今町長から違うのでしょうかと質問されましたけれども、違うと思います。

補助率は財政難だから40％とするということで300万の中でこの事業の中では実質７町２

反でしたか、21年度実績でやっているはずです。要するに、300万はもちろん打ち切りなの

ですが、４割補助だよという中で21年度実績で７町２反、事業費788万9,150円という報告

を受けていますけれども、そういう認識だということで、個々で50％で、事業面積減って

も50％でもいいよということにならなければ、事業を受けている農協でそういう対応でき

ないのです。そのことがもし今の町長の言われるような範囲でいいとすれば、いいという

ことをはっきりしていただかないと、事業主体はそれの対応できないというふうに思って

おります。このことでお答えあるのでしたら、お願いします。ほかにもあります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 町は、あくまでも300万定額で予算を見ておりまして、この300万に対し

て40％以内でおさめてもらうように農協には指導しております。この40％以内というのは、

少しでも事業量がたくさんできるようにということでございまして、これを町が半分でい

いですよということにはならないのかなというふうに判断をしております。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 
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〇杉江議員 わかるのです、言っていること。でも、先ほども説明しましたように、中浦

幌も下も今次から次に整備終わってきて、小規模暗渠の需要がだんだん減ってきたよとい

う中では補助率高いほうが使い勝手がいいのだということをお願いしているわけです。で

すから、何回論議していてもそういう範囲の判断なので、町長が先ほど言われたような方

法でいいということであれば、50％で面積減ってもいいならいいよということになるなら、

それでよろしいのです。 

 ほかにもいっぱいありますので、私次の質問も重ねてしたいと思います。それで、先ほ

ど説明ありました中浦幌、稲穂地区の事業費です。ご承知のように国の予算の関係で大幅

に減ったということだと思うのですが、これ予定の面積完了させるためには当然計画年度

がずれていくと、こういうことなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 道営予算の関係につきましては、国の土地改良事業費が総体的に減額さ

れているということで６割程度になったということでございまして、土地改良事業、道営

の事業に対しても当然それが影響が出てくるということでございます。現在中浦幌地区に

つきましては継続、24年までということで事業計画されておりますけれども、これについ

てもその６割、土地改良事業が減額されたということから、十勝支庁の担当者の話により

ますと、年度ごとの割り当て額が少なくなってくるということと、それと期間が延長され

る可能性も出てくるのではないかということを言っておりますので、当然全体の土地改良

事業費がもとに戻らない限りはそういう可能性も出てくるのではないかというふうに考え

ております。また幾千世地区については、今年度完了年度ということでございまして、こ

れについては今年度完了するということの回答は得ております。また、貴老路の営農用水

についても完了年度ということで、これについても今年度完了するということで聞いてお

ります。 

 以上でございます。 

（「先ほどの」の声あり） 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 失礼しました。 

 小規模暗渠の件につきましては、今のところ要綱で40％ということになっているという

ことでありますけれども、町といたしましては補助金300万ということでありますので、こ

れについては要は農協の事業量の問題だろうというふうに認識をしています。そういう面

では、農協さんと今後暗渠の整備、毎年事業量が750やるのか600やるのかという問題にな

ろうというふうに思いますので、これについては農協さんとの話を今後詰めていく必要が

あるのでないかなというふうに思っていますので、それについては農協さんと話をさせて

いただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 
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〇杉江議員 わかりました。十分事業主体の農協と協議をして、はっきりした見解を出し

ていただきたいなと思います。 

 それから、畑総事業関連で今課長のほうから説明ありましたが、当然私もそのようにな

るだろうなと、ずれ込んでいくのだろうなということを思っております。その中で、今下

浦幌地区が取りまとめ終わった。その数字三百二十何ヘクタールと聞いておりますけれど

も、この事業の採択も予算が減るということであれば、当然おくれていくというようなこ

とも懸念されます。この辺のことについて、新聞等でも出ておりますけれども、十勝管内

で各団体集めて、協議会というのですか、やっておりまして、ニュースにもなっておりま

す。これは、十勝だけの問題でない、浦幌だけの問題でないわけですけれども、どうかこ

の辺の対応をしっかりと浦幌としても指導力をもってやっていただきたいというふうに思

っています。 

 それで、このこととも関連しますが、国営農地防災事業について少しお聞きしたいので

すが、昨年の第３回、９月の定例会において湿害、大雨ということで一般質問をやらせて

いただきました。８項目にわたってやらせていただいたのですが、その後非常に迅速な対

応をしていただいて、開発、土木、町もそれぞれ対応していただいたと思っております。

しかしながら、その中で特に私お聞きしたい、確かめたいというのは、静内地区において、

10月だったと思うのですが、この後の対応として地域の農家の方に説明があった中で、今

まで計画になかった部分の置き土を一部やるということの説明があったようです。これは、

以前から要請していた事項なのですが、しかしその中で、置き土はやってくれるというの

ならいいのですよ、しかし町道、統太から十勝太へ行く町道を横断して静内の第２樋門か

ら水を落とすような計画になっていたものを静内川を整備すれば水が落ちるということ

で、その横断をやめたというふうに説明があったというふうに聞いています。これは、地

域住民の人が言うだから、間違いないと思います。町もどなたか担当者の方行って、その

説明聞いていると思うのですが、非常に私は心配しています。ご承知のように、私も一般

質問のとき申し上げましたけれども、道路横断して水が東側から西側に行くのです。この

水をとめた分だけ全部本当に静内川にはけるのか。冬の間に土木がようやくヤナギを切っ

てくれました。多分あれで築堤の上も車が走れるようになったのだと思います。樋門が動

くようになったかどうか私わかりませんけれども、そのことについてもちょっと確認した

いのですが、樋門を閉めたときに同じようにあふれて道路横断するのではないか、そんな

ふうに思っています。このことについてどういう説明だったか、担当、産業課長なのか施

設課長なのか、その辺のこと聞いていると思うのですが、急遽計画が変更になってしまっ

たのです。説明してください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 昨年の大雨によります湿害関係の対応策の関係でございますが、その後

開発で現地調査に入りまして、高さ等を調査しまして、静内も含めた全体的な検証をしま
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して、町にある程度何らかの形で対応していきたいという回答がございました。その結果、

静内川の増水につきましてはヤナギが相当影響してはけないということがありまして、そ

れらをある程度解消していけば現在の防災計画の洪水量に対応していけるという開発の判

断でございまして、実際には水が冠水をしたわけでございますけれども、その一部の対応

として置き土をできれば、そういう検討もしていきたいというふうな話は聞いておりまし

たけれども、実際にやりますということは私のほうはまだ聞いてはおりません。静内の町

道の道路横断、これについての中止ということについても、先ほど言いました静内川の水

はけがある程度解消されていけば必要がなくなるのかなということも言っておりましたけ

れども、それも決定しましたということは私の段階ではまだとらえてはおりません。今の

現状は、そういう状況でございます。 

〇田村議長 施設課長。 

〇賀下施設課長 静内地区の樋管、樋門の関係なのですが、大雨の対応で十勝太へ行く町

道から冠水すると、また樋門、樋管が水がのめなくて逆流してくるということで、樋門、

樋管につきましては土木現業所の管理であるものですから、そちらのほうの確認をしまし

て、基本的には治水になるという判断で、今年なのですけれども、帯広土木現業所の治水

課の課長のほうと話をしまして、今後懸案事項ということで静内川の今の樋門、樋管に対

する水の取り扱い、浸水について、これにつきまして調査をしていただくことになってお

ります。また、大雨で樋管、樋門がなかなか水をのみ込めないような状況になるというこ

とで、ヤナギのほうの伐採をすぐお願いして、土木現業所でやっていただいたという経過

がありますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 土地改良事業費の減額の問題につきまして、町村会でも本当に大きな問題意

識を持ちまして、これだけの大幅な土地改良費の減額ということについては国に対して強

く働きかける必要があるだろうということで、早急に各団体を網羅した形で政府に申し入

れるということを決めまして、早速新聞等にも報道になりましたけれども、早急に民主党

政権、新政権に土地の改良費について基本的な農業改良、そして土壌整備というのは北海

道、特に十勝にとって大切だということを強く申し入れたという事情があります。これに

ついて、まだ最終的にどういうふうな答弁もらったのかというのは報告は受けておりませ

んけれども、今後ともこの土地改良整備については十分な対応を政府に求めるよう町村会

としても働きかけていくということについて意思統一をしているところでありますので、

その辺については今後とも強く行動を起こしていくことになるだろうというふうに思いま

す。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 後段の国営防災の関係ですけれども、町道横断の件については、先ほど２月

の末です、開発と毎年事業評価会やっているのご存じですよね。これで10回目、10年目に

なるのですが、事業始まって毎年、次の年からですか、事業評価というのをやってきてい
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ます。その中で、私もちょっと申し上げたのですが、このことについて開発はこう言って

います。もし道路横断、町道を水が横断するような事態が想定されるということであれば、

町と協議して町道のかさ上げも協議したいと、そう言いました。ですから、どんなふうに

町のほうに話持ってくるか、私はわからないのですが、初めて聞いたのですが、ただ町道

かさ上げして、あそこは横断管一つもない、静内川までないのです、あの橋まで。ですか

ら、全部ブロックしてしまったら、今度上の人水たまってこまるのでないかなと、それよ

り川を整備して、きちっと出すことだと私は思っているのですが、次から次に目先変わっ

て対応するということなのです。身軽に対応してくれるのはありがたいのですけれども、

あと２年で終わるのですよ、22年と23年で終わる。280億の計画の予算が今230億はもう使

い終わっていると言っていますから、最後の仕上げだと思います。もう２年しかない中で、

先ほど施設課長の答弁にもあった樋門の問題も、調査するでは遅いのです。２年で終わっ

て、引き上げてしまうのです、開発。 

 ですから、開発さんも土木と一緒になって協議するとは言っています。しかし、現状で

は道路横断したら浦幌のほうからは堤防に行けなくて、十勝太、静内の山登って向こうか

ら来るのですかという事態になってしまうのです、一般質問でもしたように。あそこでは

できなくなるのです。ですから、町道がきちっと災害のために対応できる、通行を確保で

きるような状態にするのにどうしたらいいかということで、水をはかすことが第一なので

す。開発は先般窮地に及んで、町道のかさ上げを協議しようかなというふうな発言まであ

ったのです。ですから、もう少ししっかり町も、どういうふうにしてほしいか地元の人た

ちと話し合って、地元の人はこう言っているのです。町道横断なくなって、静内川へ第３

樋門から落とすということになったのですが、本当に大丈夫なのかなと言っているのです。

また地元の人は、でき上がってしまってからやっぱりなと言わないように、私は今対応を

お願いしているのです。しっかり協議してもらいたい。私たちは専門家でないですから、

ふだん見ている中で無理だよなと思う状況があるのです。そういうことがいっぱいあるの

です。 

 ですから、そういう中で、話飛びますけれども、次から次へ進みますけれども、朝日地

区の問題も急遽対応していただきました。75％も水没したという報告の中で、置き土を急

遽していただけるように提案をしてもらい、大きな明渠の改修も提案していただき、水た

めて、水くみ上げるように対応もしていただき、今まだ計画段階です。先ほど課長の答弁

にあるように、静内のほうもそうです。確定したかどうか、私も確証とれないのです、ま

だ。協議しているとか、そういうふうに進めるとかと言っているだけです。ですから、静

内も同じです。あそこで第３樋門で引けなかったら、ポンプ用意して、くむ用意をきちっ

としてやらなければ無理だと私は思っています。そういう対応もぜひ施設のほうでも協議

して準備していただきたいと思うのです。多分開発がそう言えば、簡単には変わらないと

思うのです。横断管町道横断して第２樋門まで落とすというのは、また下が水没するとい

う、こういう言い方していますから、もろ刃の剣でどこで被害出るか、もともと静内川は
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ゼロメートル地帯なのですから、そういうことを解消するために最低限度町がどんな対処

できるかということをきっちり準備していただきたいということをまず町に対しては申し

上げたい。それから、土木に対しても開発に対しても、きっちりと今申し上げたようなこ

とをはっきりと。検討している、調査している暇ないのですよ、もう。開発２年で終わっ

てしまいます。ぜひそのことを対応していただきたいと思っているのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ２月の国営防災の事業評価につきましては、私ちょっと所用がありまし

て出席できなかったので、今町道のかさ上げを考えて町と協議をするような話を初めて聞

いたわけでございますけれども、これについても非常に問題、ハードルが高い問題だなと、

かさ上げするにしても簡単にはできない問題があるのかなというふうに思っております。

期成会とも十分話をしながら、また開発の担当者とも十分協議をしながら進めていかなけ

ればならない問題かなと思います。この地区につきましては、本当に排水問題が過去から

解消していないということでございますので、あと２年間の防災事業の計画中に少しでも

改善ができるようにとは考えております。全部が全部要望どおりになるかどうかについて

も、先ほどの土地改良事業費の削減等から見ましても期待できるかどうかもちょっと判断

できませんけれども、いずれにいたしましても地元と開発と期成会と町と協議をしながら、

最善のことができるようにやってまいりたいと思っておりますので、ご理解を願いたいと

いうふうに思います。 

〇田村議長 審議の途中でございますけれども、お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時００分  休憩 

午後 １時００分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き質問を許します。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 67ページ、労働諸費のところの７、賃金、緊急雇用創出の441万、このことに

ついてお伺いいたします。昨年もこの緊急雇用創出、道100％のお金367万2,000円来ている

と思います。それで、この賃金というのでしょうか、使った人工とか内容とか、それから

期間とか、そういったものをわかる範囲内でお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇前田産業課長 緊急雇用の関係でございますけれども、この賃金に関しましては今年度、

これも補助事業でございまして、４月１日から来年の２月28日までの間で事務職員１名分

を予定をしております。また、５月１日から10月31日までの間、環境整備作業員として３

名を現在考えております。総事業費が社会保険、それから雇用保険、労災保険等も補助事

業対象となっておりますので、これらを含めまして611万9,409円という今年度の予算の内

容になっております。 

 以上でございます。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 どうぞ。 

〇前田産業課長 失礼しました。 

 昨年の実績につきましては、４月１日から９月30日まで６名の雇用をしております。ま

た、９月から11月30日まで５名の雇用を見ております。この11名に関しての金額につきま

しては、473万9,425円という実績になっております。内容につきましては、環境整備作業

員ということで11名とも雇用をしております。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 道からのお金ということで、非常に大事に使われていることと思います。た

またまですが、去年、私有地になるのかな、あそこでごみ拾いをしていた方が３人いまし

た。どこで使われているのですかと言ったら、町ですということだったのですけれども、

お名前や何かは確認しなかったのですが、多分このお金のほうで使われていたかと思いま

す。それで、私が思うには、いろいろ各課でこういうところで使えないかとかという、各

課で連絡をとりながらやっているかと思うのですけれども、長年物置ですとか、それから

博物館関係の大事なものが、例えばここから見える東山の物置に山積みになっています。

ああいったところにその人方を雇用しながら、整理をして、前に常室の小学校にそういっ

たものを集めてという話もあったかと思いますが、そういうところに使える人たちではな

いかなというふうに思うのです。ごみ拾いや何かも大切ですけれども、今年はこういうと

ころに重点的に、町の、町民の大事な財産も多分中にはあるかと思います。そういったも

のにも使えるような配慮はできるかどうかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 昨年この事業をやる際に当たりまして、各課それぞれ賃金で作業するも

のがありまして、この事業を使うことができないかということで各課にそれぞれ問い合わ

せをして、この人数ということでございました。それで、今おっしゃっている博物館等の

整理等、それらも教育委員会との話も出ましたことは確かなのですが、ただ整理するのは

いいかと思うのですけれども、その後の博物館としての使い方等もいろいろ教育委員会の

ほうで検討されて、この事業では使えないような内容かなということで、そちらのほうに
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ついてはこの事業では使ってはおりません。ただ、いろんな作業内容については、どれと

いった条件等はないのですが、町で行う作業に関しては補助対象になるということで、あ

らかじめ取りまとめた状況で、そういう作業があるということであれば、道に申請書を出

して、どういう作業ができるかということで申請を出して、その申請した内容に沿ってそ

の期間作業しなければならないという、そういうことがありますので、余り申請内容と逸

脱した作業については途中ではできないということになっております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 以前も博物館の展示の内容のことについてお話ししたことがあります。その

ときに、とても人手が足りなくてできないという答弁だったのです。それで、私は、では

ボランティアでも募集してやったらどうかというようなことを議場で言ったと思うので

す、今回は確認してこなかったのですが。それで、そういったボランティアでなくて、せ

っかくこういう有償で人を使えるのであれば、私が言ってからもう５年ぐらいになると思

うのですけれども、長年手をつけられなかった、そういったところに目を向けて、町民か

ら寄贈のあった、そこに入っているものは教育委員会のものばかりではないと思います。

そういったものもきちっと整理するいいチャンスだと思うので、内容的に無理がなければ

ぜひともやっていただきたいと思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇亀山教育次長 昨年も平成21年度の産業課のほうからの募集がありまして、事業内容に

ついて検討し、その中で教育委員会としては今３カ所ぐらい分散している収蔵品を整理し

て、常室小学校の校舎に置きたいという考えを持っておりました。しかし、そういう中で、

常室小学校の使い方そのもので今後の使い方がまだ十分決定していないという中で、そこ

の部分では断念したという経緯でございます。また、今整理というふうなことですが、や

はりそこにあるものをただ置きかえるだけでは何も整理にならないわけで、これを置く場

所がないと、置いて、また展示するというふうな方向性がないと、ただそこの中だけを整

理したとしてもやはり十分ではないというふうに考えておりますので、今後の収蔵品の再

度の展示というふうなことの中でそういう施設のあり方含めて検討しなければならないと

いうふうに考えております。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 今答弁がありましたけれども、目的があって、常室小学校をずっとあけてお

くのか、それとも目的もなしに何年もそういうふうに公共の建物を投げておくのか、その

辺について理事者のお考えを聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 町の公共施設の利活用については、先日もいろいろお話が出たところであり
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まして、これについて活用をどうするのかというのは長い間の町の懸案事項でもあるとい

うことだと思います。いかんせん財政にかかわる部分でありますので、単純に取り壊し費

用も当然かさむわけでありますから、本来は利活用ができれば一番いいというふうに思い

ます。ただ、今のところ利活用するにしてもランニングコスト等のことをどうしても考え

ざるを得ないという中身では、本当にいい利活用の方法があるのであれば、それに向けて

財政も進んでいかなければならないというふうに思いますけれども、残念ながら今のとこ

ろ利活用についてはっきり明確なものが出てこないというのが今の現状だというふうに思

います。これは、浦幌高校のときにも再三お話ししているわけでありますけれども、本当

に町の町有財産について今後どうしていくのかというのは、これは短時間ではなくて長い

スパンで今後とも、何も使わないでいれば老朽化が進んでいくわけでありますから、これ

については本当にちゃんとした検討を加えていかないとならないのではないのかなという

ふうには思っています。 

 ただ、常にご存じのとおり財政事情が逼迫しているという中で、どうしてもそこがつき

まとうわけでありまして、なかなか本当の利活用について進んでいないということについ

ては本当に申しわけないなというふうには思いますけれども、いかんせん先立つものがと

いいますか、下世話な話で申しわけありませんが、そういうことがどうしても町の財政を

圧迫するようなことはできないという中身でありまして、博物館とか今貯蔵されているも

のの整理というものも含めまして展示、これからどうしていくのか、前から言われていま

す博物館の衣がえをどうするのかということも含めて当然検討していかなければならない

部分ではないのかなというふうには思っています。ただ、今のところ結論が出ているとい

うことではありませんので、どうぞご理解を願いたいと思います。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 70ページ、19節負担金、補助及び交付金の中にあります新規就農者営農促進

