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開議 午前１０時００分 
     ◎開議の宣告 
○田村議長 ただいまの出席議員は、13 名です。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 議事につきましては、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いい

たします。 
 
     ◎日程第１ 議会運営委員長報告 
○田村議長 日程第 1、議会運営委員長報告を許します。 
 杉江委員長。 
○杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 
 平成 22 年第 4 回浦幌町議会定例会、本日 12 日の運営について報告いたします。 
 7 日午後、議会運営委員会を開催し、本日の運営について協議をいたしましたので報告

いたします。 
 本日は、諸般の報告、行政報告に続き、一般質問であります。一般質問は、岡田愛啓議

員、杉江博議員、河内富喜議員、森秀幸議員、二瓶隆議員、中尾光昭議員、福原仁子議員、

髙橋利一議員の 8 名より 9 項目の通告がなされております。 
 質問順につきましては、通告順に指名されるよう議長に申し入れております。 
 なお、本日は、年 1 回の日曜議会であります。議員、理事者ともにわかりやすい質疑に

心がけていただきますとともに、活発なる審議を期待しております。 
 一般質問終了後は、議長提出意見書 1 件、議員派遣、所管事務調査等であります。 
 議員各位のご理解賜りますようお願い申し上げ、議会運営委員長報告といたします。 
○田村議長 これで、議会運営委員長報告を終わります。 
 
     ◎日程第２ 諸般の報告 
○田村議長 日程第 2、諸般の報告を行います。 
 平成 22 年 12 月 6 日から 11 日までの議長等の動静につきましては、諸般の報告として

お手元に配付のとおりでありますので、ごらんおきを願います。 
 これで諸般の報告を終わります。 
 
     ◎日程第３ 行政報告 
○田村議長 日程第 3、行政報告を許します。 
 町長。 
○水澤町長 行政報告をさせていただきます。 
 平成 22 年 12 月 6 日から平成 22 年 12 月 11 日までの町長等の動静につきましては、お

手元に配付のとおりでありますので、ごらんおき願いたいと思います。 
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 2 のその他については、特段ございません。 
 以上で、行政報告とさせていただきます。 
○田村議長 これで行政報告を終わります。 
 
     ◎日程第４ 一般質問 
○田村議長 日程第 4、一般質問を行います。 
 通告順に発言を許します。 
 初めに、12 番、岡田愛啓議員の質問を許します。 
 12 番、岡田議員。 
○岡田議員 私は、本定例会に小児用肺炎球菌ワクチンの接種についてを質問させていた

だきます。 
 細菌性髄膜炎は、いつ、だれが、かかるかわからない、子どもの命にかかわる恐ろしい

病気です。 
 原因は、Ｈｉｂ：インフルエンザ菌ｂ型が 6 割を占め、肺炎球菌が 2 割から 3 割を占め

るなど細菌が 90％を含め、脳や脊髄を包む髄膜の奥まで入り込んで起こる病気で、時には

命にかかわったり、重い後遺症が残ったりすることもあり、日本では、毎年 1,000 人の子

どもたちが細菌性髄膜炎にかかり、尊い生命を失っています。 
 細菌性髄膜炎の恐ろしい理由は、早い段階で診断がつきづらいこと、治療が難しい、命

にかかわることがあり、重い障害が残りやすいなど細菌性髄膜炎の恐ろしさを再認識して

いただきたい。 
 小児の肺炎球菌感染症を防ぐためには、小児用肺炎球菌ワクチンの接種が最も有効であ

り、生後 2 カ月ないし 6 カ月で 1 回目の接種が始まり、2 回目、3 回目では 27 日以上の間

隔を空け 1 歳未満までに接種行い、4 回目は 12 ないし 15 カ月の接種が標準のスケジュー

ルとされています。 
 全額自己負担で 1 回にかかわる費用が 7,000 円から 8,000 円が平均で、標準的な回数が

4 回で、Ｈｉｂワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンを接種すると、いずれも 4 回の場合

では約 6 万円から 7 万円かかると言われております。 
 自己負担を軽減しようと、国がＨｉｂ小児肺炎球菌ワクチン・子宮頸がんワクチンの補

助を「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」として、11 月に今年度の補正予算で

Ｈｉｂ小児用肺炎球菌ワクチン及び子宮頸がんワクチンが、Ｈｉｂ小児用肺炎球菌ワクチ

ンの接種に着手しています。 
 我が町も少子高齢化の中、次世代を担う子どもたちの尊い命を細菌性髄膜炎から守るた

めにも、早急な体制整備の必要性が望まれています。 
 平成 22 年度の予算審議でも同様の質問をさせていただき、町長は前向きに取り組み、

今年度中に結論を出すとの回答がありました。実施に向けての考えをお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
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 町長。 
○水澤町長 岡田議員のご質問にお答えいたします。 
 小児用肺炎球菌ワクチンの接種についてでありますが、まず先に細菌性髄膜炎について、

小児の罹患率、原因についてご説明いたします。 
 細菌性髄膜炎とは、脳や脊髄を覆っている髄膜に細菌が感染して発症する病気です。小

児の細菌性髄膜炎のうち、約 50％は、ｂ型インフルエンザ菌（通称ヒブ）が原因で、約

20％は肺炎球菌が原因と報告されており、罹患率は、ヒブで 5 歳未満人口 10 万人当たり

8.6 から 8.9 人で、発症者数は全国で年間約 600 人、肺炎球菌では、5 歳未満人口 10 万人

当たり 2.9 人が罹患していると推計されています。 
 ヒブや肺炎球菌は、常在菌で、人から人へ感染します。咳やくしゃみなどの飛沫を介し

て感染しますが、ほとんどの人は無症状キャリアとなり発症はしません。一部の人で、菌

が鼻やのどで増殖し、それが何らかの原因で血液中に入りこみ、髄膜炎や敗血症などの感

染症を起こす場合があります。ヒブや肺炎球菌が原因で起こる髄膜炎は、予後不良になる

場合が多く、てんかん、難聴などの後遺症を残す場合も多いことがわかっています。 
 発症する確率は低くても、発症すると重度の後遺症を残す可能性が高いことから、ＷＨ

Ｏでは、全ての地域でのワクチン接種の実施を勧告しており、世界で 100 カ国以上がワク

チンの導入をしているのが現状です。 
 アメリカを初めとするワクチンを導入した多くの国では、細菌性髄膜炎の減少が報告さ

れており、効果が実証されておりますが、ヒブワクチンも肺炎球菌ワクチンも輸入ワクチ

ンであり、日本で承認され、接種を開始してからまだ一、二年であるため、国内の調査研

究データがまだ出ていない状況であります。 
 予防接種は、予防接種法に基づいた定期接種と予防接種法に基づかない任意接種があり

ますが、ヒブワクチンや肺炎球菌ワクチンは、任意接種ワクチンであり、個人の判断にゆ

だねられる任意予防接種に位置づけられます。 
 乳幼児期に接種する定期予防接種は、種類や回数も多いため、ヒブワクチンや肺炎球菌

ワクチンは、定期接種の時に合わせて実施することが可能となっております。体の小さな

乳児に、数種類の予防接種を同時に接種することになる場合もあるため、効果や副作用な

どについて十分理解した上で、保護者が接種の有無をみずから決めることができるよう、

十分な情報提供のもとに接種できる体制が必要であると判断していることから、ヒブワク

チン、肺炎球菌ワクチン接種事業の実施については、平成 23 年度から実施して参ります。 
 以上、岡田議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
 岡田議員。 
○岡田議員 理事者の方から前向きなご答弁をいただいたわけですけれども、二、三ご質

問をさせていただきたいわけですけれども、本町で今までヒブワクチン、それから小児の

球菌ワクチン、まだ実施されていないのですけれども、それに対象となる生後 2 カ月以上
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5 歳未満までの対象乳児、児童ですね含めて何名いるのか。 
 それから、それにかかわる費用があると思うのですが、多額な費用がかかると思うので

すが、それのかかわる経費をお聞きしたいと思います。 
 それで今国会補正予算で 2,000 億の金を、この子宮頸がんワクチン、それからヒブ、小

児用肺炎球菌ワクチンの 3 種ワクチンに補助対象となったわけです。というのは、国がそ

れだけ必要であるということを認めているのが事実でありまして、それは 23 年度からじ

ゃなくてもう既に今年度から実施の方向性を国が示したわけですから、町村でも十勝管内

の各町村、今の段階で実施計画も含め、実施している町村も含めて現段階で池田町、本別

町、帯広市、芽室町と既に方向性も含めて既に行われております。 
 先に行われました第 3 期まちづくり計画の中で、第 3 章に定住促進のための重点プロジ

ェクトに提案された、重点プロジェクト 1 の中に「子どもを産み育てる環境整備の充実」

ということで、浦幌で子どもを産み育てたいという部分で重点プロジェクトの中に盛り込

まれました。それも含めて来年、実際は子宮頸がんワクチンだけがその 3 期まちづくり計

画に盛り込まれて、ヒブと小児用の肺炎球菌ワクチンは盛り込まれなかった、それはなぜ

盛り込まれなかったのか。これだけ必要とされているものがなぜ盛り込まれなかったのか

答弁をいただきたいと思います。 
 それと本年度中にぜひ細菌性髄膜炎にかかった子どもたちの約半数がまだゼロ歳ですか

ら免疫力がないという部分含めまして、今早急に対応するということが必要でないかなと

思います。かかってからではもう遅いという、子どもたちは、全員の子どもたちがそれに

対しての抵抗力もないわけですし、体内には常に病気を抱えながらいるというのが現状だ

と思います。 
 発症の多くは、ゼロ歳から 5 歳までという部分も含めまして、非常に危険性があるとい

う年齢、その分含めて答弁願いたいと思います。今年度実施に向けても含めて、答弁願い

たいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 まず 1 点目の本町におけるヒブ、肺炎球菌の対象人口でございます

けれども、こちらの方で押さえている対象人口につきましては、5 歳未満までの人口で 187
人の方が対象人口というふうなことで押さえております。 
 また、それらの方々に肺炎球菌、ヒブワクチンの接種をする時の経費といたしまして、

今試算している部分では、初年度につきましては 5 歳未満の方まで全員給付なことになる

と思いますので、その経費を入れまして肺炎球菌につきましては、約 350 万円というふう

なことになると思います。そのうち、約 157 万円ほど国の方から補助が入るというふうな

形になってくるというふうに思っております。 
 また、ヒブワクチンの部分につきましては、対象年齢が同じということですので、それ

らの子どもたちにかかる接種の費用といたしましては、約 250 万くらいというふうに押さ
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えております。そのうち、110 万くらいが補助として交付されてくるというふうなことで

押さえております。 
 早期実施ということでございますけれども、保健福祉課の方といたしましては、町内の

医院での実施を予定しておりますが、生後 2 カ月からの接種ということになることから、

保護者によっては専門医での接種を希望される方も予想されるというふうなこともありま

して、町外の小児科医の確保というふうなことも業務対応として出てくるのかなというふ

うに思っておりますので、そういうところの部分もまた進めていくというところにもちょ

っと時間が必要かというふうに思っておりますし、またヒブ、肺炎球菌の接種につきまし

ては、病院の日常診療の中に組み込んでもらうために、病院での接種体制、予約受け入れ

だとか、受け付けの体制、あと他ワクチンとの接種日の調整、あと接種効果、任意接種に

おけるリスク等の説明など、病院としての対応について体制を整備してもらうのにも時間

が必要ではないかというふうなことと、あとワクチンの種類によっても接種時期も違いま

すし、また、これまでのワクチンに加えて新たにワクチン接種の部分を追加するというこ

とで、事故防止への留意など、病院としての対応についても十分整備をしていただくとい

うふうなことについて時間がかかるというふうなことから、ヒブ、肺炎球菌の接種の部分

につきましては、23 年度からの実施ということで進めさせていただきたいというふうに考

えているところです。 
 また、重点プロジェクトにおいて、子宮頸がんの接種を盛り込んでおりましたけれども、

肺炎球菌、ヒブワクチンの接種を盛り込まなかった理由ということでございますけれども、

私らの方といたしましては、検討段階の中で、今おたふく風邪と水痘と任意接種をしてい

るところですけれども、これらのおたふく風邪、水痘の部分についてもかかれば死亡とい

う、実は副作用として難聴だとか、そういうふうな後遺症が残るというふうなことも含め

て、そちらの方を優先させてもらいたいというふうな考え方で、重点の方では子宮頸がん

ワクチンのほかに水痘、おたふく風邪のワクチン接種の部分の無料化を先行させていただ

いたところでございます。 
 今回のヒブ、肺炎球菌の部分につきましては、国の施策等の流れも受けながら、23 年度

から進めさせてもらいたいというふうな考え方でおりますので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○岡田議員 今、課長から答弁をいただいたわけですけれども、既に医療機関ではその体

制が整っていると聞いています。国がこの補正予算で事業を出すということは、その体制

も整っているから事業を出すということに踏み切ったとも聞いておりますので、あまりに

も対応の遅さというのか、それも含めて整備できていなきゃならない部分がなぜできてい

ないのか、これはいろいろな部分含めて、ちょっと職務怠慢じゃないかなと私は思うわけ

ですよね。 
 もう少し早い段階にも国の事業が 11 月に決定しているのですよね。その前段でもう恐
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らくある部分の調査も含めてできていなきゃならないのに、これから調査すると言ったら