補助金、このことについて伺います。78万6,000円というのは、説明の中にもありましたよ

うに現在利子補給３名、奨励金１名、それから農地借地料という中身の内容かと思います

が、先ほど来より同僚議員から農業にかかわるいろんな質問をされ、その中で農業者の方々

の大変な思いもあることもさることながら、新規就農者に対する補助金、助成金というも

のを、さらには町長の執行方針の中にもありますように、これらをもって定住、移住がで

きれば最もよろしいのかなと思うわけでもございますが、これから町長の考えとして、先

般一般質問に同僚議員からもありましたけれども、新規就農者に対する支援、その強化に

ついて町長は研修制度の充実が極めて大事であろうというような発言をされていたわけで

ございますけれども、ほかの町村のことを引き出してどうのこうの言うつもりもございま

せんが、就農そのものに支援がなければ、なかなか人というものは来ないだろう。しかし、

そういった少ない中での研修制度の充実というものをどのような方向性を持ってやろうと

考えているのか、ちょっと町長にその辺伺いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 新規就農者に対する研修制度については、先日一般質問で議員の方から一般

質問がありました。それに対して、研修制度の大切さというのをお話を申し上げました。

就農資金はもちろんでありますけれども、就農するためにはまず研修をしてから就農しな

ければならないというのが実態だろうというふうに思います。そういう意味での研修制度

が大切だというお話を申し上げました。研修制度は大切でありますけれども、研修を受け

ていただく農家、これも必要なわけでありまして、そういう部分について今後とも農協さ

んとお話をさせていただきながら、そういう研修制度をつくってまいりたいというふうな

答弁をさせていただいたところであります。私は、このことが今後とも単に就農支援資金

を単純に幾らというよりは、この研修制度をつくっていって、その制度に乗っかっていっ

て初めて就農支援というものができてくるのだろうなというふうに思っていまして、そう

いうものについて今後とも、先日の答弁では農協、各関係団体との連絡体制をきちっとし

ながら話し合いを進めてまいりたいという答弁をさせていただいたというふうに思ってい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 二瓶議員、よろしいですか。 

〇二瓶議員 はい。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 先ほども同僚議員が土地基盤整備の関係で質問いたしました。その中で、町長

の答弁の中で、先日十勝農業懇話会が発足されたというような報告も聞きました。土地基

盤整備の要望ともう一点、戸別補償による制度の設計ということも新聞に載っていました。

このことにつきましては、農業関係者も非常に懸念するところでもありますし、22年度に

つきましては水田・畑作経営所得安定対策がもう一年とられるというような内容でござい

ます。いずれにいたしましても、こういう制度に見直しをかけられるということは、よく

て今までどおりの水準、また見直しすることによって悪くなるというような可能性も出て

きますので、どうか戸別補償制度の設計につきましては十分なることを考えていただいて、

また農業団体と行政が入るということは今までになかったのかなというふうに思っており

ますので、どうかこのことにつきましてもしっかりとした要請をしていただきたいなとい

うふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 政権がかわりまして、水田・畑作経営安定対策から戸別補償制度にかえると

いうふうになっております。戸別補償制度については、米をまず先にやるという話であり

まして、北海道に適した戸別補償制度をぜひつくっていただきたいというふうに私どもも

思っているわけでありまして、そういう意味で町村会と各団体との懇話会を発足しながら、

基盤整備とあわせてそういうものについても要請活動を行っていこうということになって

おります。ただ、今北海道の現状に合う戸別補償制度になるのかどうかという制度設計が
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まだまだ見えていないというのが現状でありまして、これについてぜひ米の次は麦、芋、

ビートというふうに進んでくると思いますので、北海道の現状に合う戸別補償制度をぜひ

つくってもらいたい、そういう制度を構築してもらいたいということを今後とも町村会が

中心になって各団体の皆さんとともに新政権には要請活動を続けてまいりたいというふう

に思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私は新規就農者支援に対して当時、今私確認したいというのは、新規就農者

が実際に浦幌町に参りまして２年の研修を受けて、そして研修資金、いわゆる生活資金を

300万申し込んで、そのお金が出たわけです。ところが、研修受けた方が３年目に向かって

離農していってしまったと。ここで一番の問題は、300万出す場合、地元の研修を受けた農

業者に対して保証しろと、いわゆる連帯保証しろということで、保証した方は非常にまじ

めだし、農協、それから浦幌町、産業課長とまでも言いませんけれども、非常にまじめな

方だと、だから保証しなさいとは言わなかったけれども、それに近いことを言ってきたと。

ですから、２人はそれについて保証、いわゆる連帯保証をしたと。そうしたら、いなくな

った途端に、道のほうから十勝支庁を経由して返済命令が来たと。これをやっているので

は、今国を挙げて新規就農、国でも言っていますけれども、その当時の決まりが今でも生

きているのかどうか。だから、この２人はいまだに請求されている可能性が十分あるので

す。それでは、新規就農で入ってきて地元の農家の方々の研修を２年受けなければこの資

金が出てこないものですから、それを一々保証をしろというのであれば、だれも保証する

人は、町内では絶対いませんよ。危なくてしようがないです。それで、その制度がいまだ

に生きているかどうか、連帯保証人をつけなければ生活資金を出しませんという、当時私

も大分食い下がっておりますけれども、今この２人というのは立派に地元で農業経営して

いるわけですから、その点どういうふうになっていますか、今。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この就農資金と生活資金の道の補助制度につきましては、現在もそのま

まの制度で変わってはおりません。そういう中で、この連帯保証人は当然必要になってく

るかなというふうに思っております。前にも何かの機会でお話ししたかもしれませんけれ

ども、現在連帯保証人になられた方に対しての債務の督促が来ているということでござい

ますけれども、これにつきましても当時はその制度に乗っかって生活資金と就農資金をも

らって、本人も了承した上でのものだということで、双方、保証人の方も、それから借り

られる方も了解のもとでということでございますので、これにつきましては契約上連帯に

なっているということから、返済をしなければならない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し、制度については現在も継続中ということでございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 課長、それでは、新規就農者が浦幌に入ってきまして２年の研修を受けたら、
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こういう制度資金使えるのです。当然使っているのですから、そういう場合あくまでも研

修を受けた近隣の農家の人、保証を頼みますと。もしそうだとしたら、だれも保証なんて

しませんよ、こういうこともうわかっているのですから、皆さん。ですから、その辺の打

開策があるかどうか、その点どうでしょうか。保証しなければしなくてもいいよと、その

意味ではちょっと私も迷いますけれども、そうでなければ研修しても金が出てきませんよ

ということに対応、もしそういう現状になった場合どのような指導をしていくのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 新規就農者が自己資金がなくて、就農資金なり生活資金を借りたいとい

うことに限って道で貸してくれるという制度でございますので、これは町でその就農資金

なり生活資金を支援するということにもなりませんし、保証人が要らないような制度にな

るということも今考えられませんので、本人と、それから近隣というか、サポートしてく

れる皆さんとの話し合いの中で生活資金なり就農資金の申請をしたということでございま

すので、どうするのかと言われても、制度上はどうもならないかというふうに判断をして

おります。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 新規就農者、研修を受けて、この方は恐らく農業経営に夢を持って、この方

九州から来ていましたから、課長知っているとおり。それで、自己資金を持って入ってく

るという人は町内にも何名もおりますから、その人方はそれでいいと思いますけれども、

私の言っているのは、地元で研修を受けて、そういう制度資金を借り入れするという決ま

りもあって、それを借り入れをしたと、しかしながらその方が離農してしまったものです

から、何回も言うようですけれども、保証人に支払い命令が来たと、そういうことですか

ら、今中身が変わっていない、そういうことだとすれば、国を挙げての新規就農をやれと

いう、そして今現在であれば２年間の生活保障はしますと、そういうことを今言っている

最中ですから、今後浦幌町の中にもそういう方が来ないとも限らないと思いますし、そう

なった場合必ずそこで研修終わった方が制度資金を使う場合、私の今言っている連帯保証

人をしてくれと、それでしなければ、その方はお金が出ないわけですから、町内にいる意

味もないと思いますし、最初言いましたように自己資金で入ってくる方は問題外ですから、

今後その点課長、こういう場合どうしたらいいかという一つの方策をきちっと決めてほし

いと思うのです。こういう方向があると、例えば連帯保証しなくても金が出る方法がある

とか、何か考えなければ、今そういう方が入ってきたとしても、地元の農家の方々は危な

くて研修なんてやらないですよ。その点ひとつ、打開策のようなものあるかどうか、それ

だけ最後にお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 非常に難しい問題でございまして、先ほど町長も新規就農者に対する支



 － 35 － 

援策ということで、研修制度を充実させていきたいという話でございますので、連帯保証

人がなくても借りられるような制度ということは今の中ではどこにもないというふうに認

識をしておりますし、ただ研修制度を借りなくても新規就農者が農家のところに研修に入

りまして、ある程度めどがついた時点で自分で独立してやりたいということにこういう生

活資金とか就農資金が必要になってくるのでないのかと思いますので、もしそういうめど

がない中での自立ということについてはなかなかできないということから、ある程度めど

をつけるような本人の努力も必要でないかというふうに思いますし、そこら辺の研修制度

等の充実も必要になってくるのでないかということでありますので、カンフル剤のように

即、支援金を一時金で出すとか、そういうものについては今のところないということでご

理解願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私は、67ページと68ページのふるさと十勝の通年雇用、この部分、それと先

ほど同僚議員が質問しておりました緊急雇用、この部分について、先ほどの私の高齢者の

労働についての質問にも関連をしてくるのですが、先ほど副町長の答弁の中にも、昨年の

緊急雇用も１回目はよかったのだけれども、２回目は余り来なかったと。要するに、そう

いうことは浦幌にとって緊急的な雇用を必要とする人がいなかったというような理屈にも

なってしまうのです、そういう人が募集をしてこなかったということは。だから、その辺

で、通年雇用もそうなのですが、雇用全体の考え方の中で先ほどもいろいろ考えていかな

ければならないというようなお話だったのですが、こういった部分、今の浦幌町の雇用の

状況というものがどういうふうになっているのか、本当に失業者もいなくて、そういう緊

急性を要する人がいないということなのか。もしくは、昨年もいろいろ環境美化とかそう

いうような形の中で使われたというお話でしたが、例えばそういうような仕事はできない

と、もっと違う仕事だったらできるとかというような、そういうところのミスマッチが起

きているのか、この辺について町として今の浦幌町の雇用の現状についての認識、考え方

についてまずお伺いをしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 昨年の緊急雇用創出事業の募集の関係でございますけれども、１回目に

は確かに失業者等が見えられて、相談された方も何人かおります。その相談された方が応

募されて、応募人数を満度に雇用したという状況でございます。ただ、２回目追加、この

事業が配分されまして、公募をかけたところによりますと、その時点では、失業者がいた

のかどうかわかりませんけれども、実際に来たのは１名ということでございました。最終

的には５名になったのですけれども、あと４名の方についてはこちらからのある程度の申

し合わせというか、探しまして、どうだろうかということで、最終的に５名というふうな

形になったわけでございますけれども、町内の昨年の失業関係等につきましては状況はは

っきりわからないのですけれども、大きな製造業者、会社がなかったために失業者がいな
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かったと、そういうことも考えられますし、会社で１社火災に遭いまして、それをこうむ

って失業された方もいますけれども、それ以外については失業された方がいなかったとい

う現状から、そういう状況でなかったかというふうに思っております。今後雇用関係につ

きましては、国の事業がなくなった場合は町としてどういう形で持っていけるかというこ

ともこれから検討していかなければならないかというふうに思っております。それに関し

ましては、商工会、それから建設業協会、町、関係団体とそういう連携を密にしていかな

ければならないかというふうに思っておりますので、そういうことが今後課題ということ

で、検討していきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今課長言われますように、１回目のとき不幸にして火事がありまして、その

方々、あそこで十数名の解雇というようなことがありましたので、その方々がそのときに

は本当に緊急雇用の部分では助かったのでしょうね。そういう意味もあっての緊急雇用の

部分でしたから、これは本当によかったなと思う。ただ、今言われたように、２回目のと

きには５人欲しいところでも実際には１人しか来なかった。残りの４人については、こち

らからどうですかと探して何とか満たしたというような、ここら辺の部分が、だからふる

さと十勝のこれもそうなのですが、今季節雇用の人を通年で雇用させたいと、要するにそ

ういうためにこういう協議会があって、そこに浦幌も加盟して、それでいろいろ対策を打

つといっても、浦幌で働く人、町民のそういう意識がない人、緊急性、そういうものを求

めていない人にそれを提供しても何の意味もないと思うのです。だから、後から探して５

人にしたという部分も、それはどういう意味なのか。２次募集があったことを知らなかっ

たことなのか、それであれば町の広報の仕方が悪かったのか。そこら辺の内容というもの、

また浦幌町の今の現在の失業状況だとか、そういった部分というものをまず把握をしない

と、把握をすることによってそれに対してどういう対策を打つかということが出てくると

思うのです。 

 だから、まずそういう部分の把握の部分、これちょっと難しいところもありますけれど

も、だけれども現状把握しないとそれに対する対策って出てこないと思うのです。ここら

辺をしっかりしないと、通年雇用といったって、それを求めている人がどのぐらいいるの

かというようなこともきちっとしないで協議会に入っていろんなことをするといっても、

浦幌町は求めている人がいないのであれば、する必要ないわけですから。だから、ここら

辺の部分は、私は実質は浦幌町は雇用がなくて、仕事がなくて、困っている人が多いとい

うような認識をずっと持っていたのですが、実はそうではないようなのです、浦幌町って。

ここら辺の認識を、現状というものを私も全部調べたわけではないのですが、しかしいろ

いろ企業に聞いても、募集しても出ない、コスミックホールでですか、企業で合同の説明

会やったときも企業のほうが多かったと。実際ブースを出したときにも、うちのところに

は一人も来なかったとか。いろいろやってはいるのだけれども、それに対して求める人が

町民がいないのではないかという、だからここら辺がどういうことになっているのかとい
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うことの現状把握をしないと、いろんなことはしても結局意味のないことになってしまっ

ているのでないかなという、そういう思いが私はあるのです。そういう意味からも、現状

把握というのでしょうか、今の浦幌がどうなのかという、この辺の部分をしっかりすると

いうことがまず大事になると思うのです。 

 それと、もう一つ、緊急雇用のこの部分は道から10分の10で来るわけですから、例えば

そういう人がいないときに当然そうならなければ、余った分お返しするような形になって

しまうと思うのです。こんなもったいない話もないわけで、であれば仕事の内容というも

のも今いろいろ維持的な環境美化の部分と言っていますが、それ以外にも、だから結局ど

ういう仕事できる、働く人方がどういう形になっているのかということを把握して、それ

に合う仕事をここに設定してあげないと、仕事を設定して、働く人といっても昨年もいな

かったわけだから、だからここら辺をどういうふうにというのでしょうか、まず働く人方

の状況を把握しないとそういったこともできないのではないかなというふうに思うので

す。ここら辺の考え方をお聞きをしたいと思うのです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この雇用問題につきましては、議員のおっしゃるとおり現状把握は必要

かなというふうに思っております。昨年の緊急雇用創出事業につきましては、あくまでも

正規に就職できるまでのつなぎの事業ということでございますので、その間までの手当て

をという、そういう趣旨でございますので、また町がやらせてあげる仕事については限り

がありますので、いろんな職種が対応できないという部分もございますので、昨年の事業

がなくなった場合の現状の把握については今後十分やっていかなければならないのかなと

いうふうに考えておりますので、その点よろしくお願いしたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今現状把握も必要だというご答弁でしたから、私も実際に質問しながら、こ

ういう形で現状把握したらいいというものを提示できないで言っているところもあります

ので、難しいとは思いますが、すべてができなくてもそういうような状況というものを把

握した上で手を打っていただきたいなというふうに思います。 

 それと、緊急雇用のこの部分で仕事にも制約があると、何でもかんでもという部分では

ないということなのですが、例えば女性のパートさんというような形で、例えば朝９時、

10時から晩、子供があれだからとか、何かそういうようなのだとか、いろいろ今言う用途

とはちょっと、就職するまでのつなぎという要素があるから、これも難しいところもある

と思うのですけれども、ただ奥さん方がそういうようなパート的な要素で仕事になれて、

それから正社員にいくというワンステップというような考え方、広くとらえてですよ。だ

から、そういうようにこの部分で道のいろんな制約があろうかと思うのですが、いろんな

部分の間口を広げるようなことというのはできないのかなと思うのですが、この辺はいか

がでしょうか。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 先ほども申し上げましたが、この事業を使うに当たりまして、各課に照

会をさせていただきまして、そういういろんな仕事があれば出してほしいということでや

ったわけなのですけれども、なかなか出てこないということでございました。今言ったよ

うな形で、それぞれの課で抱えている、そういう仕事があれば、それも別に条件としては

クリアできるかなという事業でございますので、今年度は去年と同じような内容で十勝支

庁のほうに申請を出しております。去年と同じにはなりますけれども、その中で流動的に

各課でこういう仕事をやってもらいたいなということがあると思います。そういうときに

は、そういうところに一部採用した人が行って仕事をするとか、そういうことは可能かな

というふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そういう運用の部分では、ある程度柔軟性を持ってやってもらえるというこ

とでございます。先ほどから聞いているのですが、昨年もそうなのでしょうが、各課に仕

事ないのですかと言ったら、余り出てこないのだというのです。ないのですかね、仕事、

皆さん方本当に。せっかく10分の10でこういう形でやっているのに、これせっかく道のほ

うで緊急雇用だと来ているものがそういう仕事がないからと戻すようなことというのは、

この辺がどうなのかなという気します。これだけの予算でいろんな部分で、保守管理だと

かいろんなことがあるわけだから、その部分でせっかく、一般財源使わない形の中でもで

きると思うのです。だから、やっぱりその部分の皆さん方の中身というのは私らもわかり

ませんけれども、まだまだあるのではないですかね、仕事って、きっと。ですから、もう

ちょっと、少なくともこれを有効に使えるように、間違ってもこれを人もいなかったし、

戻しましたなんていうようなことにならないように、これはやっぱり有効に使っていただ

きたいと思いますし、その意味でもさっき言われたようにいろんな部分で現状把握した上

で、いろんな状況に合った間口を広げたきめの細かい対応を私はぜひしていただきたいと

思うのですけれども、最後どうですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 緊急雇用の関係については、これについては内部で今もいろいろ話しして

いる最中です。近いうちに公募して募るということで、事務員の方１名と環境整備と３名

ということで、事務員の方については１名、もう既に採用したという形になっています。

環境整備という表現の中で公募したときに、これも６カ月間という限定つきなのです。６

カ月のうちにそういう仕事をしながら次の仕事を見つけてくださいというつなぎの制度と

いうことがありまして、そういう意味では１つには６カ月間というのがどうなのかという

問題は確かにあるのかなと。なおかつ、失業されているということでハローワークに登録
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しなければいけないということもあるので、そこら辺の手続上の問題とか、そういうのも