どういうことになるのか、それをやはりそこでもし子どもが一人でも発症したらどういう

ことになるか、それをやはりきちっと考えるのが、やはり私たちの仕事、使命かなと思う

のですよね。 
 それを未だに、これから調査をしてということはどうなのか、すごい疑問を持ちますし、

私が本当にこの部分で 3 期まちづくり計画でなぜ質問しなかったかという部分もあります。

その時は、まだ国の緊急対策の部分での補正予算も決まっていませんでしたし、決まって

からでいいなという部分もありましたから、今回質問させていただいたわけですけれども、

既にご承知のように、金額的に可能性がある、いつかかっても恐ろしい病気で 187 人もい

るわけですよ。 
 その部分を考えると、なぜ早急な対応ができないのか、それだけの子どもたち、要する

い私は命とお金という部分で、こういう話はしたくないけれども、やはりその辺の対応が

あまりにも遅すぎるのではないかということ、もう既に補助金があるから、もし父母の方

から今接種したいですよと言われた時に、その対応できるはずだと思うのですよね。 
 それは、あとから申請の手続きはなんぼでもできるわけで、そこからでも始まれるのか

なと思うのですよね。その体制すらできていないということはどういうことなのか。 
 あとから福原議員の方からも子宮頸がんワクチンの話も出ますけれども、その部分も含

めて、おそらく 3 月からという、4 月から新年度からという話になるかと思いますが、ま

だ新年度までいくのに 3 カ月も 4 カ月もあるわけですから、その部分で受けようとしてい

る母親の方にすぐ対応できるような方法は、病院側でもすぐできていると思いますので、

もうワクチンも十分にあるという話も聞いています。 
 それも含めて、即対応できるのかできないのか。ほかの町村では、もうこれは必要だと

いうことで、多くの町村が特に道内、ほかの府県から見ますと道内非常に多いという話も

聞いていますので、それも含めて本当にそういう部分の、本当にこのワクチン、ヒブと小

児用肺炎球菌ワクチンの必要性、それから子宮頸がんの必要性、これを改めてですね、再

認識する前に、まず実施するということが一番大切かなと思います。 
 ぜひ実施してくださいと、一つ文章流せばいいことじゃないですか。それに伴って、あ

と書類整備していけばいいわけで、そういう難しい、そんな難しい話ではないと思います

が、その辺も含めて年度内の実施はぜひやっていただきたい。これだけは、ここで約束し

てほしいなと思うぐらいですので、その辺も含めて、お金のかかる部分 167 万、恐らく子

宮頸がん入れるともっとかかると思いますが、それも含めて執行するのは理事者ですので、

理事者の答弁願いたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 子育て支援の問題につきましては、私どもとしても大変重要だというふうに

考えて認識をしているところであります。第 3 期まちづくり計画につきましては、水痘と
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おたふく風邪、これは子育て支援というか、子育てをする子どもたちの予防をするという

費用を援助するということで、子育て支援として対策をつけていただきました。 
 なぜ、このヒブと肺炎球菌がないのかという話だろうと思いますけれども、私どもとし

てはやはり子どもたちがなる可能性の高い、そして必ず、必ずと言いますか、予防接種の

する可能性が高い、しなければならない部分、これをやはり優先すべきだろうということ

で水痘とおたふく風邪、そして子宮頸がんワクチンの 3 つの予防接種ワクチンについて全

額助成を盛り込みました。 
 国は、緊急補正予算ということで、国はいろいろ今話題になっている、このヒブと肺炎

球菌の部分について、国が緊急対策としてやるということになりました。私どもとしては、

その対策には応じて、平成 23 年度からやりたいというふうに考えて、今あえて答弁をさ

せていただいております。 
 なぜ 22 年の途中からやらないのだというお話でありますけれども、やはり簡単に言わ

れましても、うちは接種する病院との交渉もあります。どのようにして費用負担をするの

かという部分もありますし、より子どもたちにやはり、これ任意接種ですから、法定接種

でありませんので、親御さんたちにきちんと説明しなければならないという部分がござい

ます。 
 そういう面では、きちんとそういう体制を整えながらやっていく必要があるだろうとい

うことで、23 年度からの予防接種費用補助ということをさせていただいておりますので、

ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。 
〔「課長何かありませんか」の声あり〕 

○田村議長 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 私らの方もこれまで何もしていなかったということではありません

し、町内の医院ともお話をさせてもらった経過も含めて、いろいろ調整させてもらわなけ

ればならない時間も含めて必要だというふうなこともあって、23 年度からの実施というこ

とで判断させてもらいました。 
 そういうことも含めて、ご理解をいただきたいというふうに思います。そういうことで、

非常に対応が遅いのではないかというご指摘も含め、怠慢ではないかというご指摘も受け

ましたけれども、何もしていなかったということではありませんけれども、こちらの方と

しても十分な力を出し切れなかったという部分では申しわけなかったと思っておりますが、

病院としてのそういうふうな協議の中で、時間も必要な面があるというふうなことでお話

いただいたところもありますので、この辺の部分をちょっと調整させてもらいながら進め

ていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 
○田村議長 これで岡田愛啓議員の一般質問を終わります。 
 次に、5 番、杉江博議員の質問を許します。 
 5 番、杉江議員。 
○杉江議員 通告に従い、質問をさせていただきます。町内山林の保全対策ということで
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伺いたいと思います。 
 本町は、面積の 76％が山林であり、緑豊かな自然に恵まれ、町内供給の水資源も有し、

貴重な自然環境の中にありながら、裸山いわゆる未植栽地が目立ち始めています。木材価

格の低迷など経済環境の悪化が大きな要因と考えますが、定住対策を主政策として策定さ

れた第 3 期まちづくり計画の実現のためにも、緑を守る、水を守る、水から土地を守る、

資源豊かな海を守る必要があると考えます。 
 国は、森林の多面的機能の発揮、雇用創出、山村地域の活性化、低酸素社会構築への寄

与などをテーマに、森林、林業基本政策の骨子を打ち出しました。 
 これらのことを踏まえて、次の事項について伺います。 
 合法木材の扱いと無届け伐採の実態、林地流動化の実態と今後の対応、皆伐後の未植栽

地の実態と支援対策は、林道確保のための林地取得の考えは、フォレスターや施業プラン

ナー、林道作設オペレーター等の技術者の育成支援はどのようにするのか。 
 以上 5 点について、伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 
 国では、平成 22 年 11 月 30 日に森林・林業再生プラン推進本部において、森林林業基