あって、実際にそういう意味では広い意味ではなかなか使い勝手がいいのかどうかという

問題あるのかなと。 

 ただ、先ほどから言われているようにせっかくのお金が来る制度ですから、有効に使う

ということについて、これは今後の状況を見ながらいろいろ考えなければいけないのかな

というふうに思っていますけれども、環境整備ということで特定していますけれども、も

っと幅広い意味で使えないか、その辺は十分いろいろ検討しながら、また話聞いている中

では追加の事業も来るというふうに聞いていまして、それについては介護職は、先ほどの

ミスマッチの問題がありますけれども、それらのほうで働きながら資格を取れる形で、そ

ういう形での緊急雇用の交付金というものが次に来るというふうに聞いていますので、そ

ういうものを総体的にいろいろ検討しながら有効に使っていきたいというふうに思ってい

ます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に６款３項２目水産業振興費までの説明を求めま

す。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ２項林業費、１目林業総務費、本年度予算額1,418万3,000円、この目に

つきましては一般林業事務に係る経費でございます。減の主なものにつきましては、人件

費でございます。１節報酬、８節報償費、13節委託料につきましては、説明資料24ページ

に記載のとおりでございます。19節負担金、補助及び交付金につきましては、各種団体の

負担金及び補助金でございます。 

 ２目林業振興費、本年度予算額3,649万1,000円、この目につきましては民有林の振興に

係る経費でございます。減の主なものにつきましては、美しい森林づくり基盤整備交付金

1,100万円でございます。増の主なものにつきましては、21世紀北の森づくり推進事業補助

金494万8,000円、除伐緊急対策事業補助金172万8,000円でございます。19節負担金、補助

及び交付金につきましては、説明資料24ページに記載のとおりでございます。 

 ３目林道維持費、本年度予算額130万円、この目につきましては町が管理している林道に

係る維持管理費に係る経費でございます。15節工事請負費につきましては、説明資料24ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ４目うらほろ森林公園管理運営費、本年度予算額3,514万5,000円、この目につきまして

はうらほろ森林公園の管理運営に係る経費でございます。増の主なものにつきましては、

工事請負費でみのり館管理棟ほか屋根、壁塗装、一部修繕でございます。13節委託料、15節

工事請負費につきましては、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 ５目林道上厚内線改良事業費、本年度予算額1,055万円、この目につきましては林道上厚

内線改良事業に係る経費でございます。全体計画延長1,226メーターのうち390メーター、
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幅員４メーターを本年度から新規事業で林道改良補助事業により平成23年度までの計画で

整備を行うものです。補助率は、国30％、道１％であります。本年度は、調査測量設計に

延長390メーター、150万円、本工事に200メーター、850万円を実施するものです。13節委

託料、15節工事請負費につきましては、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 ３項水産業費、１目水産業総務費、本年度予算額821万8,000円、この目につきましては

水産業事務に係る人件費でございます。ほかに特に説明する項目はございません。 

 ２目水産業振興費、本年度予算額2,346万3,000円、この目につきましては厚内漁港の維

持に係る経費及び水産業の振興に係る予算でございます。減の主なものにつきましては、

人件費です。増の主なものにつきましては、厚内漁港整備事業負担金440万円、漁港区域内

流木処理、排水整備に係る機械借り上げ料55万円です。13節委託料、19節負担金、補助及

び交付金につきましては、説明資料25ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

〇田村議長 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。 

 ６番、差間議員。 

〇差間議員 私は、毎回、毎年度、ヒトデ駆除、浦幌町は10万、豊頃町は10万、そして事

業費が20万でやってきていると。これについて、例えば道なり水産部、そして試験場、こ

ういうところがヒトデ駆除に対する何か聞いていることあるかどうか、もしあったらご説

明を願いたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 漁組との話の中でも、ヒトデが減っているという話は聞いていないとい

うことでございまして、ただこれを本格的にヒトデ駆除するということになれば、相当の

経費がかさむということでございまして、現在毎年のように網にかかった分の処理だけと

いうことでございまして、総体のヒトデの量については相当数いるのでないかというふう

な情報をもらっている内容でございます。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 広尾に試験場あるのです。私もそこに何度かお邪魔して、ヒトデに対する対

応の仕方、特に十勝は広尾、大樹、大津と、この３漁協の中で前向きにヒトデ駆除やって

いますかと。なかなか実態、今課長言われたようにつかめないのです。しかし、ヒトデと

いうのは、当時は私も漁師やっていましたから、35メーターまでしかいなかったのです。

今現在は、ふえて、ふえて、大体80メーター、それだけヒトデがふえているということな

のです。ですから、課長、この沿岸漁業のサケ定置以外、それ以外でカニとかツブとかタ

コとか、だんだんこの領域を侵すのでないかなという私は心配しているのです。ですから、

この10万、これ輸送費となっていますけれども、今出ている船は必ず船の前のほうにヒト

デをかごに１つくらい、投げないように持ってきていますし、これが10万という意味では

なく、今後沿岸漁業の振興を考えるのであれば、まず一番先にヒトデ駆除だと。これ大津、
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豊頃町、それと大樹、広尾と、いずれはこの駆除に対する立ち上げがあると思うのです。

そういうことで、どんどん、どんどんふえていっているということだけは課長、ひとつ頭

の隅に入れておいていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ヒトデの量につきましては、決して少なくなったというふうに私も聞い

ておりませんので、この太平洋岸、関係する水域の大津、大樹、広尾の漁組ともそういう

話が出た段階では、十分な対応をしていかなければならないなというふうに考えておりま

すのでよろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 76ページの林業振興費、19節負担金、補助及び交付金で、まず確認からさせ

ていただきたいと思いますが、説明資料に一部、21世紀北の森推進事業の補助率書いてあ

りますが、ちょっとこれ見ただけではわからないのです。どうやって足して、補助率何ぼ

になるのだろう。ちょっとわかるように、全部、21世紀の森づくりも、それから人工保育

林事業、除間伐対策、それから森林整備事業、これそれぞれどこでどれだけの補助率でど

こからお金出るのか。それから、１点、予算書には除伐緊急対策事業と書いてあるのです。

説明書には、除間伐緊急対策となっているのです。私の認識では、今年は間伐はやめて、

除伐だけの事業に切りかえたのかなということを聞いているのですが、そうではないのか。

それぞれ確認をまずします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 まず、21世紀北の森づくり推進事業補助でございますが、これにつきま

しては１ヘクタール当たり約47万円がかかる計算でございまして、それに経費、それから

消費税を掛けまして事業費が出ます。そのうち26％を道と町でそれぞれ負担をしていると

いうことでございまして、その負担分が道が16％、町が10％ということで計算をして出し

ている内容でございます。今年は、人工造林150ヘクタールということで、今言った150ヘ

クタールを掛けて、町の持ち分が2,473万7,000円という形になっております。それから、

人工林保育事業補助につきましては、ヘクタール当たり5,000円の単価で補助をするという

ことでございます。それから、除伐に関しましては、大変失礼しました、除間伐と書いて

ありますけれども、今年度につきましては除伐緊急対策事業補助金ということで、ご訂正

を願いたいというふうに思います。この除伐につきましては、１ヘクタール当たり１万

6,000円ということで補助をしていくということでございます。それから、森林整備地域活

動支援交付金、これにつきましては１ヘクタール当たり5,000円という補助の内容でござい

ます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 質問はこれからなのですが、昨年ありました美しい森林づくり基盤整備交付
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金、これなくしましたね。たしか私の認識では、これ50％の補助事業だったと思うのです。

それで、補正でもたくさん、790万ですか、補正減しまして、事業内容、21世紀の森づくり

推進事業とほぼ同じかと思うのですが、何かの理由でどっちかへ事業シフトしたのでしょ

うか、まずそれ伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 美しい森林づくり整備事業につきましては、昨年森林整備加速化・林業

再生事業が臨時交付金で、基金事業でございますけれども、これができまして、これにつ

きましてはほぼ100％近い補助内容ということから、町有林で見ていました美しい森づくり

についてはこれに振りかえをしたということで、昨年補正をしております。そういう中で

補助率、美しい森づくりは２分の１でございますので、この基金事業がある中ではこの森

林整備加速化・林業再生事業でやるという内容でございますので、ご理解願いたいと思い

ます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 次に、町でやっている間伐、昨年除間伐緊急対策事業、これについては業者

の方も仕事がたくさんできたということで大変評価をしているというふうに聞いておりま

す。継続してのせていますから、大変結構なことだなと思っているのですが、昨年植栽事

業において苗木が非常に不足したというふうに聞いております。私も森づくりの広報誌を

見て知ったのですが、かなりの量の苗木不足だということで、少し調べさせていただきま

した。そうしましたら、浦幌の事業でも20万本不足したというふうに聞きました。20万本

といいますと相当な面積ですよね。それで、20万本があるところでキャンセルになって、

届かないことがわかったので、いろいろ手配して、それでも事業予定より20町ぐらい少な

くしか植林ができなかったということを聞いております。この苗木の不足については、私

も広報誌で読んだのですから、浦幌だけではないのです。広い範囲で、北海道の中だろう

と思うのですが、これは私の想像ですよ、いろんなこういう事業できたおかげで植林がふ

えたということの中で不足したのかなと思うのですが、状況把握していますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 私も情報と申しますと新聞と報道での情報でございますけれども、昨年

マイマイガが非常に大量に発生したということで、その影響によりまして苗木がある程度

少なくなったというふうに聞いておりますし、今年新聞紙上によりますとかなり不足をし

ているということも承知はしております。ただ、そういう中でも何とか町が今考えており

ます量は確保できればなと思っておりますけれども、簡単に苗木が育つような作物ではあ

りませんので、これがそれぞれ全道的な不足ということでございますので、こっちの要望

どおり入らなかった場合については町の造林事業もある程度縮減をしていかなければなら

ないかというふうには思っております。 



 － 43 － 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど申し上げました数字については、事業を実施している森林組合でその

ような数字だということで、実施した実績で95ヘクタールしか売れなかったというふうな

報告を私は受けております。そういう中で、今課長お話ありましたように、４年苗という

のが通常なのでしょうけれども、緊急に手当てできるというようなものでないと思います。

そういう中でも、できるだけその辺の手配を早目にして、事業これで可決すれば決まるわ

けですから、その手だてを十分にして、せっかく国も道も、そして浦幌町もこういう雇用

対策やら山を守る、今の環境対策事業としては力を入れている事業の一つだと思いますか

ら、十分手だてをしていただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 苗木の要望につきましては、道に早くから新年度、22年度分の要望を出

しております。その中の取りまとめた結果がそういう不足になるのではないかということ

ではないかというふうに思っております。なるべく要望どおり来ることを期待をしてやっ

ていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 林業関係に入りましたので、何点かお聞きをしたいと思います。全般にわた

って、まず。実は、昨日の新聞報道に浦幌の話題が載ってございました。木のぬくもり次

代に伝えるというふうな、これはたまたま勝毎さんの記事でございますけれども、毎回週

に何回も浦幌町の話題が頻繁に載っているという形で、町民からも非常に浦幌に在住され

た勝毎の記者さんが大いに取り上げてくれて、非常に有効に対応させてもらっているとい

うような形で住民からいい意味でお話を聞くわけでございます。そういう中で、たまたま

道東ラーチという企業、道東は十勝の関係をいうわけでございますけれども、ラーチとい

うのは日本語に直せばカラマツという、そういう言葉に当てはまるという中身がこの記事

にも書いてあるようでございますけれども、そういう中で、今年いよいよラーチの関係、

そしてまた留真温泉と入ったわけでございます。そういう中で、かつては浦幌町も10の木

工場があった状況を把握しているわけでございますけれども、今は木下林業さん、エムケ

イさん、そして道東ラーチという、製品関係つくる中ではそういった関係の３件しかない

という状況にございます。そういう中で何とか地場産業を大きく、林業界の中でも対応し

ていただけるような対応、これを常に思っているわけでもございます。そんな関係で、浦

中の問題、これは木下林業さんの木工場の出る、そういったもの、あるいはエムケイのカ

ラマツ材もひいてございます。さらに、また道東ラーチのいろんな小物関係もございます。

そういったものに大いに対応いただけるような状況の考えあるかどうか、全般にわたって

林業の中でまずお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇前田産業課長 一昨年来木材業界が非常に不況だということは、ご存じだと思います。

この浦幌町にとっても決して例外ではないというふうには承知をしているところでありま

す。昨年もいろんな国の事業等によりましてこの木材の需要にも貢献をさせていただいて

いるということも確かでございます。今後町のカラマツ等も含めまして、木材の需要につ

きましては、ペレットにしてもそうですし、チップにしてもそうですし、それから各こん

包材についても木下林業さんでも出しているということでございます。また、昨年におき

ましては道の駅の建設にもカラマツ材を使っております。また、110周年の記念の遊歩道の

さくについても道東ラーチの牧さくを使っておりますし、あと物置等の製作にも本町のカ

ラマツを使っているということで、いろんな意味でカラマツの需要の促進をやっておりま

すので、今後についてもそういうことを重点的にやれる範囲でやっていきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 今課長のお話聞きますと、十分にそのように対応されているという状況がよ

くわかりました。そういう中で、皆さんもご存じのように町内74％が山林だという中で、

そしてまた道有林が２万3,276ヘクタールですか、そして我が町の町有林が3,205ヘクター

ルという中で、町内所狭しと点在をしているわけでございます。さらにまた、隣町の豊頃

町の湧洞地区にも非常に大きな我が町有林があるわけでございます。そんな関係含めて、

常に、道有林管理センターが隣にあるわけでございますけれども、そこと連携を図りなが

ら、いろいろな道の対策の中でのそういう施策関係の費用を大いに使わせてもらう。これ

は、例えばこの間もちょっとお話ししましたけれども、留真温泉も建てられます。そうい

う中での環境という中では、留真温泉を建てる位置の隣がすぐ道有林の山林でございます。

そういった関係含めて、企画立案を立てる上においては道有林のアドバイスもいただくと

いう方法をぜひ実現をもらいたいと、このように思っているわけでございます。それとあ

わせて、先ほど言いましたようにこれから建設される状況の中で、町の材料を豊富に使っ

ていく、そしてまたいろんなカラマツ関係も十分使っていくような状況の中で、何とか地

元地場産品に対応している企業を大いに、また雇用対策面でもそういったものにかかわっ

ていけるような状況が特に必要かなと思います。さらに、エムケイさんについては、いよ

いよきのうでしたか、操業を始めたという中でのお話も聞いてございます。釧路産炭地の

費用を十分対応していただきながら、そこに浦幌町の特産物でございます製材関係を大い

に活用してもらうと、それが浦幌町から道内あるいは道外というふうに出ていく、そうい

ったＰＲの関係も含めて、できればいろんな浦幌の林業関係あるいは工業、農業、あるい

は商業関係も含めて、いつも町長が言っています私の役場の関係は本当にみんな浦幌町の

ためのセールスマンだという気持ちということを私は過去にも聞いてございますけれど

も、現在もそうだと思っております。その辺も含めて、町長のほうから役場職員も同じよ

うにうちの産業ベースの対応のセールスマンだよという中身をいまだに思っていらっしゃ

ると思うけれども、その辺の確認をしたいと思いますので、答弁を願いたいと思います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 髙橋議員言われるように、浦幌町は本当に１次産業から第３次産業まで各種

企業がございまして、それぞれの企業が町にとりましての基盤といいますか、町を支えて

いただいている企業だというふうに認識はしているところであります。特に林業では、74％

を保有する。町の面積の４分の３を占める割合で持っているわけでありますから、林業に

ついても本当に基幹産業の一つとして大切だというふうに思いますし、その木材を生かし

た工場が今３つあるというふうに言われましたけれども、そういうものも含めて、工場だ

けではなく、森林に携わる多くの皆さんがいらっしゃるわけでありまして、そういうとこ

ろについて私どもとして大切にしていかなければならないというふうに思っているところ

であります。また、環境にいいというのは森林を涵養するということが大切でありますの

で、それについて当然町としてもできるだけの助成を行っていく必要があるだろうという

ふうに思っています。また、そういうものについて、例えば道の駅にもいろんなものが置

いてありますけれども、そういうものを使いながら町の産業の発展につなげていきたいと

いうふうに思っている気概は髙橋議員と私は共有しているのであろうというふうに思って

います。 

 先日森づくりセンターの関係市町村の連絡協議会もありました。その中で、道東と、そ

して浦幌、また十勝関係の市町村が集まったわけでありますけれども、そういう中でそれ

ぞれが道有林をいかに生かしながらそれぞれのまちのまちづくりをしていくかというふう

な連絡協議会も持たれました。そういうところを通じながら、今後とも森林の涵養には十

分努めてまいるように考えていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 私は、76ページ、負担金、補助及び交付金の中で鳥獣被害防止対策協議会の補

助金ということで80万計上されています。この協議会は、何団体か集まって協議会をつく

っていることだと思います。ほかの団体の助成金というのは、どれぐらい入っているのか。

また、この事業による計画と申しますか、事業内容をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 鳥獣被害防止対策協議会の関係でございますけれども、この構成メンバ

ーといたしましては、浦幌町、それから農業協同組合、十勝農業改良普及センター、それ

から十勝農業共済組合、それから十勝森づくりセンター、十勝地区水産技術普及指導所、

それから猟友会の池田支部の浦幌部会と上浦幌部会、それから町民課ということで、この

メンバーで協議会をしております。交付金につきましては、町が80万、昨年は80万6,000円

でございますけれども、今年度80万、農協につきましては30万という内容で去年は予算を

執行しております。去年の事業の内容につきましては、ヒグマ捕獲器２基、それからキツ
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ネ捕獲機材40基、カラス捕獲機材２基等をやっておりまして、また新規狩猟免許取得者に

対して助成をしております。さらに、新規わな免許取得に対しても助成をしております。

さらに、わな免許の更新についても助成ということの事業を行っております。この事業に

つきましては、平成20年に鳥獣被害防止特別措置法が制定されまして、これによる22年度

までの助成制度がありまして、昨年21年度につきましては先ほど申し上げました箱わな等

の機材を整備をしている内容でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 キツネのわな、またカラスのわなと申しますか、その辺につきましては今後ど

のように使われていくのか、お尋ねをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ヒグマの捕獲につきましては、従来と同じように上浦幌、それから浦幌

猟友会にそれぞれ管理をしていただくという形になっております。新しくキツネの捕獲機

材につきましては、各猟友会にお願いをしながら、キツネが出没するような必要なところ

にそれぞれ設置をしていただき、その捕獲をして、それに対する奨励金を出すという形を

とっていきたいなと思っています。これにつきましては、それぞれまずは猟友会と新年度

に入りまして十分な打ち合わせをして行ってまいりたいというふうに思っております。カ

ラスにつきましても、同様に猟友会と協議をいたしまして、どこに設置をしたらいいかと

いうことも十分協議をしながらやっていきたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 内容的にわかりました。カラスの関係ですけれども、昨年から非常にふえて、