本政策検討委員会の最終取りまとめの報告が行われ、これまでの森林・林業施策は森林造

成に主眼が置かれ、持続的な森林経営を構築するための施策、体制を作らないまま森林整

備を広く支援した結果、施業集約化・機械化の遅れ・木材供給体制の脆弱・森林所有者の

林業への関心の低下という悪循環に陥った状況となっております。この状況を抜本的に見

直し、新たな森林・林業政策を構築し、10 年後の木材自給率 50％以上を目標としており、

浦幌町では一般民有林約 30,851 ヘクタールを有し、町内山林の保全対策が重要となるも

のと考えております。 
 1 点目の合法木材の取り扱いと無届伐採の実態についてでありますが、伐採届出や森林

施業計画に基づき、伐採を行った木材については、工場に納材する際、またその木材を加

工し工場から出荷する際には、認定事業者において合法木材であることを証明した書面を

発行しております。浦幌町内における木材については森林施業計画に基づいた伐採を行っ

ていることから、合法木材として市場に流通しております。 
 無届伐採の実態としては、伐採届出は市町村に義務づけされており、届出の際には森林

組合と連携をとり、適合通知及び適合旗を交付しております。十勝地区伐採巡視活動とし

て、道・振興局を中心として、町、森林組合、森林保全巡視指導員と協力しパトロールに

あたっており、把握している中では、無届による伐採はないものと思われますが、万が一

発見した場合には、道・振興局と連携をとり適切な指導に努めて参ります。 
 2 点目の林地流動化の実態と今後の対応についてでありますが、道内及び管内において、

一部、外国資本により山林が取得されていると報道され、全国町村会においても森林買収
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を不安視する声が高まっていることを踏まえ、森林が有する公益性や公共的価値を維持す

る観点から、貴重な森林資源が損なわれる恐れがある場合には、必要に応じ法的整備を含

めた対策を検討することとしております。なお、本町における外国資本への森林売買の実

態はありません。今後は、道との連携を図り情報収集を行って参ります。 
 3 点目の皆伐後の未植栽地の実態と支援対策についてでありますが、道発行の森林資源

データによると、平成 21 年度末時点で企業による開発区域以外の一般民有林で約 859 ヘ

クタールの伐採跡地があります。その内、約 613 ヘクタールについては、森林施業計画を

作成しており、今後、計画的に植栽及び天然更新が行われるものであります。 
 残りの約 246 ヘクタールの未植栽地については、森林施業計画が作成されておらず、植

栽等の計画が未定な状況であります。今後は、森林施業計画の作成、指導を行いながら、

造林支援対策として補助事業を継続して行うよう道に要請して参ります。 
 4 点目の林道確保のための林地取得についてでありますが、現在、町の林道は 23 路線あ

り延長 68,840 メートルであります。町有林及び民有林を含め、施業に必要な基幹林道で

あり、現在は行きどまりの路線はなく、林地取得は完了しております。 
 民有林につきましては、隣接する所有者同志の協議により施業を行うことが基本である

ことから、林地取得は相互で行うものと考えており、また、相互の施業を集約化すること

により作業コストの減額や路網に対する不便さも解消できることと思われます。 
 5 点目のフォレスターや施業プランナーについてでありますが、不在村化や世代交代等

により経営意欲が減退した森林所有者の森林施業・経営を集約化し、地域全体の森林管理

を進めていく必要があると思われます。 
 現在、森林組合に 1 名の施業プランナーが在籍しており、森林所有者に対して積極的な

施業推進である計画書の作成などを行っておりますが、今後とも道・森林室普及課と協力

し、さらなる支援をしたいと考えております。 
 また、林業機械オペレーターや森林作業員に対する資格取得助成や作業リーダー育成研

修等を北海道造林協会森林整備担い手センターにより実施されており、今後も情報収集・

発信を行いながら資格取得者の受講を促進して参ります。 
 以上、杉江議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○杉江議員 ただいまの答弁でありますけれども、道に要請するとか、道の主要機関と相

談するというような答弁に終始してですね、新たな積極的な取り組みをするというような

様子はうかがえません。 
 浦幌町は、ご承知のように、土地が 72,000 ヘクタールですか、そのうち 54,000 ヘクタ

ールくらいが山林だと、その中で道有林が 23,000 ヘクタールくらいですか。残る 31,000
ヘクタール、町有林 3,300 も含んでいると思いますが、これ 31,000 ヘクタールはですね、

農地にすれば 3 倍以上の面積ですね、民有林だけでもね。 
 そういう貴重な山林を抱えていてですね、いかに山、木が大事かということで少しお話
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をさせていただきたいと思うのですが、ご承知のように、森林の重要性として、木材の供

給はもちろんのことです、水資源も含めて、また二酸化炭素の供給、それから植物多様性、

機能そういうこと含めて非常に海にも影響があるというふうに思っております。 
 また、そのいい例としては、えりもの海が昭和 20 年代に赤茶けた、漁師でありながら

皆さん出稼ぎで生計を立てていたという状況は、ＮＨＫのプロジェクトＸでも放送されま

した。新聞にも載りました。記憶にあると思います。 
 一漁師の方がこれではいかんということで、20 年代、我々の近くもそうですが、薪炭林

としてまきや炭に丘を切り尽くした、海岸ですからね、木の再生はなかったのですね。砂

漠化していった、そこに木を埋めなきゃ駄目だと言って、植え始めた人が植えても枯れる、

海藻を持ってきて丘に引いて、ようやく木が育つようになった。その仕事を 50 年も親子

二代にわたってやってきた、もちろん地域の人も後にはお手伝いもしたし、行政も支援を

した。 
 今、その 50 年の実が、努力が実って、緑の山と青い海が戻って、昆布、魚がとれるよ

うになった。これはＮＨＫのプロジェクトＸ、有名な番組でも放送され、記憶に残る感動

的な事例として再放送もされております。 
 また、町長も海に詳しい方ですからわかると思いますが、シベリア大陸から流れてくる

アムール川の水ですね、北方領土周辺でオホーツク海に出るのですが、流氷とともに魚が

獲れると言われております。アムール川のミネラル豊富な真水がオホーツク海に入って、

真水ばっかりが凍って流氷になる、それに養分豊富な水が含んで南下してくるので、ご承

知のように、羅臼などではスケソウ御殿と言われるような、冬に大量な魚が獲れる、そう

いう状況があります。 
 森林の重要性というのは、そういうところにあるのだと思うのですが、いかに森林が重

要かという中では、新聞近ごろ大きく載っております。新聞に、「土地購入野放し日本」大

きな見出しで載っております。これはもう本当に最近のニュースです。 
 先ほどの答弁でも町内には外国資本の土地の買収はないという報告されました。道は、

これも道議会で質疑になっておりますし、それからこれもＮＨＫのクローズアップ現代で

全国版で放送されました。特に北海道に多いという事例で、道の報告ですけれども、33 カ

所に及んで 820ヘクタール、外国の個人や企業が既に買収しているということであります。 
 そういう中で、ご承知の町おこしでスノーパウダーで売り出したニセコ町が、たくさん