動物にも被害を与えているということで、非常に数がふえている状況だと思われます。そ

んな関係では、現在２個ということで、カラスのことですから、非常に賢い鳥だというふ

うに聞いておりますけれども、１個、２個では少し足りないというような感じもしますけ

れども、その辺のことにつきましてはどう考えているのか、また昨年ですけれども、下地

区にかけて、ヒシクイというのですか、保護鳥の鳥なのですけれども、私も畑行きました

ら、畑一面にこれいるのです。そんな関係で、まだ今年は雪がかぶっていますから、小麦

だとか牧草も出ていないような状況だと思いますけれども、また今年もそのようなことが

あり得るのかなというふうに思いますけれども、行政としましては、これ保護鳥ですから、

駆除というのは無理だと思います。この辺の被害については、行政としてどのように考え

ているのかお尋ねをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 まず、カラスの関係でございますけれども、カラス２基ということで、
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確かに全部満足するかということに関しましては当然無理でないかというふうに思ってお

りますし、カラスの捕獲機材導入につきましては浦幌町も何年か前に１度カラスの捕獲を

やっておりまして、それ以来やっていないということで、何年かぶりの機材ということで

ございます。非常に学習能力が高いカラスでございますので、一定の場所に置いて、そこ

に入ってくれるかということはなかなか難しいかなということもありまして、そこら辺を

どこに設置するかということと、それからもし捕獲器の中に入った後の処理をどうするか

ということも問題になっておりますので、そこら辺は今後十分猟友会と情報を得まして、

設置、それからあとの処理等も含めてやっていきたいというふうに思っております。ただ、

捕獲した後、全道的に、浦幌町だけ減るということにはなりませんので、浦幌が減ればど

こかの地区から飛んできて、浦幌はまたもとの量になるということも考えられますし、非

常に難しいなと思いますけれども、いずれにしても何らかのきっかけになればということ

で今年度導入しておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

 あと、ヒシクイの被害の関係でございますけれども、これにつきましては掌握は現在は

しておりませんし、ヒシクイが被害を出しているのかカラスが出しているのか、いろんな

飛んでくる鳥がいますので、そこら辺についてもちょっと掌握はしておりません。今後そ

ういう被害等があれば、情報収集して、どういうふうなことができるかも含めてこの協議

会の中で協議をできればなというふうに思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 ４番、森議員。 

〇森議員 ヒシクイに関しては、私これ渡り鳥の一種だなというふうに理解しているわけ

でございますけれども、私も地元からひどいですよということは聞いておりますし、去年

も現に見てきております。農業関係者も、今後雪が解けて、また小麦、牧草の芽、一番大

事なときなのです。そんな関係で、来てから対応するというのは私ちょっと遅いような感

じもするのですけれども、このことの被害については全然本当に聞いていないのでしょう

か。 

 それと、もう一点、非常に今シカの関係でふえつつあります。特に下地区のほうなので

すけれども、ハンターが行っても、シカがえさを食べているのですけれども、畑の中に入

っているのですけれども、状況から見てハンターが行っても駆除できないというような地

域がございます。ということは、非常に平らなところでございまして、今ライフル銃を使

うと思うのですけれども、まともに弾が走りますと４キロから５キロ走りますので、周り

に障害物というのですか、駆除する獲物があって、その後ろに土手だとか山がないと撃て

ないのです。そういう関係では、ハンターが行っても駆除できないということで悩んでい

るところもございます。この辺のことも何か、例えば電牧を回すにしてもそれなりの助成

だとか、何か今後行政でも考えていけないものなのか、その辺のことも伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ヒシクイの被害でございますけれども、ヒシクイが影響して農作物の被
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害額がどれぐらいだとか、そういうことについては掌握をしておりませんし、調査もして

おりませんのが現実であります。決していないというわけではないと思いますので、これ

らについても、先ほど申しましたけれども、情報収集して、今後どういうような被害額が

あるのかということも状況把握をしていきたいなというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 また、シカの被害につきましては、全道的にシカがふえているということも報道されて

おりまして、２倍ぐらいにはなっているのでないかということも書かれておりました。今

年度においても調査費でしたか、計上するということも何か書かれておりましたけれども、

浦幌町内のシカさくのない地域につきましては、ご存じのとおり鉄砲で撃てないという地

域がありますので、そこら辺のところを何か対策ができないかということで、昨年農協の

ほうとも相談をいたしまして、今年度どういうことができるか調査研究をして、23年度に

向けて取りまとめをしてみたいという話になっております。どういう対策があるかという

と、先ほど申し上げられましたけれども、電牧とか、それから花火、音が出るものとか、

それから反射板とか、いろいろあるのですけれども、それが持続して効果があるかという

ことも定かでないということから、どういう対策ができるのか、電牧に対しても購入に対

してある程度一部助成するとか、いろんなことも考えられますので、そういうことも含め

て今年１年調査研究をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ページ数でいいますと林業振興というところにかかわるのかなと思いますけ

れども、金銭的なものではなくて、今までいろいろお答えをいただいてというか、質疑さ

せていただいているのですけれども、私有林の関係なのですけれども、雑木にしましても

カラマツにしましても、切りっ放しのような状況があるように感じられます。そういうこ

とに関しまして、伐採とかなんとかする場合においては恐らく何らかの申請義務が僕はあ

るのでないかなと私なりに考えるのですが、その中でその際にどのような指導をなされて

いるのか、指導されていないのか、個人のものだから勝手にすればいいということなのか、

その辺ちょっとお聞きしたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 私有林、町有林も含めてそうですけれども、施業計画がございまして、

これに基づきまして伐採届をしてもらうわけでございますけれども、伐採届を出してもら

って、町が了とした場合は伐採をできるということでございまして、この届けを出しても

らった時点で森林組合に実際にその場所と、それからどういう木があるかということを調

査していただいて、その調査の結果町に伐採届と同じであるということになった場合に伐

採許可を出しているということでございます。伐採後の処理でございますけれども、伐採

後すぐ植林をする方法と、それから天然更新ということの両方の選択があると思いますけ
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れども、造林を考えていらっしゃる方については即造林という計画で乗ってくるのでござ

いますけれども、天然更新で十分だという方についてはそういう方法で申請を出されます。

それについても、町が適当だということで認めれば、両方選択をできるということの指導

をしております。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に７款１項３目工業対策費までの説明を求めま

す。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 ７款１項商工費、１目商工振興費、本年度予算額9,630万5,000円、この

目につきましては商工業の振興、育成とコスミックホールの運営の補助に係る経費でござ

います。減の主なものにつきましては、コスミックホール運営補助金175万3,000円でござ

います。増の主なものにつきましては、人件費、商工振興育成補助金、太陽光発電システ

ム設置補助金100万円、ペレットストーブ購入費補助金75万円でございます。19節の負担金、

補助及び交付金、21節貸付金につきましては、説明資料25ページに記載のとおりでござい

ます。 

 ２目観光費、本年度予算額１億1,966万4,000円、この目につきましては観光の振興のた

めの諸経費及び観光施設の維持管理並びに観光連盟、団体への補助金に係る経費でござい

ます。減の主なものにつきましては、観光協会補助金50万円です。増の主なものにつきま

しては、指定管理委託料486万8,000円、工事請負費１億680万円です。13節委託料、15節工

事請負費につきましては、説明資料25、26ページに記載のとおりでございます。なお、留

真温泉オープンを23年３月中旬に予定をしております。それに関する条例の改正、また指

定管理委託料、温泉本体に係る備品等の補正を６月定例会に提案したく考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 ３目工業対策費、本年度予算額481万7,000円、この目につきましては企業対策並びに企

業創設に係る経費でございます。増の主なものにつきましては、企業誘致及び対策に伴う

旅費、また企業イベント等へ宣伝するための特産品代としての食糧費でございます。23節

償還金、利子及び割引料につきましては、説明資料26ページに記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 79ページ、19節の負担金、補助及び交付金の中にあります木質ペレットスト

ーブ購入費補助金、このことについて伺います。この中にあってストーブ５基分として

75万、これはあくまでもペレットストーブに限られているのかどうか、まずその点から伺

います。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇前田産業課長 これにつきましては、ペレットストーブに限りということで予算を計上

しております。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 このことにつきまして、ペレットストーブにこだわるのがちょっとわからな

いという部分の中にあっては、執行方針の中にもお話しされていましたけれども、地球環

境、このことを十分に踏まえた中でというお話も何度かなされております。そして、その

中にあっては、極めて効率のいいまきストーブ、そういったものもあるわけですけれども、

単にペレットストーブという観点でございますと、さきに一事業者に補助を出した、それ

につながる。それもいいことなのでしょうけれども、何か町民に対して説明の中にあって

販売促進の手助けのためのペレットストーブなのかな。私は単純な考えかもしれませんけ

れども、本当にＣＯ２を削減する。先ほど同僚議員の話もありましたように、極めて自然

に恵まれたこの浦幌町、そしてまたまきなども豊富にあるわけですから、まきストーブ、

これらについても考える余地というものがないのかどうか、再度伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 今回のペレットストーブの助成につきましては、新エネルギー対策とい

う一環の中で補助をするものでございまして、従来からあるまきストーブにつきましては

新エネルギーの中の分類によりますと新エネルギーにならないということからいたしまし

て、今回は新エネルギー対策といたしましてペレットストーブの導入をするものに対して

補助をするということで計上しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま説明の中で、あくまでも新エネルギーということの中で説明をいた

だいたわけですけれども、省エネに対する考えは全くないということでよろしいのか、ち

ょっと伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 省エネに対する考えは全くないというわけではなくて、先般町内の省エ

ネ、新エネルギー対策連絡会議の設置の中でも将来的な省エネ、新エネをどうするかとい

うことの協議をしておりまして、省エネに対しても今後十分検討するということから、そ

れは対策を今後講じていかなければならないというふうには思っておりますけれども、今

回におきましてはペレットストーブをきっかけとして省エネ、新エネの一環として予算を

計上し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いうふうに思います。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいまの説明を踏まえて、改めて町長にお伺いしますけれども、このペレ

ットストーブ、極めて高額なものなわけでございます。到底、ちょっと言葉は悪いですけ
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れども、低所得者にとってはちょっと手の届かないものなのかなと。そういったことを考

えますときに、今後の町長の考えの中に低所得者でも使えるまき、そういったものに対し

ましても手厚い保護といいますか、そういったものの考えの一端があればお考えを聞かせ

ていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 今回の補助制度につきましては、先ほど課長が答弁いたしましたように、

環境対策にかかわってのＣＯ２削減として新エネルギー導入を導くための一つの制度とし

て導入していくということでありまして、低所得者対策という部分については全く別次元

の話でありまして、この補助事業についてはあくまでも新エネルギーの導入ということで

進めるという内容でございます。本町にあっては、平成16年に新エネルギービジョンとい

うビジョンを策定いたしまして、その中で当面目標を平成22年までの目標として重点プロ

ジェクトというものを掲げておりまして、その中にこういった木質バイオマス、ペレット

の導入というものも入ってきていますので、そういった一つ一つの新エネルギーを導入す

ることによってＣＯ２の削減目標がありますので、それに沿って今やっていくということ

でありますので、そういう内容でございますので、ご理解いただきたいというふうに思い

ます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私もただいまの同じ太陽光、また木質ペレット、この部分についてと、まず

先にこれについてお伺いをいたします。まず、根本的に今の考え、これはあくまでも新エ

ネルギー対策としての購入と、そういう考えでもって今回この予算づけがされたというこ

とでございますが、まず20万円、また15万円のこの補助、この部分についてなのですが、

補助の基準枠というのでしょうか、例えばペレットストーブであればあくまでも本体だけ

なのか、それに対して設置するには煙突だとかいろんな部分の工事が伴ってくると思うの

ですが、そういったことも全部含まさるものなのかどうなのか、この太陽光についてもあ

くまでもそのもの自体なのか、工事とかいろんな部分も含めてなのか、この辺と、20万、

15万については例えば上限が50％ということなく、20万のもの買って、20万だったらそれ

はもうちょっきり20万というような、こういう考えでいいのか、この辺の内容の部分細か

く説明をいただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 まず、太陽光発電の関係の20万円でございますけれども、これにつきま

しては一般的に１キロワット当たり約70万程度、全体の事業費かかるということでござい

まして、それに対する町の補助といたしまして７万円で限度額を20万円ということの内容

でございまして、先ほど申しました70万円というのが太陽光パネルを設置するシステムが

ありまして、それを含めた内容が１キロワット当たり70万円ぐらいとされておりますので、
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それに対する補助ということで見ております。また、ペレットストーブの15万円につきま

しては、いろんなストーブの種類がございまして、国産品から、それから外国製からいろ

んなものがありまして、金額を特定できないということから、どんな高いストーブを導入

しても15万円、30万円でも15万円、15万円でも15万円と、上限を15万円ということで予算

を計上している内容でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかりました。太陽光につきましては、よその他町村もこういうような形で、

キロワット数によってこういう形をとっているということだと思いますので、これについ

てはわかりました。それで、続いて木質ペレットのほうについてですが、当然今言うよう

にあくまでも上限15万円で、私先ほど質問の中でちょっと答弁漏れているのですが、それ

に付随する工事費、この辺がどうなのかということはもう一回いただきますし、それと今

どうであれ上限15万だと、15万でも15万。10万なら15万は当然もらえないのでしょうけれ

ども、そこら辺の部分。それと、私これについて、先ほど副町長もペレットストーブ、新

エネルギービジョンにのっとって普及していくのだというような形ですよね。それで、普

及していく部分について、他町村でもペレットストーブの助成というのはいろんなところ

でやられていますよね、ただ、先ほど同僚議員も言っていましたけれども、浦幌町は産炭

の新産業でペレット工場が今できるのですよ。議員もみんな賛成して、新産業で七千何百

万も一企業にお金が行っているわけですよ。それで、ここに今ペレット工場ができる。こ

れは、私の考えではこの工場にしっかりやってもらわないと、私たち議決した者として町

民にも顔向けできないなと思うのです。 

 その中で、多分町としてもそういう考えもありながらこのペレットストーブの助成とい

うものも考えていると思うのですが、例えば私の思うには、ペレットストーブではなくて

ペレット自体に助成できないのかと。ペレットストーブとペレットと同じことですから、

本体を買って、でもペレットにすればランニングコストが下がるわけですよね。ランニン

グコストの部分、町が例えばこの金額75万を助成していけば、ストーブ買っても、ストー

ブはどこかメーカーに行ってしまうのですよ、お金、ストーブのお金で75万円は。でも、

ペレットに助成すれば、それは地元の工場に落ちるわけです。地元に落ちるわけですよね。

そのペレットが売れないと、課長も今回この新産業やる上でも森林のいろんな部分でこれ

は山にもいいのだというような説明されていましたけれども、物が売れないと当然この七

千何百万のこの金が生きてこないわけですから、であるならばペレットストーブではなく

てペレットにするというような、そういうもうちょっと広い視野というものも私はあって

いいのではないかなというふうに思うのですが、それが地元に金を落とす最良の方法では

ないかなというふうに、私はそういうふうに考えるのですが、その点ちょっと答弁漏れて

いた部分とあわせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇前田産業課長 ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。先ほどペレットストー

ブ15万円の補助内容を説明をいたしましたが、上限15万円、これは変わりないのでござい

ますけれども、購入額に対して２分の１以内で15万円ということで訂正を願いたいという

ふうに思います。大変申しわけございませんでした。 

 あと、ペレットそのものに助成ができないかということでございますけれども、このペ

レットに対する助成ということになりますと、あらゆる燃料に対して助成しなければなら

ないのかなということも懸念されますので、燃料費に対する助成ということについては現

段階では考えていないということでご理解願いたいと思います。新産業のペレットを普及

促進をさせるのかということでございますけれども、今後このストーブの補助をきっかけ

にいろんな民間のほうで使っていただければ一つの普及促進にもなろうかなということも

考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 要するに、ペレットストーブというのでしょうか、こういう支援。エネルギ

ーのこういうものを普及させていかなければならないということだと思うのです。これが

まず大前提だと思うのです。その中で、例えばペレットストーブにつきましては、多分課

長もご承知だと思いますが、環境省のほうでこのペレットストーブ、この部分について20万

円の補助あるのです。だけれども、町とは一緒にできないのですよ。環境省から20万もら

って、町から15万もらって35万と、こういう使い方はできないのです。環境省からもらう

か、町からもらうか、どっちかなのです。であれば、このストーブについては環境省のせ

っかく国の制度があるわけですから、そういうものに乗っかって補助を20万いただいて、

燃料については、それはまた独自で町が、工場も今つくるわけですから、そのほうがよっ

ぽどどんどん、どんどんと普及していくではないですか。 

 だから、そういう国のいろんな制度というものも理解した上で、普及をさせるという目

的があるのであれば、それは柔軟に対応するべきだと思うのです。そのほうが町にも金が

落ちるではないですか。これ一企業にという問題ではなくて、そのやり方的なものは、ど

このいろんな企業が取り扱うとかといろんな問題出てくるのでしょうけれども、浦幌にど

うやって金を落とすのかと、一番有利な方法は何なのだということを、そういう観点から

も私は75万の金額をふやせというわけではなくて、この75万円をもっと有効に、この浦幌

町にとって有効に使う方法はあるのではないでしょうかと、そういう環境省の補助とか使

いながらでも。ただ、これ10件とかという制約も、課長ご存じでしょうから、そういう細

かいことは私言いませんが、いろんな制約はありますが、でもそういう補助があるわけで

すから、そういうものを使わないという手ないではないですか、そっちに20万あるのです

から。だから、その辺は、この予算額ではなく、その使い方についていま一度今後の新エ

ネルギーのことを考えた上でも検討する余地十分あると思うのですが、この辺はいかがで

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇前田産業課長 まずは、ストーブを普及させて燃料を使ってもらうのか、燃料を買って

もらってストーブを買うのかという話になるかなと思っております。私といたしましては、

先にストーブを買っていただいて、その後燃料の支援ができるということになれば、それ

また選択の道かなというふうに思っておりますので、まずはストーブの普及をさせていき

たいということをご理解願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 課長、卵が先か鶏が先かでないですけれども、ストーブと燃料ってどっちが

先、どっちが後でなくて、ストーブと燃料って一緒ではないですか。今年ストーブ買って、

来年燃料買いましょうという話ないではないですか。ストーブ買えば、当然燃料ついてく

るのですよ。逆に言ったら、利用者というのはこの辺は利口ですよ。考えますから、ラン

ニングコストずっと考えるわけですから、ストーブがあっても浦幌町のペレット使うと例

えば燃料費が半分に、75万円までなるとかいうような形をとれば、ランニングコスト考え

たら、ではストーブ購入しようかとなるではないですか。だから、それはどっちが先、ど

っちが後ではなくて、それとそれはセットではないですか。だから、そういう観点からい

って、浦幌町の今のこの現状、これでまたペレット工場がないのならいいのですよ。せっ

かく新産業の産炭の金7,000万以上もかけてペレット工場を今つくったわけですから、これ

今中学校にやって、１つ教育のために置きますけれども、そのためにつくったわけではな

いのですよ。そういういろんな部分でこの7,000万を生かすためにも、私はこの浦幌町にペ

レットストーブというものを普及させていくということは大変大事なことだと思うので

す。だから、私はこういう方向は結構だと思っているのです。こういう補助を出して、せ

っかくできた工場を有効利用するためにはペレットのストーブをやるという、この方向は

いいのですが、ストーブ代はよそへ行ってしまうのですよ、ペレット代は地元に落ちるの

ですよ。だから、ここら辺、町長どうですか、こういう考えのほうが地元にとってよりメ

リットがあるというふうに私は判断するのです。だから、金額を変えろということではな

く、この金額の中であればさっき言ったようにストーブとペレット一緒なのですから、ど

ちらにつけても私は同じだと思うのです、やり方はありますけれども。どうですか、町長。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 ペレットストーブ、新エネルギーの普及ということでありますけれども、私