の外国人に買収をされて、山林だけではないようでありますが、15 カ所の地下水含む水源

地、これがよその人の手にわたっている、そういう実態が報告されております。 
 そのうち、民有林の 5 カ所を買収した、2 カ所外国企業に押さえられている土地を 1 カ

所を今ほぼ合意に達して買い戻しできる、そういう手を打たなくてはならなくなっており

ます。 
 関東地方でも水源地狙いの森林買収も既に発生しているというふうに聞いています。民

間所有の土地は、いつ、どこに渡るかわからないということで、ニセコ町は、地下水くみ
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上げについても条例を制定する、届け出義務を課し、大量取水は許可制にする、それだけ

逼迫した状況に道内ではなってきているのです。 
 我が町でも 300ヘクタールのまとめ買いの問い合わせがあるというふうに聞いておりま

す。これは外国企業かどうかはわかりません。わかりませんが、そういう状況になってい

るということであります。 
 ヨーロッパでは、森林は公共財産という認識が強くて、住民にもそういう意識がありま

すが、日本では、土地の私有財産権が強固に保護されておりまして、伐採について届け出

が植林についても義務化だと言いますけども、何の強制力もありません。ザル法だと言わ

れているのですね。このことが、先ほど報告のあった、答弁にあった多くの未植栽地を生

む原因になっております。 
 民有林にですね、国の補助金、道の補助金、また我が町は、町でも植林について補助金

出しています。私は、そういうことを盾にですね、やっぱり強力な法整備をして、きちっ

と規制していく必要があるのじゃないかというふうに思っています。 
 また、今我が町で地籍調査やっております。地籍調査いつやってくれるのだ、住民の対

話集会でもそういう要請がありました。しかし、外国人に土地が渡ったら地籍なんか、境

界の確認なんかできないのですから、こういうことも困難になってきますね。 
 そういうことも含めて、過去を顧みればですね、我が町も温泉利権で何千万ってお金を

払って買い戻した、大きな労力も費やしました、そういう経過もあります。資源の確保、

あるいは保全というのは、そういうところにも影響している、私は、そういうことが後に

なって大金使うより、先にそういう支援策をやっていく方が有効ではないかなというふう

に考えるのです。 
 そういう面からも、できれば条例制定をできるだけ早くやるような考えはないのかなと

いうふうに思います。また林地の流動化でありますが、未植栽地問題、近年、隔世での財

産利用しかできなくなりました。40 年代には、分収造林と言って業者に植えてもらい、管

理してもらい、収入わけましょうと、5 対 5 でわけたのかどうかそれはわかりません。 
 いろいろな状況あると思いますが、この分収造林が植えた時は 30 年、35 年でお金にな

ると思ったのですね。今は 40 年を越さなかったら売れないし、市況の関係で売らない、

そういう中で今皆伐して植えても、次の息子たち、子どもたちに収入としてならないで負

担だけかかる、そういうことが次の植栽が進まない大きな原因だと思うのです。 
 これは社会情勢ですから仕方ないのですが、そういうことも含めて、特に浦幌の事例も

分収造林の分の造林が進んでいない、そんなふうなことも聞き及んでおります。土地を放

置しないで、引き受け手を探し、そういうところに支援をして造林を進めていく、そうい

うことも今後考えていったらどうなのかなというふうにも思っております。 
 そんなことを含めてですね、先ほども答弁の中でありました、国の森林林業基本政策検

討委員会の骨子を発表の中で、森林計画制度の見直し、市町村森林計画のマスタープラン

化、森林経営計画、これは所有者ですが、の計画の創設、新たに制度をつくるということ
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であります。計画作成者を対象に森林管理環境保全直接支払制度の導入、これはですね、

今も米、畑作について直接払い、所得保障なんて言っていますけども、政権変わればどう

なるかわかりません。ただ現政権での今の骨子案であります。 
 また、森林の取り扱いルールの見直しということで、無秩序な伐採、造林未済地の防止

強化の命令の新設、また先ほど申し上げましたけれども、代行などによる森林施業の確保、

これは森林組合等に管理、委託をし、育てていくよという制度でありますけども、次に、

低コスト化に向けた路網整備等の加速、先ほど答弁の中で、浦幌町は行きどまりの道路は

ない、これは結構なことです。随分早くから浦幌町は路網整備、随分進んでいたと思いま

す。そういう中では、対応しなくても現状では大丈夫だということでありますから、結構

なことだと思いますが、次に、事業体や人材の育成ということを掲げております。 
 これらのことを視野に入れて、浦幌町も先ほど申しましたような資源の保全のために、

条例の制定などを今後考えていかないのかなということ、それから林地の流動化というこ

とで、植えられない人にそういう土地を買っていただける人を探しながら、できるだけ裸

山を少なくする対応、それから林業整備計画のマスタープラン、これは常に浦幌町もやっ

ていると思いますが、今申し上げた要素を吸収して、できるだけ早く具体的なそういうプ

ランをつくる必要があるのではないかというふうに思います。これらのことについてお伺

いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 杉江議員の質問に対して、答弁をしたいというふうに思っております。 
 まず今、いろいろな意味の外国人による買収等の関係につきます法整備の関係でござい

ますけれども、国でも今、全体的な買収面積については、民有林、私有林でございますけ

れども、比率に対しましては 0.002％程度の買収かなというふうに言われております。 
 そういう中でも非常に心配をされているということで、町長の答弁にもありましたよう

に、全国の市町村会の中でも非常に危惧をしているということで、法的な整備も視野に考

えていかなければならないと、そういうような意見も出ているという内容でございます。 
 また、道議会の中でも非常に心配をしているということで、考えているような内容も聞

いておりますけれども、ただ法的な整備をするとなりますと、全部が全部、外国人が悪い

ことをするような、そういうこともないわけでございまして、外国人によるすばらしい森

林環境をしているところもあるかなというふうに思っております。 
 そういう意味も含めまして、現在、法的には森林を外国人に売ってはいけないというよ

うなものはございませんので、なかなか取り締まるのは大変かなというふうには考えてお

ります。 
 本町においてもいろいろな今は森林整備計画が出されておりますけれども、そういうこ

とを含めた中の国のとらえ方、考え方、道のとらえ方、考え方も徐々に出てくるのかなと

考えておりますけれども、今すぐ町独自の条例改正ということにはなかなか手がつけられ
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ないのではないかというふうに考えております。今後、そういうことも含めて情報等も収

集しながら進めていければというふうに思ってはおります。 
 それから分収林の関係でございますけれども、たしかに過去そういうことで所有者と造

林を行う者等の費用負担によって、分収造林、分収育林ということでやってきたというふ

うに聞いております。 
 ただ、先ほど議員もおっしゃられたとおり、木材の低迷が非常に長引いているというこ

とから、なかなか売れない状況ということが現実であると思います。ただ、ほかの町、全

国の中にも一部ありますが、そういうところの森林を行政が一部分収方式という形で、町

が介入をして、何らかの形でその収益をわけているという事例も聞いております。 
 行政がかかわるということになれば、山林の環境、治山、それから治水情報を考えなが

ら、そういうことも含めて研究をしていってもいいのかなというふうに考えておりますけ

れども、現時点では本町においては、そういう行政が介入した分収造林についてはないと

いうことから、今後そういうことが考えなければならないという時点がくるかなと思いま

すけれども、現在は研究をさせていただきたいなというふうに思っております。 
 あと本年度 22 年 11 月 30 日に森林林業再生プランの最終取りまとめが出た、いろいろ

な数々の整備計画がございますけれども、これらについても今具体的なものが出されてい

ないという中から、現在、本町で進めている補助制度を活用し、また町独自の支援対策は

今後も継続していきたいなと思っておりますので、今後これらの整備計画が具体的なそれ

ぞれのことが示されるかなと思います。 
 その時点で、それに合ったような町の整備、支援等も考えていきたいなというふうに思

っておりますので、ご理解願いたいと思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○杉江議員 1 回目の答弁と同じようなことで、必要に応じて法的整備を含め対策を検討

するということであります。私は、それでは遅いということを申し上げているのです。 
 たしかに今説明ありましたように、国の骨子案も具体策もまだ出しておりません。大き

な項目だけであります。しかし、私はいずれ必要な時期がくる、水資源の保全対策、ある

いは緑の保全対策、ぜひ町長も浦幌町内の山、1 回担当者に連れて歩いてもらって、どの

くらい空いているところがあるか見てほしいと思います。本当に大きな面積、団地で空い

ている、そういうところ多いのですね。 
 個人の伐採、5 ヘクタール、20 ヘクタールという話ではなくてですね、私は、利用者か

かわりの大きな面積の植えていないところがやっぱり目につくのだと思っています。そう

いう面では、行政が後でに回らないような法整備や対応がぜひ必要だというふうに思って、

今回の質問とさせていただきました。ぜひ、再度町長の方からもその辺のことについて答

弁をいただきながら、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
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○水澤町長 最近、外資資本による森林の買収等について報道もされておりますし、また

大変問題になっているというふうに私自身も聞いているところであります。先日、森林室

関係の市町村、代表の町村の会議がありましたけれども、その際でもほかの浦幌町じゃな

いほかの自治体の中で、やはり買収されて、その固定資産税の回収についても大変苦慮し

ているという話を聞きました。 
 当初は、外国資本で高く買ってもらったので大変ありがたいと思っていたけれども、現

実問題としてはそういう問題が起きてしまって、今大変な苦労をしているというお話を聞

いておりました。 
 幸いにして、浦幌町の中では、今外国資本での売買というのはないというのが実態であ

りますし、ほっとしているところでありますけれども、いずれにしましても、今この森林

法につきましては、伐採時の届出等、伐採後の植林の義務化というものがうたわれており

ますけれども、しかしながら、現実的には議員おっしゃるとおり、国も自治体もその強制

力はないというのが実態であります。 
 ただ、私どもとしては、やはり施業計画を立てながらきちんとした植林、植栽をしてい

ただくというのが山を守る基本的な理念だろうなというふうに思っています。私も海の近

くで生活しているわけでありまして、やはり川上から川下まできちんとした国道、また土

地をうまく利用していくということが浦幌町を守る一つのやっぱり理想形だろうというふ

うにも思っているところであります。 
 ただ、今、道も一応事前届け出制の条例をつくろうというふうに今動いているところで

ありますけれども、なかなかこれを法律を変えるということは一自治体ではできないわけ

でありまして、国の法律の体制、それに働きかけていく必要が十分あるだろうなというふ

うに思うところであります。 
 当然、町村会としてもこの問題については、いろいろ協議をしているところでありまし

て、町村会を通じながらこの法律の改正に向けて、今後とも話を進めて参りたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 
 次に、7 番、河内富喜議員の質問を許します。 
 7 番、河内議員。 
○河内議員 私は、本定例会において、カーボンオフセットへの取り組みについて一般質

問をさせていただきます。 
 近年、カーボンオフセットの取り組みや普及のためにフォーラムの開催などが積極的に

行われています。森林やバイオマスなどの資源が豊富にある北海道の優位性を生かし、地

球温暖化対策に地域が貢献することを目指しています。 
 カーボンオフセットとは、日常生活や経済活動で出るＣＯ２などの温室効果ガス排出量

のうち、削減が難しい量の全体や一部を削減・吸収量購入、クレジット購入とも言います

が、そのような形で相殺する活動であります。いわゆる排出権取引のことであります。 
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 現在、道内の市町村・企業・関係団体などで構成する森林バイオマス吸収量活用推進協

議会を初め、帯広市と企業などが連携するカーボンオフセットの会などが設立され、将来

的に森林間伐、植林事業にカーボンオフセットを利用する動きが徐々に広がっております。 
 我が町は、壮大な森林を所有しており、町地の 74.2％が森林であります。また、道の出

先機関を有する森林の町でもあります。今後、カーボンオフセットなどを推進する市町村、

企業、関係機関と連携することで、ＣＯ２削減の先進地として将来的にはモデル事業など

の導入するに有利に働くのではないかと考えております。 
 1 点目としてお聞きしますが、今やＣＯ２削減は、国家的な課題ともなっています。今後、

町として積極的に取り組んでいく必要があると思いますが、いかがお考えでしょうか。 
 また、カーボンオフセットの市場拡大を目指す先般のフォーラムには、管内では帯広市、

音更町、足寄町などが参加、全体で約 110 の自治体、企業、個人が参加しております。そ

の対策室では、今後は相談窓口や専用サポートデスクの設置、ホームページの運営にも取

り組むとのことであります。 
 2 点目としてお伺いいたしますが、今後、森林バイオマス吸収量活用推進協議会など、

カーボンオフセット普及に関する団体に加盟し、情報を共有することで森林事業の活性化

を図る考えはないのか、以上 2 点についてお伺いをいたしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 河内議員のご質問にお答えします。 
 国は、地球温暖化の防止対策として 2005 年 2 月に京都議定書を発効し、2008 年から

2012 年の間に温室効果ガス排出量を 6％削減することを義務づけて対策を進めてきてお

ります。このような中、当時の鳩山首相は 2020 年までに 1990 年比で 25％削減する目標

を打ち出しました。 
 国は、地球と日本の環境を守り未来の子どもたちに引き継いでいくため、チャレンジ 25
と名づけ、温暖化防止のための国民的運動をチャレンジ 25 キャンペーンとして展開して