ども考えるのはペレットストーブに対するストーブの助成、これについてはまさに今産炭

の企業で新産業で新しいペレット工場ができました。この新産業を適用するに当たりまし

て、この企業が十分な経営していけるのかどうか、それの経営内容も提出していただきな

がら、そしてその売り先も当然確保できているということを十分確認をしながら、この新

産業の企業経営を確認をさせていただいたということであります。そういう意味では、こ

のペレット工場については十分経営していただくことができるのだろうというふうに思い
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ますし、そのように期待しているところであります。私ども今このペレットストーブに補

助、助成をするということについては、ペレット工場の売り先以外に本町の新しい家庭用

のストーブとして導入していくという方向づけをしたいということでありまして、このス

トーブが入れば当然その燃料としてのペレットも必要になるわけでありますから、そこで

ペレットがさらに今までの仕向け先とはまた別に家庭用のものを使っていくことができる

のではないかというふうに思っています。これ燃料だけあってもストーブなければ、それ

こそ燃えないわけでありますから、当然先にまずストーブを入れて、新たな需要先を確保

していくということに使っていきたいというふうに考えてこの助成制度をつくったわけで

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 町長今言われるように、新たな需要先をこの浦幌町内に起こすというために

このペレットストーブをされたということは、これは先ほど課長も答弁いただいたとおり

なのです。そのとおりなのです。その方法を、需要を起こす方法をストーブではなくてペ

レットというような形で、ストーブを買ったからペレットがふえるというのと同じだと思

うのですよ、それは。燃料がないとストーブ暖かくなりませんから、だからそれはさっき

言ったようにどっちがどっちだということでなく、これは一緒の一つのものですから、そ

れで先ほど私が言ったように環境省でもそういうような取り組みがされているということ

であるならば、やはりそれを普及させるという目標があるのであれば、その目標に早く近

づくためにはペレットに向けたほうがもっと目標達成できるのではないですかということ

を私は申し上げているのです。だから、もっとそういう意味で柔軟に、私はストーブで欲

しいという人もいるかもしれないし、私はペレットで欲しいという人もいるかもしれない

し、だからその辺をもっと枠を広げる余地が、このほうが私は浦幌町にとってもよほどい

いというふうに思うのですけれども、その辺は柔軟な対応が私は必要だというふうに思う

のですけれども、いかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 卵が先か鶏が先かという話ではなくて、私どもはこのペレットストーブを設

置するには、大変今のところ高額な機材だということなのです。まきストーブや何かとは

違って、どうしてもお金がかかるということでありますから、そのお金、高額な機材に対

して補助をして、そして入れやすい、購入しやすい、そのための補助をつくろうという感

覚でつくりました。燃料なければ燃えない、ストーブがなければ燃えないということでは

なくて、あくまでも高額な機材を一般の家庭の方に新エネルギーとして使っていただく、

その一つの起爆剤としてこの補助事業を使っていこうということで考えて購入いたしまし

た。環境省のものがあるというお話でありますけれども、これにはやっぱり制約がありま

して、一般町民がすぐそれを使ってできるかどうかということについては、やっぱりその

基準を満たさなければならないという部分がありますから、町の購入については一切基準
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がない。入れようとすればこれを使えるということでありますので、ぜひ使いやすいこう

いう補助事業、補助を使って新エネルギー、そしてペレット、ＣＯ２削減、今新政権は25％

削減と言っているわけでありますから、ＣＯ２の削減にも寄与する新しい新エネルギーを

使って、そして特にバイオマス関係、先ほど林業の話もありましたけれども、浦幌の山地

残材を使う、そういうものに使用してもらいたいなというふうに思っていますので、ぜひ

ご理解をいただきたいと思いますし、今のところペレットそのものに対して補助をしよう

という考えはございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 そういう考えがないと言われてしまいますと、それ以上何とも、これは町長

の判断ですから、何ともと思うのですけれども、ただ町長が今も言われているように、こ

ういうものを、政府もＣＯ２25％とかというような形で、国と一緒になってこういう方向

へ進むのだということには何ら反するものでもないし、先ほど言った環境省のそういった

ものも、確かに町長言われるようにいろんな制約あるのです。10件まとまって申請しなけ

ればならないとか、いろんな制約はあるのですけれども、ただそういう制度があることも

事実ですから、だから全員が全員使えなくても、使える人もいると思うのです。そのとき

には、そっちに使ってしまうと町は使えないしという話になるので、今これ取っかかりで

すから、これがまたいろんなところに普及してきて、ああ、これはいいものだなというこ

とになってくればいろいろふえていく要素があると思うのですが、まず今これを普及させ

るというような、今こういう状況の中においては、より一層普及をさせる方法として環境

省のそういうものもある。高額だから、今ストーブでやるといっても、結局ランニングコ

ストで下がれば、ストーブだって、こんなもの１年、２年のものではないわけですから、

ずっとやってランニングコストを考えたら、今これ30万、40万かけて買っても、ああ、こ

れはいけるとなったら、それはやっぱり使うということになると思うのです。だから、そ

ういう広い視野でもってやれば、町長、やらないと言わないで、何とか。ペレットストー

ブで使う人もいてもいいし、ストーブの人もいてもいいし、ペレットの人もいいし、その

人、その人に合った、せっかく新しい燃料の形ですから、制約を設けないで、使う人方が

一番いい方法をとれるような、そういう選択肢をふやすような、私はそういう考えを、町

長、そうは言わずにぜひ、いま一度検討すると言ってもらえませんかね、町長、どうでし

ょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 言葉足らずといいますか、要は今中尾議員言われるようにまさにランニング

コストだと思うのです。機材を入れるということは設備投資をするということです、家庭

でいえば。設備投資をして、そしてなおかつその中で、設備投資をしたら安い、ランニン

グコストがいいペレットを入れていくという考え方だと思います。それが先に高額な機材

に対する助成をして、そして設備をして、そしてそこに今後設備をしたらランニングコス
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ト安いやつが入るわけですから、それに助成をするということではなくて、今の灯油より

は安いものであれば、逆に言えば個人の家庭はランニングコストを灯油から切りかえたと

いうことですから、安いことになるのではないでしょうか。私は、そういう意味でペレッ

トに助成するよりはまずペレットストーブに助成をして、それが普及していって、そうす

れば町民も安いコストで今度は燃料たけるというふうになるだろうというふうに思ってい

ますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 これは町長の考えですから、いつまでたってもこれはけりがつかないことだ

と思いますので、町長がそういうことでありましたらば、これについてはわかりました。

ただしかし、今後これを普及するには１年で普及するものではありませんから、当然これ

については太陽光もひっくるめて２年、３年と継続的にいろんな助成というのは状況を見

ながら、財政的な問題もありますけれども、当然されていくものと思います。その中では、

前回、今エネルギーの検討、庁舎内でも設けたというお話をされていましたので、ぜひそ

の中ではこのことについては浦幌町にとってどういう形がいいのか、75万といえどもせっ

かくつけたお金が浦幌町に一番落ちる形は何なのかというようなことも私はぜひ検討材料

にのせていただきたいと思いますので、これ答弁は結構です。もう同じですから結構です

けれども、このことだけはぜひお願いしておきたいと思います。 

 それと、もう一点お伺いします。観光費の工事請負費の吉野に看板をということであり

ます。これは、今道の駅もでき、留真温泉もでき、こういったことをもって看板を設置す

るということだと思うのですが、その辺のこの看板を設置する意義、意味、内容等につい

て説明いただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 看板の関係でございますけれども、この予算につきましては、吉野の浦

幌町の入り口に観光看板があります。それが今非常に見えない状態ということでなってお

りますので、それの整備ということで、留真温泉も新しくなるということから、それをつ

くりかえるということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 わかります。あそこ見づらいのですよね、大分古くなってきていますから。

今言われるように、当然内容的なものも、留真温泉もでき、道の駅もあるわけですから、

いろんな部分で新しいデザインのものがされると思うのですが、そういう中において、あ

そこは今ありますからいいのですが、今後留真温泉ができたときに上の高速のインターだ

とか、釧路から来るお客さんだとかそういった、今あるところだけではなくていろいろ、

もうちょっと看板については検討する余地があろうかというふうに思いますが、その点は

いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 産業課長。 

〇前田産業課長 吉野の看板に限らず、吉野の看板の事業につきましては道の補助金を使

ってやるものでございまして、留真温泉、それから道の駅等も整備された後につきまして

は、そういう観光施設を含めた形の看板をポイント、ポイントで整備をしていきたいとい

うふうに考えております。それに係る経費についても補助事業等があれば、それに要望し

て整備をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 課長、今補助事業があればということですけれども、補助事業がなくてもや

っぱりこれはやらなくてはならないではないですか。今留真温泉できるのですから、だか

らそれは補助がなくてもきちっとやった中で、そのポイント、ポイントというのをどこと

どこにどういうふうに置くのか、置くからには一番人目につく、その辺をよく考えて置か

なければならないと思うのです。だから、この辺の検討の部分についてもう一度お願いし

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 補助事業があればという、ちょっと失言をいたしましたけれども、観光

施設ですから、当然整備はしていくということでございまして、たまたま補助事業があっ

たものですから、そういう言葉が出てしまいましたけれども、計画的に道道、それから国

道含めた形のポイント、ポイントで整備をしていかなければならないなというふうに思っ

ておりますので、今後そういう計画を作成しながら整備をしていきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 あとその内容について、内容の部分についてというのは、看板見て、いろい

ろ駆けつけると思うのです。留真温泉については、ここではなくて後の施設のほうでしま

すけれども、留真温泉の中で温泉だけではない、いろんな関連する施設とかというものも

しっかり載せてアピールしていくことが大事だと思うのです。だから、その辺の内容等に

ついても十分精査をして、ただ載せておけばいいということではなくて、やっぱり人目に

ついて、こういうものもあるのか、ああいうものもあるのかというようなことというのは、

本当に看板というのはお客さん呼ぶ上では大事なことになりますし、高速あたりでも、こ

れがあるならおりてみようかなんていうようなことで、そういう部分をもうちょっと広く、

高速のほうでもうまく載るものがあればぜひ載せてもらうような、そういう形は大事だと

思うのですが、その辺はいかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 看板の重要性については、昨年の道の駅のオープンでも明らかでありま
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して、非常に効果が大きいということはみんなご存じのとおりと思います。そういう意味

におきましても、単に今までのやつの書きかえではなくて、浦幌町の観光施設をアピール

できるような、そういう効果のある看板の内容にしていきたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０９分  休憩 

午後 ３時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、８款３項１目河川管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 81ページをごらんください。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総

務費、本年度予算額2,298万1,000円、この科目につきましては施設課にかかわる人件費、

事務費及び道路台帳修正業務の内容でございます。増額の主なものは13節委託費で、説明

資料26ページに記載のとおりでございます。減額の主なものは、人件費でございます。 

 ２項道路橋梁費、１目土木車両管理費、本年度予算額7,049万2,000円、この科目につき

ましては維持係の人件費、建設機械等13台分の年間維持管理費の内容でございます。増額

の主なものは、11節需用費の燃料費、車検台数増に伴う修繕料、12節役務費の手数料、27節

公課費、18節備品購入費につきましては、説明資料26ページに記載のとおりでございます。 

 ２目道路維持事業費、本年度予算額3,547万6,000円、この科目につきましては町道255路

線、実延長296キロメートルを維持管理する経費の内容でございます。増額の主なものは

14節使用料及び賃借料、減額の主なものは15節工事請負費で、説明資料26ページに記載の

とおりでございます。 

 ３目道路建設補助事業費、本年度予算額１億6,460万2,000円、この科目につきましては

国の交付金事業で道路改良舗装する経費の内容でありまして、説明資料26ページに記載の

とおりでございます。すべて前年度からの事業継続路線で、このうち北栄大通、寿通につ

きましては今年度完成予定でございます。増額の主なものは、13節委託料、14節使用料及

び賃借料、15節工事請負費でございます。このうち14節使用料及び賃借料の土木積算シス

テム借り上げ料につきましては、システム機の老朽化により更新するものでございます。
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減額の主なものは、２節給料、11節需用費でございます。 

 ３項河川費、１目河川管理費、本年度予算額799万3,000円、この科目につきましては町

が管理している215の普通河川の維持管理、道河川の樋門、樋管管理委託業務、国所管の救

急排水施設管理委託業務にかかわる経費の内容でございます。増額の主なものは12節役務

費で、道河川の樋門、樋管管理に72名の普通傷害保険料でございます。減額の主なものは、

14節使用料及び賃借料でございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 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） 

〇田村議長 質疑がないようなので、次に８款５項１目住宅管理費までの説明を求めます。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 84ページをごらんください。４項都市計画費、１目都市計画総務費、本

年度予算額14万円、この科目につきましては都市計画審議会開催にかかわる事務経費の内

容でございます。 

 ２目公共下水道費、本年度予算額２億733万4,000円、この科目につきましては公共下水

道特別会計への繰出金の内容でございます。増額につきましては、資本費平準化債の借り

入れを行わないものでございます。 

 ３目公園緑地管理費、本年度予算額940万2,000円、この科目につきましては中央広場、

駅前広場、ポケットパーク、児童公園、遊園地の維持管理及び森林公園遊歩道、道の駅駐

車場周辺などの町有地の草刈りにかかわる管理業務の経費の内容でございます。増額の主

なものは７節賃金、これにつきましては昨年オープンいたしました道の駅駐車場周辺の草

刈り等の管理がふえたものでございます。また、15節工事請負費につきましては、説明資

料26ページに記載のとおりでございます。減額の主なものは、18節備品購入費でございま

す。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ４目まちづくり交付金事業費、予算額２億4,400万円、本目は

まちづくり交付金事業推進にかかわる予算でございます。主な増は、15節工事請負費でご

ざいます。説明資料26ページに記載されてございます。一部修正がございますので、お開

きください。留真の里交流施設、面積530平米になってございますが、554平米にご訂正願

います。あわせまして、広場１万250平米になってございますが、１万836平米にご訂正願

います。駐車場1,500平米になってございますが、駐車場ほかという形の中で3,576平米に

ご修正願います。金額についての変更はございません。実施設計後の確定数字でございま

す。浴室の洗い場をふやしたことと脱衣場を広くしたり地下機械室の面積が確定されたと

いうことで、建物の面積がふえてございます。それから、駐車場の関係につきましては、

建物周辺の整備分、工事、都市施設区域分の面積も合わせました数字でございまして、面

積がふえてございます。 

 以上でございます。 
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〇賀下施設課長 86ページをごらんください。５項住宅費、１目住宅管理費、本年度予算

額3,733万6,000円、この科目につきましては町営住宅489戸、雑種家屋40戸、町有住宅10戸

の維持管理費及び町営住宅運営委員会にかかわる報酬、費用弁償、人件費の内容でござい

ます。増額の主なものは、11節需用費の消耗品費、修繕料、16節原材料費で町営住宅及び

物置等の老朽化により修繕箇所がふえたことによるものでございます。また、１節報酬、

13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料27ページに記載のとおりでござい

ます。減額の主なものは、人件費、12節役務費の手数料でございます。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 85ページのまちづくり交付金事業費、このことについて伺います。これらの

ことについてですけれども、留真の里交流施設、いわゆる留真温泉にかかわる中で、いろ

いろな項目の中でそれぞれ単価は上がってきておりますけれども、総額で申しますと３億

3,900万程度になろうかと思いますけれども、もうちょっと詳しい内容のことが知りたいな

と思う部分と、これがすべての金額なのかどうか、その辺まず最初にお聞きしたいと思い

ます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 当初予算よりも4,200万円の増加となっておりますが、今これから実施設

計に入るところでございますので、予算上の額として計上させていただいている金額でご

ざいます。 

 以上でございます。 

（何事か声あり） 

〇賀下施設課長 全体でかかる経費、今留真の里交流施設建築工事につきましては予算と

しては１億7,000万、それから留真の里交流施設周辺整備といたしまして5,300万、合わせ

て２億2,000万、それに附帯工事としまして植栽移植と廃棄物処理が合わせて400万という

ことで、２億3,400万ということで計上させていただいております。 

 以上です。 

〇田村議長 ２番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ただいま説明いただいたわけですけれども、そのことについてはもう既に書

かれていることをただいま述べていただいただけなのかなと思います。今まで住民説明会

等においてでも留真温泉に対する温泉の運営に対する収支予算等々説明をされ、これまで

の期間十分に検討されてきたと思います。そういった中で、こういったものというのは詳

細にわたって十分に検討された上でこういったものが出されると思うのですが、アバウト

という言い方もちょっと失礼な言い方かもしれませんけれども、その中身についてどうし

ても伝わってこない部分、これから先まだ指定管理者のこともお話を申し上げなければな
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らないのですけれども、何ひとつつくるにおいても任せたら、あと指定管理者云々という

言葉だけは避けていただきたいなと、そのことのためにも詳細にわたった計算が十分され

ているだろうと、そうした中身も私は示していただきたいなということで、ちょっと申し

上げておきたいと思います。 

〇田村議長 二瓶議員、それは留真の里だけのことですか、まちづくり計画の中での。 

〇二瓶議員 まちづくりの中の留真の里のみ。 

〇田村議長 留真温泉のみ。 

〇二瓶議員 はい。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 留真温泉の里の全体の事業費でございますけれども、今まちづくり交付

金事業で計上している予算につきましては、今年度この事業の中で建物、それから駐車場、

それから先ほど施設課長が申しました附帯工事の分でございます。先ほど商工観光費の中

で計上しておりました水道整備の工事、それからガス分離施設工事、それからバイオマス

新設工事が今年度予算を計上しております。そのほかに先ほど、温泉本体が完成するわけ

でございますので、指定管理者等も選定をしていかなければならないということから、そ

れに関連する補正予算ということで先ほど６月に提案をさせていただくということで申し

上げましたけれども、内容につきましては消耗品、それから３月中旬にオープンを予定を

しておりますけれども、そのオープンまでの準備期間の燃料費とか光熱水費が６月の議会

で提案をする予定となっております。また、広告料等、それから今後コテージ等も現在要

望しております。森林整備加速化・林業再生事業の中で要望しております。まだ内示はも

らっておりませんけれども、これがもし内示がもらえまして、できるということになれば、

このコテージに対する設計の委託料、それからこの建設工事費等が入ってくるかなと思っ

ております。さらに、温泉本体の備品が当然必要になってくるということから、備品等に

ついても補正をしていくということになろうかというふうに思っています。また、現在既

設であります五右衛門ぶろとその周りに建物がありますけれども、それの解体とか五右衛

門ぶろの補修費、それらが加わってくるかなということを考えております。それらを含め

まして、現在全体、今回予算に計上されているのも含めまして、現在３億8,860万5,000円

という温泉の事業費になろうかなと考えております。これは、あくまでもこれから補正す

る金額についてはまだ流動的なこともありますので、これが確定ということではないとい

うことだけご了承願いたいと思います。 

〇田村議長 ６番、差間議員。 

〇差間議員 留真の排水、下水、これは予算幾ら見ているのですか。 

〇田村議長 もう一度お願いします。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁願います。 



 － 63 － 

 産業課長。 

〇前田産業課長 水道関係、それからガスの分離施設、それからバイオマス等については、

先ほどの観光費の中の工事請負費で計上しております。内訳でございますけれども、水道

につきましては4,000万、それからガス分離施設については1,000万、それからバイオマス

等新設工事につきましては5,500万という計上になっているかと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 施設課長。 

〇賀下施設課長 浄化槽の関係だと思いますが、浄化槽につきましては本体工事の建築工

事の中に含めて発注することになっております。約1,000万ぐらいだということではないか

と今考えております。 

（「ちょっと聞こえない。もう一回」の声あり） 

〇賀下施設課長 浄化槽につきましては、留真の里交流施設建築工事の中に含めて発注す

ることになっておりますので、１億7,541万円の中に含まれていることでご理解願いたいと

思います。およそ1,000万ぐらいということで考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 都市計画審議会の件について伺いたいと思います。 

（「何ページ」の声あり） 

〇杉江議員 申しわけありません。84ページの負担金、補助及び交付金の部分に載ってい

ますが、都市計画審議会そのものについてちょっと伺いたいのですが、都市計画審議会、

これさきにもいろいろ論議しました地方自治法の138条の４を適用してできている委員会

ですよね、審議会です。実は、都市計画審議会の条例に委員の中で議員４名と書いてある

のです。それで、今言った地方自治法の138条４の運用項に、違法ではないけれども、適切

でないと書いてあるのです。これ条例の改正とか何かしてから対応するのですか、これで

いいと思っているのですか。今確かめてきましたから、間違いなく書いてあります。 

（「報酬ですね、負担金じゃないですね」の声あり） 

〇杉江議員 報酬の欄で。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時５１分  休憩 

午後 ３時５４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 総務課長。 
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〇上村総務課長 浦幌町都市計画審議会条例がありまして、その中に第３条の中に審議会

の委員の数の中に町議会議員４人以内並びに学識経験のある者８人以内ということで、予

算では今９名とっています。この審議会については、町長が必要があるときに開くという

ことになりまして、実は平成15年から一回も開かれていない現状にあります。そういう中

で、議会議員が入るのは適切でないという条文があります。そういったことを含めた中で、

今後開く前にこの審議会条例については改正が必要だというふうに認識しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ５番、杉江議員。 

〇杉江議員 状況把握してお認めいただいたので、できれば、こういう予算既に出してい

るわけですから、今回の定例会に改正案を出すべきであります。よろしくお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇上村総務課長 今後ともこの審議会関係再度点検をいたしまして、このようなないこと、

また各種委員会、審議会、先般町長のほうから答弁しておりますが、条例上残っている審

議会で今後開催されない審議会等も含めた中で今後精査してまいりたいと思います。まこ

とに申しわけありません。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 私もまちづくり交付金事業、留真温泉についてお聞きをいたします。いろい

ろな検討がなされまして素案ができたということでございます。その中で、まず１点は、

先ほど課長の説明の中にも今後宿泊の部分についてのコテージのお話があったと思いま

す。この部分について、オープンと同時に当然そういった施設というものはあるべきだろ

うと思います。当初の考え方の中にも、まずは２つ、３つぐらいというのでしょうか、大

きいものとちっちゃいものとか考えながらつくって、状況を見てはふやしていくというよ

うな考え方があったのだと思うのですけれども、その辺の今考える全体の完成図というの

でしょうか、そういったものもしっかりと示す必要があろうかと思いますし、コテージ等

の部分についての考え方についていま一度お聞きをしたいと思います。 

 それと、もう一点ですが、温泉の建設工事に関するスケジュールがあろうかと思います

けれども、いろいろ今お考えの中で入札時期等々もあります。また、温泉の運営は３月中

旬というようなお話もございました。この辺について、いろいろなところからもまたご意

見があったのではなかろうかというふうに思いますが、この辺のスケジュール等について

も状況に応じての変更というのでしょうか、その辺についてはそういう余地があるものな

のかどうなのか、この辺の２点についてお伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 コテージの関係でございますけれども、今回の留真温泉の建設に当たり

まして、当初から宿泊施設は持てないという、財政難からそういう判断をさせていただき
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ながら、進めてまいりました。ただ、町民検討委員会等も何回か重ねてまいった中で、や

はり宿泊施設がないと今後運営に対しては支障が出てくるのではないかと、そういう意見

もたくさんいただきました。そういうことも踏まえ、また管内の温泉も見た中で、宿泊施

設がないとなかなか集客が見込めないということも含めまして、昨年森林整備加速化・林

業再生事業というありがたい基金事業ができたということで、全額ではありませんけれど

も、その中で一部補助事業という形になろうかと思いますけれども、見れるのではないか

ということから、申請をさせていただいています。まだ今現在は申請段階でございますけ

れども、当初１棟から３棟ぐらいの申請をしておりましたけれども、全道的に要望がある

ということから、出しても１棟しか認められないのではないかということから、今回１棟

を申請している段階であります。 

 この宿泊施設も含めたコテージの全体像ということでございますけれども、緑地広場と

いうことで考えていますスペースのところに今申請しているコテージが建つわけでござい

ますけれども、将来的には何らかの形でここにふやしていければなというふうに考えては

いる内容でございます。いずれにしても財政が非常に厳しいという中で、何とか宿泊施設

を建設したいということを考えておりますので、今将来像、あと何棟建つとか、そういう

ことははっきり申し上げられませんけれども、そういう可能性も照準に入れて考えていく

ということでご理解願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 施設課長。 

〇賀下施設課長 建設工事スケジュールということで、前に配付してあります内容…… 

（「配付していない」の声あり） 

〇賀下施設課長 失礼しました。 

 建設工事スケジュールで最終的に３月中旬ということでお話ししましたが、この中で皆

さんのご意見の中でもっと早くできないかということで、検討しましたところ、この事業

は交付金事業ということで、交付申請をして交付決定を受けなければ工事ができないとい

うことがありまして、道に確認したところ、今社会整備事業がなかなか要綱が定まらない

ということもありまして、交付決定がいつになるかということは今のところわからないと

いう範囲で、５月１日ということで想定しておりますが、このところから始めますと、ま

ず土木工事を始めるということは、この工事につきましては土木工事、それから建築工事、

電気、それから暖房配置設備、水道といろいろな作業が出てきまして、まず作業路を確保

するには橋を通過しなければできないということと、それから駐車場、または山側の道路

を作業道として通らなければできないということもありまして、土木工事を先決に行わな

ければならない。路盤改良を行わなければならないということで、まず土木工事を、道路、

広場の駐車場含めてです、発注をいたしまして、この路盤整備が約２カ月ぐらいかかると

いう想定で、この後建築工事が始まります。建築工事も実際掘削、それから躯体の立ち上

げ、それから基礎、最終的に埋め戻しまでいくまで約２カ月かかるということで考えます

と、９月の下旬に足場、それから屋根、外壁を設置する段階までいきまして、屋根、外壁
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の工事をそれからするということがありまして、これが１カ月半かかっていきますと、11月

中旬から下旬にかけて屋根と外構、その他が大体終わり、足場解体ということになります

ので、それ以降外構整備、それから留真の温泉の内装、本体、それから設備関係、それか

ら機械据えつけ、試運転等を考えますと２カ月かかるということで、１月下旬まで最終的

にはかかるのではないかということで工程を組んでみました。となると、これから検査の

引き渡し、それから物品搬入、試験運転、指定管理者の準備等がありまして、これらを含

めますと３月中旬ぐらいにオープン、開始ということになるのではないかということで想

定しております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 まず、コテージのほうで伺います。質問いたしますが、平面図の中の広場、

ここにコテージをということで、今補助を申請をしているので、その部分の補助が通れば

という話なのですが、ということは補助が通らなければコテージはつくらないということ

になるのかなと思いますので、あくまでもこれは補助ありきで、補助がない場合には一切

町としてはそういうことをしないのかどうなのかという、そこら辺のまず確認をしておき

たいというふうに思いますし、また民間の力をかりた上でのコテージ建設というようなお

話もあろうかと思います。この辺についても、町としてどのような考え方を持ってこの部

分、今課長言われたように、やっぱりそういう宿泊施設というのは検討委員会の中でもた

くさん出ていたと、私も聞いております。温泉もいいのですけれども、いろんな部分で町

外から来る外貨を稼ぐためには、やはり宿泊施設というものは、私はこれは避けて通れな

いと思うのです。それは検討委員会の皆さん方も同じだと思いますし、これは多分課長も

同じだと思うのです、思いは。ただ、やっぱり財源的に問題があるからということだと思

うのですが、そういった部分であくまでも補助金がないと町としては一切やらないのかど

うなのかという、この部分と民間の活用の部分についてお伺いをしておきたいと思います。

まず、これをお伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 コテージの補助事業が採択されなかったら建設を断念するのかというこ

とでございますけれども、私も思いはあったほうがいいなというふうに思っております。

今回の補助申請の内容につきましても、断念をしなくてもいいのかなという感触は今持っ

ておりますので、なくなるということは想定を今のところはしたくないということでご理

解できればと思います。もしつかなかった場合については、町理事者と協議をして、単費

でもという思いはありますので、よろしくお願いしたいと思います。あと、民間の利用の

関係でございますが、これにつきましては当初から説明のときに民間にお願いしてでもコ

テージを建てていきたいという答弁をしておりますけれども、こういう形ができれば１棟、

２棟、３棟といきたいなと考えております。ただ、これにはいろいろな設置する条件がご
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ざいまして、町有地に民間が建てられるのかとか、いろんなハードルがありますので、そ

こら辺を十分整理していかないと、これまたできないかなと思いますので、そこら辺も十

分今後検討しながら進めてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解願いたい

と思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 この留真温泉の整備につきまして、温泉であるから宿泊が伴うのは当然だと

いうような考え方もあるわけでありますけれども、しかしながら留真温泉の開発について

は当初から宿泊施設をつくるということについては人件費等々の問題があってリスクが高

いということで、留真温泉については日帰り入浴施設でいこうという最初からのコンセン

サスがありました。私ども今でもそのように考えています。ただ、今コテージの問題につ

いては、有利な補助事業が出てきたということなので、それを使うことができるのであれ

ば、それはコテージの１棟については有利な事業を使って設置しますということを申し上

げているのでありまして、あと民間の活用については、これも当初から申し上げておりま

した。町としては宿泊施設を併設して温泉棟をつくることはできないけれども、民間活力

があって民間の方が建てていただけるのであれば、それを使いながら何とか温泉施設に隣

接する宿泊施設ができればありがたいなということで、何か機会があればいろんな企業に

お願いをしながらという話を最初からこれもさせていただいておりました。今現状は、ま

さにそういう考え方は変わりませんけれども、ただ、今補助事業ができてきているという

ことで、町としてそのコテージを建てることができるのかどうかということで今申請をし

ておりまして、まだ内々定もできていないということでありますけれども、かなり有望な

林業再整備臨時交付金、これを使うことができれば大変ありがたいなというふうに思って

いるところであります。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 課長の強い希望を聞いた後、町長とは大分温度差があるのかなという気がい

たしますが、いかんせん町としてもある程度希望のある補助事業があるわけですから、そ

ういうことであれば、まず今現在はつくったとしても１つですよね。そうすると、この広

場の中に１つ新設する上ではこのぐらいの規模でとなっているでしょうから、それをここ

ではこういう形で建てると。もし民間がやるのであれば、その後ここ区画整理をして、民

間がやるのだったら、このＡ、Ｂ、Ｃであったらどこか希望があればどうぞと、その上に

はこういう条件がありますよということを留真温泉が来年３月中にオープンすると言って

いるわけですから、通常民間が考えれば、オープンに合わせてコテージもオープンしてい

くわけですよ。そうすると、今計画立てて、では工事始めましょうかというような形にな

っていかなければならないので、そういう思いがあるのであれば、今から検討するのでは

遅いということなのです。だから、この辺を踏まえて、そんなことは今ごろ遅いと言った

ってしようがない話なので、そういう気持ちがあるのであれば、早急にその辺の部分とい

うのでしょうか、きちっとした条件等のものをきちっとして、もしそういう企業、個人で
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もいいのでしょうけれども、そういう方がいるのであれば、こういう区画整理の中でこの

範囲の中でぜひやってほしいと、きちっとしたそういうものを出さないと形にならないと

思うのです。 

 町も、今はこの補助１つでしょうけれども、今後またいろんな部分でいい事業があれば

乗っかっていく部分もあろうかと思いますから、それであれば町としてはこういうやつを

２つなら２つ、３つなら３つとして、その後この部分はもう民間に開放しますと、ぜひや

ってほしい、どうぞやってくださいというような、やっぱりそういうことが大事だと思う

のです。ここら辺のこの部分について、今後の進め方についてぜひ検討いただきたい。お

聞きしたいと思いますし、私前にまちづくり課長にもちょっとお話ししたことあるかと思

いますけれども、結局そういうような新しい事業をするのだったら、それこそ新産業でい

いではないですか、産炭の新産業としてそういうコテージ、宿泊施設とかというの。だか

ら、そういう今あるものを有効に使って、どうせつくらなければならないのであれば、そ

ういうものをつくるとかというのもぜひやるべきだと思うのです。そういうことを民間の

力をどんどん使うという考え方、この辺の今後の考え方について再度お伺いをしたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 民間の力をかりるということは、まさしくそういう整備をしなければ入

れられないということは承知をしております。ただ、今そういう具体的なものが現実にで

きるのか、あるのか、まだ未知の世界ということでございますので、今後そういうことを

想定した中の条例の制定もしていかなければならないと感じております。６月の条例改正

までには、そういう整備をきちんとした中の提案をさせていただきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 ６月までにということでありますから、それまでに私も期待をしながら待ち

たいなと思います。また、その中で、浦幌には日立さんだとかサンマルコさんだとか、今

浦幌乳業さんもこういう形になって森永乳業さんという話もあるわけですから、そういっ

たところにもぜひ積極的に問い合わせをし、相談をし、そういう形がとれるのであればい

いことだと思いますので、今６月までということもありましたから、その辺も十分踏まえ

てご検討いただきたい。６月には、その辺の答弁をしっかりといただきたいというふうに

思っております。 

 それと、もう一つ、先ほど途中になっていましたけれども、スケジュールについて、交

付の決定が今のところ５月の予定ということで、私も決定が５月という部分はもうこれ決

まっているものだと思っていたので、今さら交付の決定が５月にあるかないか、どうなる

かわからないなんていう説明だと、そういうことだったのかなと私ちょっと心配になった

のですけれども、これは一体の流れで決まっていて、予算計上もされてきていながら、交
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付決定が今のところ５月１日かなというような、そういうようなものなのですか。ちょっ

とその辺の経緯、私もその辺承知をしていなかったので、その辺についての部分も説明を

いただきたいと思いますし、先ほどの課長の説明では、５月１日の部分から逆算していろ

いろやっていくと、当初町長も４月１日と言ったものを少しでも早く町民に温泉を利用し

てもらいたいという思いは町長も一緒だと思うのです。その中で、いろいろスケジュール

やると３月の中、半月早める。これが町長としても精いっぱいの早いぎりぎりの線だった

というふうに私も認識はしております。そういうことであるならば、これはいたし方がな

いところなのかなというふうに思いますけれども、５月の交付のこの部分についてはまた

説明いただきたいと思います。 

 それと、今後の指定管理者の準備期間が１カ月ほどなのです。こういう部分が、基本的

には指定管理者についてもまずは地元を優先というのでしょうか、地元で指定管理を受け

てくれる人がいれば、これにこしたことないということだと思うのです。ただ、現実的に

今この浦幌町の中を見たときに温泉経営をすぐぱっとできる人がいるのかなというと、ち

ょっと疑問が出るところがあると思うのです。だから、なれない中で運営をしていくとい

うことであれば、この準備期間というものが１カ月しかないというものがこれで本当に十

分なのかなというような思いがあります。だから、３月中というものももうちょっと早め

れないのかなという思いがありましたが、今の説明で交付の部分もあって早めれないので

あれば、少なくとも建設工事の入札を早めて、当初の計画では４月ぐらいに臨時会を開い

てというような計画もあるようにお聞きをしておりますが、４月に臨時議会なんか開かな

いで、６月に定例会あるわけですから、６月の定例会で間に合うように工事を早めればい

いではないですか。５月１日であれば十分ではないですか、それで。その中で、道路工事

と建物と競合してと、そんなのは業者がやるのです。お互いに打ち合わせしてやればいい

ことですから、それは少しでも早くやって、少しでも早くつくって、指定管理者にもっと

準備期間を与えるというような、こういう考えでやるべきだというふうに私は思いますが、

この辺お伺いをいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 では、最初の質問でございます。まちづくり交付金事業にか

かわる関係でございます。先ほど５月１日というお話の中で、どのような形でそういう形

になったかということなのですけれども、先般、もうご存じだとは思いますけれども、ま

ちづくり交付金事業が今現在形がちょっと、形態が変わりまして社会資本整備総合交付金

と、これは仮称なのですが、それに一括されたということでございまして、ただ私どもで

出しておりますまちづくり交付金事業につきましては数年間、４年間の計画の中で進めさ

せていただいておりまして、その計画についてはもう既に認めていただいております。た

だし、国、道の関係で今社会資本整備総合交付金にかかわって新たに要綱をつくっている

ということでございまして、その要綱に今度沿った形で申請、決定という形になっていく
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わけなのですけれども、その関係が若干道のほう、国のほうが事務の関係がおくれている

ということで、その関係で５月に交付決定になるであろうというお話をしておりますけれ

ども、もう既に計画の点では認められておりますので、極力早くしていただくようにはこ

ちらからもお話を進めさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

したいと思います。 

〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 スケジュールの関係で、今まちづくり政策課長が言いましたように交付決

定を受けないと、補助事業ですので、進まないという中で、これも内部でいろいろ協議し

てきまして、国のいろんな動きもあるでしょうけれども、いずれにしても６月の上旬には

入札をして、着工はまずできるだろうという判断で進めていきたいというふうに思ってお

ります。問題は、本体工事と周りの広場工事をどういうふうにスケジュール的にやってい

くかということでして、今中尾議員のお話ですと、それは業者がやるので、できるのでは

ないかというお話でして、町長も私もそうでないかというようなことで、できるのでない

かということで、担当を集めて打ち合わせしました。この辺が非常に民間と公共事業の難

しいところでありまして、いろいろ現場の状況等踏まえて、スケジュール的には２カ月程

度ずらさないとできないということでして、そうしますと６月に道路、広場をやって、ど

うしても現場の状況見ますと道路が１本しかないということで、山側に今ある道路を今回

の工事で整備をして舗装化していくということなのですけれども、とりあえずその前段に

路盤改良といいまして、それをまずやらなければいけないと、それは優先的に本体工事で

はなくて土木工事のほうでやらなければいけないと。それができて初めて裏も含めて通れ

るようになるので、本体工事ができると。本体工事をやる現場については、本体工事のほ

う始まってしまうと裏のほうに、その道路１本しかないものですから、裏の現場に行けな

くなるというようなことで、川側に仮設道をつくれないのかとか、いろいろ検討はしまし

た。でも、結果としてはいろんな状況の中でできないということですので、どうしても本

体工事については８月の上旬着工ということになると約６カ月かかるというようなこと

で、１月の下旬に完了というようなスケジュールでいかざるを得ないということでありま

す。 

 また、指定管理者の方については、この１カ月ぐらいの中で準備ができるのかというこ

とでありますけれども、でき上がってからの準備もあるのですけれども、指定管理者につ

いてはできれば９月の議会にお諮りして、議決をいただければ業者決まりますので、その

後はいろいろな形で準備ができるのかなというふうに思っていまして、そういうことを含

めて指定管理者の方については準備についてはできるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

〇中尾議員 今の副町長言われる状況というのでしょうか、入札すれば、あとはそっちで
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やりなさいということにもなかなかならないというのも、これは公共事業ですから、副町