います。 
 1 点目のＣＯ２削減に向けた積極的な取り組みにつきましては、浦幌町としても地球温暖

化防止を積極的に進めていかなければならないと考えております。 
 町としても、省エネ・新エネ対策連絡会議を設置して、各課横断的に連携を図り、ＣＯ

２排出量の把握、国・道各関係機関の情報収集、町の対応策の検討を行っており、平成 22
年度からは、平成 16 年に作成した新エネルギービジョンに基づき、ペレットストーブの

購入費補助や太陽光発電システムの導入、雪氷冷熱エネルギーを利用した雪室に対する補

助を行ってきました。留真温泉には木質チップを使用したバイオマスボイラーを導入して

おり、浦幌中学校には、太陽光発電システムの導入を行ったところであります。 
 今後もＣＯ２削減に大きな効果のある町内の森林整備や環境省が唱えているチャレンジ

25 キャンペーンの情報を取り入れ、引き続き積極的に推進して参ります。 
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 2 点目のカーボンオフセット普及についてですが、環境省のカーボンオフセットとは、

町民、企業、ＮＰＯ、ＮＧＯ、自治体、政府等の社会の構成員がみずからの温室効果ガス

の排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排

出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等を購入すること、

また、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施することなどによ

り、その排出量の全部、または一部を埋め合わせるものであります。 
 道内の市町村の中でもオフセットクレジット制度の認証を受けて、企業と協定を交わし、

取り引きで得た寄付金を森林整備に活用しているところもあります。 
 管内においては、認証手続きや検討を始めている町村もありますが、申請手続きの複雑

さ、また、取引先の確保をしなければならず、クレジットを発行しても取引先がなければ

収入を得られず、コスト割れが考えられます。 
 現行法では、企業側にもＣＯ２排出量削減に対する法的根拠がないため、企業のメリッ

トは企業側のＣＳＲ、つまり企業の社会的責任の向上に限られているのが現状であります。 
 町としても、情報の収集を行っているところでありますが、クレジット制度について、

面積を確定させるために行うＧＩＳ測量などの整備が必要となり、現状においては、費用

と期間もかかることから難しいと考えておりますが、制度内容に一部支援策も整備されて

きており、研究を重ねて参ります。 
 なお、経済産業省の国内クレジット制度は、大企業等による技術・資金などの提供を通

じて、中小企業等が行った温室効果ガス排出削減量を国内クレジット認証委員会が認証し

たものを、大企業等が自主行動計画等の目標達成のために活用できる制度であり、平成 20
年に規定されました。 
 道内では、民間企業が 52 案件、市町村では、浦幌町を含め 1 市 6 町がＣＯ２排出量削減

者として排出削減計画を認証委員会に提出しております。本町の排出削減計画内容は、浦

幌留真温泉の木質バイオマスボイラー導入に係るもので、現在認証待ちとなっております。

認証から排出削減共同実施者である購入企業との協定経費までが、国の制度により支援さ

れていることから、導入が可能となりました。 
 今後も、このような制度を活用しながら、温室効果ガスの排出量削減対策に向けての取

り組みを進めて参りたいと考えております。 
 以上、河内議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○河内議員 大変、今制度についてご説明をいただいたわけですけれども、今後について

は、十分な情報を得ることで、これらのことを進めていきたいという前向きな答弁だった

と思っております。 
 先日ですね、偶然テレビを見ていますとですね、将来消え行くアラスカの島の現状につ

いて放送がされておりました。本当に将来的にこの地球温暖化の及ぼす影響というものは、

大変大きなものがあると認識をさせられたわけであります。 
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 またですね、これはアラスカの島の現況でしたけれども、以前にですね、これもテレビ

番組で放映をされていましたけれども、ロシアの永久凍土も年々その解凍の拡大が急速化

していると、まさに地球温暖化が今非常に深刻な状況にあるということは、国際的な認識

であり、国家的認識であると考えております。 
 当然、それらの温暖化が及ぼす我が町の農業及びあらゆる産業に対する影響というのは、

大きなダメージを与えることになるというふうに考えております。 
 現在、ＣＯ２の排出量については中国、アメリカのこの 2 カ国が突出しており、日本で

は排出量は 3.9％でありますけれども、中国に至っては 22.3％、アメリカ 16％とそれぞれ

最大であります。 
 我が国も過去において、こういった工業汚染など、こういった問題については、それを

何とかしようということで克服してきた歴史があります。また、そういったノウハウを蓄

積してきたことも周知の事実でありますが、今後、排出権の取引は国境を超え、グローバ

ルに展開される可能性がますます広がってきたと考えるわけであります。 
 先ほど説明がありましたように、その背景には京都議定書の締結、また鳩山総理の国連

演説での 1990 年比 25％削減など発言した、その流れというものが当然我が国にも及んで

いるのかなと思っております。 
 また、今現在、メキシコでＣＯＰ16 がちょうど開催されています。しかし、ここには最

大のＣＯ２排出国である中国、アメリカが参加していないという、非常に矛盾した状況が

ある、その中で、日本が割の合わない立場に何か立たされているような気がするわけであ

りますけれども、そういった意味で、今後各国の利害調整などさまざまな流動的な要素は

ありますが、地球温暖化を阻止する課題、ＣＯ２削減の流れは将来ともに変わらないもの

と考えるわけであります。 
 また、一昨年議員研修をした下川町においてもですね、森林・林業の環境モデル都市を

目指し、低炭素循環型のシステムを構築するために行動計画を策定していると、またカー

ボンオフセットに対しても対応していくという説明を受けた経緯もございます。 
 先ほど、我が町もこれらに対しては、今後前向きに取り組むという考えをお聞かせ願っ

たわけですが、今後、こういったそれぞれの町村が真剣にこのことで取り組むことで、将

来大きな力になることは間違いのないことだと考えます。 
 とは言っても、現実問題として、先ほど説明がありましたように、排出権の取引につい

ては、多くの課題がまだ山積しているということも事実であります。しかし、広大な森林

を持つ我が町としてもですね、このカーボンオフセットについては、前向きに真剣に活用

することを考えていかなければならないのかなと考えるわけであります。そのためにはで

すね、他町に先駆ける、このことに対する取り組む意欲と情報収集能力、また関係団体・

関係企業との連携も具体的に考えていかなければならないと考えるわけであります。 
 先ほど 2 点目でお伺いした、森林バイオマス吸収量活用推進協議会などへの加盟など、

具体的なこともお聞きしているわけですが、このことについては、お答えをいただいてい
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ないのですが、それも含めて再質問ということでお考えをお聞きしたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 産業課長。 
○前田産業課長 ＣＯ２削減に関しましては、町長の答弁のとおりの内容でございますが、