長今言われるのもわかります、それは。ただ、あと結局それが本体工事を着工するに当た

ってはやはり一緒にできないから、その辺はすみ分けしなければならないというのはわか

るのですが、ただ入札というのでしょうか、それを早目にしておくと、特に建築のほうに

関しては資材だとかいろんなものを注文とかいろいろあるのですよ、段取りというものが。

だから、あとは、入札はしておくけれども、実際着工するのは、用意はいいけれども、着

工はこうだよとかという、そういう部分のすり合わせは私現場でやればいいと思うのです。

最初からずらしてしまうと、入札もしないうちから段取りなんか当然できるわけもありま

せんから、そういうような中で入札をして、段取りさえさせておけば、土木工事が終われ

ば、下回りが終わればすぐかかっていけるわけですから、一々また臨時議会開いて議会の

承認得てからとやらないでもいいわけですから、そこら辺をせっかくですから６月の定例

会、第２回の定例会に合わせて終わらせておけば、あとは状況を見て順次いい形で、土木

工事も天気がよくてうまく早く終わればすぐ本体工事にもかかっていけるわけですから、

今言うように指定管理者も９月までにはということですけれども、それで早く建てば、建

物がない中でやるのと実際そこに見てやるのとではやっぱり違うと思いますので、後々万

が一、町長もこれ３月の中旬と言ってぼやけていますけれども、これはずらせませんよ。

早くはいいけれども、当初４月だったけれども、もうちょっとずれましたということには

町長、なりませんよ。だから、そういうことを考えて余裕を持って事を進めていくという

ことは私は大事なことだろうというふうに思うのです。だから、そういった意味でも、入

札を早くして、早目早目に段取りをしてやっていくというような、こういうスケジュール

のやり方というものが大切であろうというふうに私は思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 今議員のおっしゃられたことも一応検討はいたしましたが、土木工事を

発注した後２カ月も工事にかかれないという状況であれば、適正工期ということで補助事

業という中ではなかなか認められないものがありまして、もし工期的に早めるとなれば、

半月から１カ月ぐらい程度、入札をして１カ月以上あけるということにはならないと思う

ので、このところはご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 １番、中尾議員。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時２８分  休憩 

午後 ４時３２分  再開 
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〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 大変失礼しました。 

 本体工事については、できるだけ早く入札をしながら準備期間を含めてやったほうがい

いのではないかというご質問でございます。先ほど課長のほうからも答弁ありましたけれ

ども、考え方として全くそのとおりだなというふうに思います。問題は、交付決定あるい

は議会の承認事項になっていますので、その辺の日程もありますけれども、できる限り早

く入札を行いながら、業者の方も準備期間が持てるような、そういう中で進めていきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 同僚議員がいろいろ留真温泉のことをお聞きしています。私は、開設してか

らの入浴者数とか、それから町として福祉のことを絡めて歳出もやむを得ないというよう

な話もあったかと思います。当初予定していた入浴者数とか、そういう細かな数字、当初

年間２万4,000人という話ありましたが、そのことについての変更があるのかないのか。そ

れと、町の福祉としての歳出の金額の予定金額というのでしょうか、そういったものを入

札の差し迫ってきた時点でいろいろと数字は細かく出てくるかと思いますが、その辺をお

聞きすることと、それから諸経費の内訳ですよね、チップボイラーを入れたりとか、いろ

んな具体的なことが出てきましたので、その辺を考慮した数字というのでしょうか、１カ

月どれぐらいかかって、年間どれぐらいかかっていくのか、収入は幾らあるのかというよ

うな具体的なことがわかればお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 利用人数につきましては、皆さんから、町民の方からいろいろご意見を

いただきながら検討させていただきました。当時は、開業していたときの実績から割り出

して２万6,000人ぐらいを想定したいという話もしておりました。それによる収支等も出し

ておりましたけれども、いろいろ再整備をすることによって利用人数もある程度想定をし

ていきながら収支も立てていけなければということでございますので、現段階では利用人

数につきましては想定をさせていただいております。内容につきましては、21年の２月に

留真温泉再整備計画調査を委託して、報告を受けております。その中で、実際にアンケー

トに答えられて、浦幌町に限らず温泉を利用する人数がどれくらいかということでアンケ

ート結果をもらっております。その中で、最低は１週間に１回以上行くという方が６％、

それから月に２回から３回行くという方が10％、月に１回程度行く方が12％、それから二、

三カ月に１回行く人が25％、それから年に１回から２回しか行かない方が42％という温泉

の利用アンケート結果が出ております。 
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 これは、アンケートに答えた人が実際に温泉を使っているという実数の調査報告でござ

いますので、これをもとに温泉を利用する方の想定を現在しております。その中で、現在

浦幌町の人口は約5,700ですか、これは21年、昨年の人口年代別数ということで出している

人数がありまして、それが5,788人ということでありまして、それがゼロ歳から100歳以上

という層に分かれておりまして、実際に温泉ができた段階で入ってくれるだろうという予

想の中で小学生以上を対象にしておりますので、６歳から75歳までを入っていただける人

数ということで想定をいたしまして、4,586人ということで算定をしています。その4,586人

に対して、先ほど申しました実際に利用するパーセントをそれぞれ掛けますと、３万

8,083人という人数が出ております。この３万8,083人については、町内に限らず温泉を利

用する人数ということで考えていただければと思います。この人数のうち、温泉ができた

段階で何人利用してもらえるかということでございます。このうち約６割の方が入っても

らえるだろうということで、２万2,849人という人数を出しております。そして、過去に温

泉を開業していたときの町外の利用者数１万2,000人、これにつきましては実数でございま

す。これが実際にオープンしても入ってもらえるだろうという想定をいたしまして、先ほ

どの２万2,849人を足しますと３万4,849人という利用者数を出しております。そういう結

果から、現在３万5,000人を想定をしております。希望的には３万5,000から４万人ぐらい

ということで現在想定した中の収支をということで考えている状況でございます。 

 これに対しまして、実際に収支がどうなるのかということでございますが、３万5,000人

で考えますと、大人500円、子供300円ということで収入計1,680万ということになります。

支出につきましては、人件費、それから燃料費、電気代、通信消耗品費と、それから保守

点検費等を入れまして、あと入湯税も支出になりますので、あと一般管理費、それから消

費税を見まして、支出計2,643万4,000円という試算を現在しております。差し引き963万

4,000円ということで試算をしております。この963万4,000円から入湯税を引きますと、

742万9,000円という形になろうかなということであります。これを指定管理者の上限値と

いたしまして、公募をしていければというふうに思ってはおりますけれども、３万5,000人

から４万人ということで先ほど申し上げましたけれども、この5,000人の数をどうするかと

いうことも６月の定例会に提案をさせていただきたいと思います。また、１年間の燃料費

どれぐらいかかるのかということを申し上げますと、チップを使うということで約490万ぐ

らいかかります。あと、電気代につきましては514万ということで今試算をしております。

収支については、今そういう試算の状況でございます。 

 あと、福祉の関係でございますけれども、温泉のスタッフの中に常駐させて福祉等の指

導とか、そういうことは考えてはおりませんが、町のほうからその温泉のところへ行って

出前で健康管理の指導をするとか、相談をするとか、そういうことを現在考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 細かい数字をありがとうございます。３万5,000人から４万人、１日100人の
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入浴者数が、私ふと思ったのですが、可能かどうかという数字。入札かけるのにこの数字

でやったら、本当に指定管理者が来るのかなと非常に危惧するわけでございます。いろい

ろと町の持ち出しが約1,000万近くということで、そのほかに付随してバスなんかも回すと

かという町の案であったと思います。そうすると、1,000万どころではなく、またいろんな

経費がかかってくるということなのですけれども、これで本当にきちっとした数字はいつ

出るのか、これが本当の数字でやっていくのか、それ再度確認しておきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 今産業課長のほうからかなり詳しい数字を申し上げましたけれども、これ先

般申し上げたとおりアンケート調査により、実際に温泉に行っている人たちのパーセント

から割り出した数字です。１日100人と言われますけれども、３万5,000から４万人、これ

はかなり可能だというふうに私は思っています。今の大樹晩成温泉、過去には９万人も行

っていたという数字でありますけれども、今はもちろん違いますけれども、しかしあの温

泉に比べれば十分対応可能だろうというふうにも思いますし、もちろん中の施設について

も対応は可能だというふうに思っています。ただ、これはあくまでも確定した数字をつか

むということはなかなか難しい部分だろうというふうに思っていますので、この指定管理

者については当面１年間の指定管理をして、そして次年度以降見るということになるだろ

うというふうに思っています。今1,000万近くというお話をしましたけれども、前にも２万

6,000人、３万人、４万人、５万人という数字を出しながら町民の皆さんに話をさせていた

だきました。これは、あくまでもこういう数字になったらどうなのですよという話であり

まして、間違いなくこの人数が来るよというのはだれにもわかない。ただ、それは指定管

理者になった方が努力をしてどうやって人を集めるかということが大変重要な部分にかか

ってくるだろうというふうに思っています。そういう意味では、３万5,000から４万はクリ

アできる数字だというふうに私は思っていますけれども、これは今言いましたように１年

間様子を見てから、次年度以降また調整をせざるを得ない部分も出てくるのかなというふ

うに思っています。 

 ただ、あくまでもこの中には入湯税が入っているわけでありますから、４万人だったら

大体500万、正味でいえば500万ぐらいの指定管理料になりますし、３万5,000円であれば

140万という数字に今のこの試算だけでいえばなります。私は、そこで上限を指定管理置く

ときにどうとらえるかということが問題だろうというふうに思いますし、今この数字を言

うわけにはいきません。ひとり歩きしたら困りますので、６月には提案をしたいなという

ふうに思っていますけれども、基本的には私自身は心の中では、心の中を言ってはだめな

のか、上限は、温浴施設がある健康湯、これが指定管理料ありますけれども、それと同等

の程度の上限なのかなと、これを超えないのが条件なのかなという思いはあります。ただ、

これは６月までには正式に議会の皆さんに提案をしたいというふうに思っていますし、今

ここで数字を言うと本当にひとり歩きするということになりますので、大体そのぐらいの
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数字、今言った試算した数字とその数字等々を考え合わせながら上限を決めていきたいと

いうふうに思っているところであります。 

 本当に温泉入浴施設というのは、新しいときは来ます。町民の皆さん、例えば町民の皆

さんの12歳から70歳ぐらいまでの方が年間何回来てくれるか、これによって大きく数字は

違ってきます。町外の方からの人気というのは、本当に留真温泉はあるわけですから、大

体見込めるわけでありますけれども、町民の皆さんが何回利用していただけるか、これに

かかっている部分がかなり多いだろうというふうに思っていまして、これについては町民

の皆さんに浦幌町の貴重な財産であるこの留真温泉をぜひ使ってほしいと思いますし、使

いやすいバスの運行等も行って、まず健康にしてもらう。温泉セラピーではありませんけ

れども、健康を維持してもらうというのと、福祉の部分についても車いすで入れる入浴施

設でありますから、そういうものを利用しながら、町民に愛される、そして町民がよかっ

たと言う温泉になってほしいなというふうに思っています。そういう意味では、ぜひ議会

の皆さんにも、温泉に入浴していただくことが肝要でありますので、ぜひ皆さんに利用し

ていただければありがたいなというふうに思っているところであります。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 せっかく建てる温泉施設ですので、大いに町民の皆さんも含めて利用をして

ほしいと、私自身もセラピーのつもりで入るよう努力いたしますけれども、車いすの関係

なのですけれども、浦幌町も老人ホームとか特老とかいろいろありますけれども、車いす

のための入浴施設にはっきり言ってどれくらいかかっているか、何人が年間利用するのか、

車いすの人でなければ使えないものなのか、その辺前からちょっと疑問に思っていたので

すけれども、そこら辺はどういうふうにお考えなのか、ちょっとお伺いしておきたいと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 車いすの利用人数というか、利用数はどれぐらいかということでござい

ますけれども、大変申しわけございませんが、これについては掌握は現在しておりません。

ただ、簡易リフトを使える家族ぶろということで現在考えておりますけれども、そういう

ところに来られた方については利用できるかなというふうに考えております。また、車い

すではないと家族ぶろは使えないかということでございますけれども、家族ぶろでござい

ますから、車いすでなくても入れるような内容になっておりますので、よろしくお願いし

たいというふうに思います。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（何事か声あり） 

 

    ◎会議時間の延長 

〇田村議長 ここでお諮りをいたします。 
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 審議の途中でありますが、会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は議事

の都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。 

 審議を続けます。 

 ３番、福原議員。 

〇福原議員 答弁まだいただいていないのですけれども、家族ぶろの部分の経費はどれぐ

らいかかっているかということもお伺いしたつもりでいたのですけれども。 

〇田村議長 産業課長。 

〇前田産業課長 簡易リフトの経費でございますけれども、この部分だけ出して何ぼかと

いうことは今現在掌握しておりません。簡易リフトの中にもそれぞれ部品みたいのがあっ

て、いすとかおけとか、それからリフトとか、そういうそれぞれの部品等も付随するとい

うことから、それらについては今建築のほうで庁内の福祉担当者と協議をして、どの施設

が一番合うかということを今現在やっております。それが決まり次第、実施設計、実施積

算に入っていくのかなというふうに思います。今現在については、その部分だけの建設費

はわかりかねますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 建設費用が出ていますよね、全体のですけれども。それを含めて、家族ぶろ

も一応あれなのでしょうけれども、今現在でも出ていないというのはちょっと私としては

理解しかねるのですが、忙しい課ですから、なかなかうまくというか、できない部分もあ

るのかと思いますけれども、今はその時期ではないのではないかなというふうな思いでお

りますけれども。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時５５分  休憩 

午後 ５時０４分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 答弁願います。 

 施設課長。 

〇賀下施設課長 大変失礼いたしました。 

 リフト全部込みで直接工事費として30万円、建築工事としては約20％の経費が出ますの

で、36万ということで今回この建築工事含めて計上しております。 

 以上でございます。 
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〇田村議長 副町長。 

〇門馬副町長 補足させていただきます。機械ですので、機械代とそれに係る工事費を含

めて全部で36万円ということですので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 ３番、福原議員。 

〇福原議員 非常に質問の仕方が悪くて、ほかの温泉施設にない福祉を主にした障害者の

入浴もできるということで、大いにＰＲもする必要もあるかなと。その施設に関するリフ

ト込みの工事が36万ということで、そんなにそんなに全体の工事費からいうと高くはない。

私が単純に考えて、ここは特別に広くとってあるし、家族ぶろにしてはすばらしい設備が

できるかなということでお聞きして、非常に迷惑かけて申しわけなかったなというふうに

思いました。わかりましたので、ありがとうございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 私は、本当に簡潔に１問だけと思ったのですけれども、議長の配慮で延長し

たので、ゆっくり。まず、先ほど町長の答弁の中でちょっと一瞬違う点があるので、確認

したいのですけれども、４万人来れば500万円程度の入湯税が入るような話ちらっと言って

いたのでなかったか。入湯税は、日帰りは70円しか取れませんので。 

（何事か声あり） 

〇野村議員 ちょっと私の聞き違いでしたか。 

 それで、お伺いしたいのですけれども、先ほどコテージだといろんな話で、担当課では

ぜひともつくってやりたいという大きな決意ありますけれども、３億4,000万、それも含め

て約4,000万もまたプラスになっていくと、それに今の質問のとおり今度は福祉目的という

ことで、いろんな形でプラスアルファになっていきますし、特にこれから送迎のバスの関

係、これも実質経費出したらもっとふえていくと思う、これもランニングコストになりま

すけれども。そこで、まずコテージのことで詳しくお伺いしたいのですけれども、あくま

でも日帰り入浴という形で進んできている、先ほど言ったとおり。そして、先ほどいろん

な前任者の質問の答弁の中で、宿泊施設としてコテージをいろんなタイプを含めてつくっ

ていきたいとなったら、宿泊ということになると、今度は指定管理、今出ていますけれど

も、指定管理の責任の範疇というか、どういう委嘱をしていくのかと。運営管理、施設を

全部指定管理するわけですけれども、日帰りですから、朝来て開錠して、そして夕方、夜、

多分９時か10時ですか。ところが、宿泊ということを認めて、それを施設として置いた場

合宿泊者がいるわけです。お金を取るわけです。そうしたら、不在、管理者がだれもいな

い、指定管理者が帰ってしまってだれもいないときに、もし万が一不可抗力も含めて事故

があった場合の責任だとか、その辺はどういうふうに考えるのか、これから指定管理を指

定するわけですけれども、その辺はどのように考えて指定管理を募集するつもりなのか。

当然そうなってくると費用面、先ほど詳しく説明ありましたけれども、上限の費用がもっ

と膨らむのでないかなという判断をするのですけれども、それの考え方、コテージを含め

た将来的な構想は聞きましたけれども、それに付随して指定管理、費用も含めてどのよう
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な考え方しているかだけお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 コテージの建設につきましては、宿泊ができるコテージということで要

望を今現在しているところでございます。宿泊をした場合の指定管理はどうなるのかとい

うことでございます。当然宿泊をこの温泉全体の施設ということで考えていかなければな

らないというふうに思っております。そうなると、当然指定管理委託料の中にも入れなけ

ればとは考えております。ただ、宿泊施設の補助の内容の中に、収益を大きく望むような

宿泊施設の建設は認められていないということから、かかる経費と、それから入る経費同

程度ぐらいということの補助の内容ということから、収支とんとんの指定管理委託料にな

っていくのかなという内容でございます。また、夜間はどうなるのかということでござい

ますけれども、管内のコテージがあるところについては宿泊者に任せておるところもござ

います。そういうところを参考にしながら、夜間については何かあった場合については連

絡をとれるような体制を、指定管理者に連絡をとれるような体制をとるシステムを構築し

ていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 何かまだ煮詰まっていないような答弁ですけれども、結局は温泉施設として

は時間的に指定管理者は、特に夜間の問題、費用の問題はよろしいのです、後でコテージ

の使用料に見合うだけの管理委託料を払えばいいわけですから。ただ、宿泊棟という、宿

泊施設という形、飲食、接待、その他は、コテージだったらするかしないか考え方はわか

りませんけれども、宿泊という形で料金を取って、その温泉施設のところに宿泊した場合

の管理責任、いざ何かあったとき、またその人たちが逆にその施設なりに被害を加えた場

合の管理監督、その辺について、指定管理で温泉は日帰りだから、夕方、夜終わって施錠

したら帰っていいですよと。だけれども、ここではお金で貸しているコテージがあるわけ

ですから、この人たちに貸したほうの責任だとか、もし何かあったときの責任は指定管理

者がどういうふうに持つかということの問題。今何かあれば電話連絡という方法と言いま

したけれども、非常に電波状況悪いのです、あそこ、今後どうなるかわかりませんけれど

も。そうしたら、指定管理者は、帰ってから次の日に出るまでの間に宿泊した人たちの緊

急の連絡のために待機していなければならない。それの費用も見なければならないと思う

のです。その辺、バンガローだ、宿泊するだという話がどんどん変わって出てきましたけ

れども、これから委嘱する指定管理についてはそれまできちっと話して、管理はどうする

のか、施錠して、我々がこの敷地内から出たら一切我々関係ありませんから、あなたの責

任でしてくださいという、そういう責任の問題です。もしそこで火災でも起きたり何かし

たときだとか、いろんな災害、また逆な形で、だれもいない施設に対して窓ガラスを割っ

てふろに入ってしまった。それに対しての責任だとか管理が宿泊者を置くことによってど
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ういうふうに考えているかと、それだけのことです。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 宿泊施設を持つということは、当然今のようなことが想定はされるわけ

でございますけれども、それらも含めた責任の管理のリスク分担ということも考えていか

なければならないというふうに考えております。現在管内でも晩成温泉につきましてはそ

ういう形態をとっておりますし、その収入に係る使用料の中で人件費を見ているというこ

ともありますので、そういうことも含めた中の料金設定をしていけば、夜間の指定管理者

が見る分ということにもなろうかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 わかりました。そうしたら、すべて指定管理に責任を持たせる形で、その辺

の費用も持つということで。一番心配されるのは、今言ったように不在のときに、ほかの

施設もあると言いますけれども、立派な新しい施設です。せっかく泊まって、だれもいな

いのです。何とか新しいふろに入りたいとなったときに、損害的なものが起きた場合にも

指定管理者が持たなければならない状態の契約になってしまうのかと。まさか、今言った

ように施設には宿泊施設も何もないのですから、指定管理者が宿泊棟ができて、宿泊者い

るから、今の温泉施設に泊まるということにならないので、その辺のことが本当に私は、

老婆心かもしれませんけれども、心配なのです。だれかガードマンでも雇って、宿泊者い

るときには施設内を巡回するとかなんとかということにはならないだろうし、ただ先ほど

言ったように宿泊施設、バンガローをどんどんつくっていきたい。そうしたら、その人た

ちが夜中あそこで何をするか、こんな言い方失礼ですけれども、何起こっても全部指定管

理者の責任だと。ならば、その辺のリスク負担も全部指定管理者に、どの程度見なければ

ならないのかということを考えていかなければならないと、こう思っております。それは

わかりました。先ほどの考えでいいですけれども。 

 もう一点、視点が違いまして、町長もいろんな形でこの温泉について長いスパンでいろ

いろ話してきていますので、最後の１点だけお伺いしたいのですけれども、福祉目的と、

最近は特に町長はこれについては福祉目的を前面に出していますけれども、先ほど言った

ように入湯税というのは日帰り70円です。４万人来たら280万、約300万弱がこれは町の税

金として入るのです。私のアイデアとして、それは建てることによって町は入湯税という、

今度は税金が入るわけです。いろんな経費負担、いろんな整備事業債がふえて、それは一

般会計から負担しなければならないのですけれども、温泉事業に関して入湯税というのが

全く新しくできたおかげで、道の駅だとかいろんな施設ではなくて温泉できたおかげで税

金が入るわけです。私のアイデアとして、この入った税金をそのままそっくり、福祉目的

ということになれば65歳以上なのか80歳以上なのかわかりませんけれども、入浴料の減免

というか、年間高齢者に対する割引という形で年間何枚とかと、よく他の町村でもやられ
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ています。今年は、音更町は旅館に泊まるの１人2,000円という非常に高額な負担もしてい

ますけれども、先ほどから計算して、あくまでも500円だ、300円だ計算していますけれど

も、もう少し、全面的に福祉目的でこれをある程度位置づけするならば、町の財政プラス

アルファして出すのでなくて、入湯税として入る分ぐらいの範囲内でもっと高齢者に対す

る入浴の免除というか、来ていただきたいという意思をあらわす考えはないのか、その辺

だけちょっとお伺いしたいのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 まず、１点目、入湯税について500万ではなくて、入湯税を引いたら500万と

いう話ですので、ぜひご理解いただきたい。大体４万人で入湯税250万ぐらいを見ていると

いうことであります。それと、もう一つ、高齢者の割引については、これは私も必要だと

いうふうに思います。ほかの施設でも回数券で10回で12回分とか、そういうふうなやつを

やっています。私は、これはお年寄りの方に対するサービスというか、福祉目的といいま

すか、そういう部分については当然考えていくべきだろうなというふうに思っています。

それがどのぐらいになるのか、それによってまた温泉を利用していただける方がふえるだ

ろうと、それも相乗効果の一つだなというふうに思っていますので、それについてぜひ導

入をしていきたいと、検討ではなくて導入をしていきたいというふうに考えています。 

〇田村議長 ８番、野村議員。 

〇野村議員 ありがとうございます。それであれば、老人、特に高齢者福祉ということで

大きなアピールになりますし、老人はなかなか、足の問題でバス利用するかだれかに送っ

ていってもらうかしかない。そうすると、それに付随して家族がまた一緒に入浴というこ

とで相乗効果も生まれると思うのですけれども、それとまたちょっと視点が違うのですけ

れども、最後に１点だけ。今回過疎債がまた６年間ということで国会を通りまして、その

中に福祉目的だとか医療目的だとかと、今までハードだけの面の過疎債、起債対象だった

のですけれども、今度はいろんな形でもう少し幅が広がって、ソフト事業といいますか、

そういう面でも付加されたというふうに認識しているのですけれども、そうすると今言っ

た温泉のコテージの問題も含めて、コテージではなくて宿泊棟みたいな、そういう起債起

こすような範疇までの範囲なのだろうかどうか、もしそういうことが可能であればそうい

うことも使って積極的に宿泊棟を建設するような考え方はないのかどうか、その点を最後

にお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇佐藤まちづくり政策課長 ただいま過疎債の関係で、過疎計画の絡みがございますが、

今回の通常国会の中で過疎法の関係でいろいろ討論、討議されまして、直近で案内が来て

いましたので、その中でお話しさせていただきたいと思いますけれども、改正法の中でソ

フト事業の範囲が大分広がったということで、地域医療の確保、それから住民の日常的な
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交通手段の確保、それから集落の維持の活性化、市町村計画に定めるものを幅広く対象と

することを規定されたという形でございまして、その中で、ただどういう内容が、どうい

うソフト事業がこれから提示されるか、まだ完全に決まっておりませんので、その通知等

を見ながらこれから検討していかなければいけないかなと考えております。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 先ほど町長のほうから、留真温泉につきましては３万5,000から４万人が一応

見込めるというお話がございました。私も、やり方によっては確かにその可能性はあるの

でないかなと思ってございます。先ほど同僚議員の関係ありましたように、例えば大樹の

晩成温泉、私も月に１回ぐらい入りに行きます。大体45キロから50キロ以内でございます。

336を通っていきますと大体１時間ぐらい。この温泉につきましては、海岸の見える温泉と

いう中で非常にニーズも多いです。まさにお湯は海水でございます。なめますとしょっぱ

いです。そんな関係上、この温泉のよさは何かというと、休憩所がすごく大きくて、そこ

に休憩をする際に物を持ち込んで、食べても問題ありません。さらに、私も行きましたら

１回でなく２回、３回、そこに寝て、そして入浴を繰り返すというような状況をしてござ

います。そんな関係で、それと温泉のすぐそばにコテージもございます。宿泊施設もござ

います。第三セクターでやっている状況でございます、ここも。そんな関係で、非常に十

勝管内では多い温泉だと自覚してございます。 

 そんな関係で、先ほど同僚議員言いましたように、例えば日立建機、さらにサンマルコ、

今回浦幌に進出してきます森永乳業、この辺の関係で、私は留真温泉も月に１回平均で行

っておりました。そういう中で思うと、非常に日立建機の方々が入ってございました。好

んで利用していただいておりました。私は、何回か歴代の町長さん方に、ぜひ上京の際に

は日立、あるいは今回はサンマルコも入りました。さらにまた、関連性持っています浦幌

乳業の関係についても、森永乳業さんがずっと対応してその製品をつくった関係上、日立

の土浦、そこへ行ったり、必ず上京の際行ってくれというお話をしてございました。今回

先ほどから出ているコテージの関係で、これも民間でもし対応いただけるのであれば、そ

の辺もぜひ対応していきたいというお話がございました。私言いたいのは、前回、前に私

質問した中で町長に、うちの役場職員というのは浦幌町の関係のそれぞれの企業関係のセ

ールスマンとして対応しているというのは本当なのですかと確認いたしました。そういう

中で、民間のコテージの関係につきましては非常に可能性あるというのは、私は日立建機

関係はあると思います。それで、町長や副町長、あるいは課長さん方についても、上京す

る際にそういうところに顔を出しているのかと、そしてこのコテージの今回対応される状

況の中でぜひこの施設を作成したいのだと、それにはうちの企業誘致をしていただいたそ

れぞれの方々にぜひこの辺の関係でまたお願いをしたいという、そういった関係を若干で

もお話をされたことがあるかどうか、それについてまず聞かせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 町長。 

〇水澤町長 留真温泉の宿泊関係でありますけれども、先ほども申し上げましたけれども、

特に町独自の宿泊施設を建てることはできないというような、ではかわって民間の方にお

願いをしたいというお話をさせていただきました。これ当初から私たち想定していたのは、

民間の日立建機なり大手の会社の宿泊施設をつくっていただいて、会社の方が泊まらない

ときに一般の町民が泊まれる施設、こういう施設をつくってもらいたいということをお話

をしていました。日立建機さんともお話はさせていただきました。かなり乗り気な部分も

実はありました。しかしながら、この経済危機で一気に崩れまして、現状ではなかなかそ

れが難しいということのようであります。そういう意味では、景気回復になったときにも

再度この話は持ち出していきたいなというふうに思っていますし、年に１回日立建機さん

の本社に参りますので、副社長なり社長も１回こちらに来られたこともありますし、そう

いう話も特に留真温泉の素晴らしさというのをお話をさせていただいておりまして、景気

がよくなって上向きになって、日本経済が立ち直って、また日立建機さんが大きな利益を

上げるようになったときには、この宿泊施設、社員寮含めて保養寮的なものをぜひ実現を

していただければ大変ありがたいなというふうに思っています。これは、日立建機さんだ

けではなくて森永さんにも言えることですし、サンマルコさんにもお願いをすることだな

というふうに思っています。そういう意味で、うまく何かの形で活用できればいいかなと

いうふうに思っています。それと、今町で建てるコテージもありますから、そういうふう

なものも含めて、いろんな配置も含めて今後とも要請活動は続けてまいりたいというふう

に思っています。 

〇田村議長 10番、髙橋議員。 

〇髙橋議員 さすが水澤町長、その関係も含めて説明の中に、私たち同僚議員の質問に対

して一番先にその辺出してもらえば、なかなかあっちいったりこっちいったりしなかった

のでないかなと。私は、そんな意味で、今言われた中身は貴重な浦幌町の本当に数限りあ

る企業でございます。そういった企業の関係、確かに言わるように景気が非常に厳しい状

況の中で、今そればかりではないと思います。これが何年か後には必ずや上向きになると

思います。そういうときに関して、保養地の対応にされても結構だと思います。企業誘致

された以上は、こんなすばらしい留真温泉があるのだよという中身をまずは入ってもらっ

て納得をしてもらう。これは、先ほど言ったように、サンマルコさんにつきましては道内

企業でございますけれども、恐らく何人かの職員の方は入られていると思います。十勝管

内にないすばらしい温泉と私も自覚してございます。また、役場関係の方々も職員の方々

も同じように、先ほど課長さん方も言われたようにたくさんの方で利用しながら、ぜひ留

真温泉を盛り上げていく状況にしたいと思ってございます。町長の今の発言の中で十分わ

かりました。そんな関係上、職員の皆さん方もさらにここで決断をいただきながら、全部

がセールスマンであると、留真温泉の関係でできる中身については、道の駅あるいはいろ

んな施設の中身を通しながら、すばらしい町の留真温泉ができるのだよということの自覚
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を持ってその辺のセールスをやっていくことを願いたいと思います。そんな関係で、最後

にひとつ副町長、どうでしょうね、気持ち、そういう中であるかどうか、ちょっと確認し

たいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 浦幌町も今交流人口の促進ですとかいろんな課題を持ちながらやっており

まして、道の駅も完成しまして、いろんな方に利用していただいています。今回ご提案し

ております留真温泉につきましては、本町にとって道の駅、留真温泉ということで大きな

事業でありますし、逆に言うとこの成否で本町の活性化がどうなるかというような大きな

事業だなというふうに考えています。そういった意味で、当然職員といたしましても率先

して使うということはもちろんでありますけれども、広く町民の方、あるいは町外の方含

めてやはりいろんな意味で宣伝をさせていただいて、一人でも多く浦幌町の留真温泉を利

用していただくと、また浦幌町を知っていただくというようなことを私も先頭になってい

ろいろと職員にお話をしていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほど同僚議員のほうから福祉の器具のことでご質問ございました。私もち

ょっと気になるものですから、１点ほど聞かせていただきたいと。福祉器具なのですけれ

ども、それを設置していただくのはありがたいのですが、それを使用する際、どのような

形の中で許可というか、認めるというか、その辺のことについて１点聞かせてください。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 福祉器具ということで、利用形態でございますけれども、リフトは家族

ぶろの中に備えつけということになるかなと思います。許可するとかの関係につきまして

は、申し込みを事前にしてもらうことになろうかなと思います。１回使った後、掃除を必

ずしなければならないということもありますので、来てすぐ使えるということには多分な

らないのかなと、今感じはしていますので、できればそういう事前に連絡をいただけるよ

うな体制をとっていかざるを得ないのかなと思います。一遍に何人も来られたら入れない

という状況もありますので、そこら辺は今後今言ったような内容も含めて検討していきた

いなと思ってはおります。あと、リフトの使用の関係については、簡単な操作でできるよ

うな器具をということで今選定をしている状況でありまして、その利用の方法につきまし

ては指定管理者と十分打ち合わせをして、指定管理者が責任を持って使い方の指導とか、

そういうことを委託をしていくということになろうかなというふうに思ってはおります。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今説明でわかるのですが、その人の状況によって、形態によっていろいろ変

わると思うのです。それから、一人で行って、ある程度そういうことの理解していただけ
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る、それから家族が弱くて、なかなかそういう知識がなくて、だけれども入れてあげたい

という人がおりますので、その際に基本的にそういう、医療器具とまでは言わないのでし

ょうが、何とか士とつく人が要るのではないかなと私考えることがあるのですが、場合に

よっては。その辺のことについても、対象の方が障害の方もいればお年寄りの方もいるだ

ろうと、そういうところに入りたいけれども、足腰が弱くてなかなか、例えば先ほど言い

ました老老介護みたいな形の中でなかなか入れてあげられないという人の場合には、それ

を使う場合にそういった知識のある人が、間違いを起こさない知識のある人がやっぱり必

要になるのではないのかなということで、そういうことに関しての、先ほど指定管理者の

中でというお言葉がございましたけれども、そういうところで明らかにしておいていただ

かないと使う分においてはまずいのではないかという感じがいたしますが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 この簡易リフトの関係の使用につきましては、指定管理者の中に介護人

のような方の設置は考えてはおりません。通常このリフト等を使うに当たっては、温泉に

限らず各家庭の中でも介護人、付き添いの方がおふろに入れていられるのかなというふう

に思います。温泉を利用する場合においても、やはりそういう介護人の人が温泉に入りた

いということで来られた場合はこれを使えるかなと思います。ただ、一人で来て、入りた

いという方については、ふだんから一人で入られているので、わざわざ温泉まで来たら、

十分一人で入られる体力というか、運動能力を持っているので問題はないと思いますけれ

ども、介添え人がふだん必要な方については温泉に来られても付き添いの方と一緒に入っ

てもらうような形になろうかなというふうには思っております。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 申しわけありません。先ほど言いましたように障害者につきましてもお年寄

りにしてもいろいろあるという中で、来れば入れるだろう、一人で来る人は勝手に入るだ

ろうと、そういうスタイルでは恐らく施設としてはだめなのではないのかなと思います。

できればそういう人たちはなるべく人の世話になりたくないと、できれば自分で入りたい

というのは、だれに言われることなく私は持っていると思うのです。でも、どこかで施設

がその人たちに合わない場合があります、いろいろなものが。そのときには、今言われた

ような介護器具が必要になるのです。ですから、私はその辺をちょっとお聞きしただけで

ありますので、その辺について、まだこれから施設つくるわけですから、多少はそういっ

た、うちのはちょっと違うのですが、そういった形の中でいろいろな対応のできるような

形というのは、つくってしまったらできません。つくる前でしたらいろいろ考えられます。

そういうところにお問い合わせを願って、スタッフの中にちょっと言っていただければ私

はありがたいと思いますし、介護の場合については私もそれ以上は、先ほどないと、一番

先のときにしないと言われましたので。ただ、今後そういうことができたときには考えて

いただけるかどうかだけお聞きします。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇前田産業課長 指定管理者の中に介護人の設置ということは、考えてはおりませんし、

できないのかなというふうには今思っております。この器具を使うということについての

指導というか、そういうものについては、適切な器具の使用の方法を指定管理者に熟知を

してもらいながら利用してもらうということになろうかなと思います。器具もいろいろあ

りますようで、オールマイティーな器具と、それからその人にだけしか使えないような、

そういうこともいろいろあるというふうに聞いております。今そういうことも含めて、だ

れでも使えるような器具ということで選定作業をしているということでございます。ただ、

先ほども、繰り返しますけれども、温泉の中に介護人を設置するということは現在考えて

おりませんし、できないということでご理解願いたいというふうに思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 これは、リフトつきの車いすで入れるおふろということですから、それとこ

れは家族ぶろの中に設置するということでして、家族と同伴で来た人に使用してもらいた

いというのが大体の想定範囲だろうというふうに思います。これは、あくまでも温泉施設

ですので、介護施設ではございませんので、そこに介護士を必ず常駐させておくというこ

とにはなかなかならないだろうというふうに思います。家族の皆さんと温泉を楽しみたい

という方に家族と一緒に入っていただいて、手助けをいただきながら車いすの方も温泉を

利用して楽しんでいただく。当然体も洗わないとならないわけですから、その人たちにも

家族と一緒に手助けをもらいながらやっていくというのが基本ではないのかなと。ただ、

それを施設で介護士を常駐させてやるということは、なかなか難しいだろうなというふう

に思います。それだけの余裕があれば一番いいのですけれども、そういうことには今この

温泉経営する中ではならないだろうというふうに思います。ぜひ家族の皆様、また介護し

ていただいている方と一緒に温泉を楽しんでいただければありがたいなというふうに思っ

ているところであります。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめて延会とし、３月17日午前10時から

本会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会とし、３月17日午前10時から本会議を開くことに決定

をいたしました。 
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    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会いたします。 

延会 午後 ５時３７分 