この答弁のほかにも、町としても今後積極的に進めていかなければならないなと、これは

誰しもが考えているところでございます。 
 今後の取り組みでございますけれども、2 点目の答弁の中にもございますけれども、管

内では帯広市が企業と提携をいたしまして、第1号でＣＯ２削減の協定を結んでおります。

本町におきましても、この温泉に導入しております、木質のバイオマスボイラーの導入に

かかるこの関係を今申請をしている最中でございまして、間もなく認証になるのかなとい

う動きをしております。これが認証されれば、管内で第 2 号になるのかなと考えておりま

す。 
 こういうことも含めて、今後いろいろな情報を含めた中の情報収集した中のＣＯ２削減

の取り組みを進めていきたいなというふうに思っております。企業それぞれの推進協議会

との連携が必要ではないかということでございますが、下川町の森林バイオマス吸収量活

用推進協議会というのがありますが、これにつきましては、近隣の市町村、4 町による協

議会をつくっておりまして、この 4 町による計画、それぞれの町の計画を持ち寄って、モ

デル地区として事業を推進しているということでございます。 
 これに参加をするという形にはならないのかなというふうに思っております。これは、

あくまでもモデル地区ということで、ロゴマークもフォーレストということで、4 町の 4
とそれからフォーレスト＝森林をかけ合わせた、そういうロゴマークもつくっているとい

うことから、これは本町が入って参加するというようなことも今の段階というか、今後無

理ではないかというふうには感じております。 
 ただ、今現在、全道で北海道木質ペレット推進協議会というのが立ち上がろうとしてお

ります。第 1 回の道東地域ネットワーク会議というのが 11 月に開催されまして、本町に

案内がきております。 
 その中で、行政側としては、オブザーバーという形で参加をしてくれないかということ

で参加をしております。これがどんどん広がって、木質ペレットの産業が活性化するとい

うことになれば、ＣＯ２削減に貢献できるような形に広がっていくのかなというふうに思

っております。 
 こういうことも含めまして、本町では町内のペレット工場もできているということから、

こういう中に参加をしながら行政として推進をして参りたいなというふうに思っておりま

す。 
 今後、いろいろな協議会ができてくるかなと思います。そういう中で、本町が参加でき

るものについては、積極的に参加をして情報等に推進にあたっていきたいなと考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 
 次に、4 番、森秀幸議員の質問を許します。 
 4 番、森議員。 
○森議員 私は、本定例会において、今後の農業政策について町長の考えを伺います。 
 今年は、天候不順と高温による急速な生育の影響により、豆類は平年作に近い収量でし

たが、作物全般では平年収量を大きく下回る結果となりました。 
 特に小麦については、2 等製品が多く、品質も最下位ランク、反収も 4.5 表弱と史上最

悪でございました。また、昭和 61 年から重量・糖分取引となり 25 年を経過するてん菜も

反収 4.3 トン・糖分 15.7％と過去にない最低の状況でありました。 
 豆類の中でも作付面積が年々増加している白花豆は収量が減少し、金時は 3,000 円から

4,000 円価格が下落しています。また、畜産は、乳価の下落と配合飼料の高騰が続く一方

で、乳牛については、高温による影響から乳量が低下し、和牛についても依然消費者の購

買低下が続いており、枝肉・素牛価格とも低迷であります。 
 昨年は冷湿害、今年は高温の影響で 2 年連続の低迷から農家経済は大変厳しい実態であ

ります。 
 このような状況において、国はＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加を検討

しています。第一次産業を主体とする本町にとっても、甚大な損失を招き、地域経済の崩

壊にもつながり兼ねないと危惧するものであり、許せるものではありません。 
 ＴＰＰによる十勝への影響は、農業産出額・関連産業・地域経済などを合わせると 5,037
億円の影響、4 万人が職を失うと懸念されております。 
 そこで、次の点について伺います。 
 ＴＰＰへ参加した場合の浦幌町全体での影響額はどれくらいと想定していますか。また、

参加となった場合の町の今後の対応はどのようになるのでしょうか。 
 2 つ目として、土地基盤整備は、農業の根幹をなすものであり必要不可欠な条件である

と認識していますが、現在の町単独事業の事業費並びに助成費の拡大を図る考えはないで

しょうか。あわせて、平成 23 年度以降の新たな道営畑地帯総合整備事業における農家負

担軽減措置の考えはないでしょうか。 
 3 つ目として、平成 23 年度から戸別所得補償制度が導入されますが、現行の対策（水田・

畑作経営所得安定対策）と比較すると、作物によっては補償が減少するものもあり、作付

意欲の減退や輪作体系の崩れ、さらには農業所得の低下が懸念されます。町としては、今

後どのような対応を考えているのでしょうか。以上、3 点お伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 森議員のご質問にお答えします。 
 本年、畑作は、4 月から 5 月の低温、日照不足、多雨と 6 月以降の記録的猛暑により、

本町においても小麦、バレイショ、てん菜など寒冷地作物を中心に昨年に引き続き大きな
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被害を受け、畜産は、猛暑による乳量の減少に加え、配合飼料価格の高止まりや乳価の下

落、和牛の価格低迷など農業経営に大きな影響を与えている状況であり、また、国におけ

る戸別所得補償制度の導入やＴＰＰ（環太平洋連携協定）への参加検討など、農業を取り

巻く環境は著しく変化し、大変厳しい状況にあると感じているところであります。 
 特に食の安全、安心を脅かし、地域社会に大きな影響を及ぼすＴＰＰへの参加に関して

は、私自身も大変危惧しているところであり、先の第 6 回町議会臨時会においては、議員

発議により、ＴＰＰ交渉への参加を行わないよう求める意見書が採択され、十勝全体では

4,000 人を超す参加者のもと集会が行われるなど、各方面で反対行動が行われているとこ

ろです。 
 1 点目のＴＰＰへ参加した場合の浦幌町全体での影響額と参加となった場合の町の対応

についてでありますが、十勝総合振興局では、平成 18 年農業産出額等から十勝全体の影

響額は 5,037 億円で 4 万人が失職すると試算されており、本町において同様の方法で試算

しますと、主要農畜産物である、小麦、てん菜、でん粉原料用バレイショ、加工乳の生産、

乳用種牛肉が壊滅し、和牛等の価格の下落などにより、平成 18 年農畜産物生産実績額 75
億円に対し、78％にあたる約 58 億円が生産減少すると見込まれます。 
 その他本町には、浦幌乳業、東部十勝澱粉工場を初めとする農業関連産業も数多く存在

することから、それらの影響も加味すると雇用も含め本町地域経済へ与える影響は甚大な

ものになることが予想されます。 
 これらに対して町がどのような対応ができるのかは、現段階では明確にお示しできる状

況ではありませんが、いずれにしましてもＴＰＰへの参加は、農業のみならず水産業、林

業を含む第 1 次産業全体に甚大な影響を及ぼし、第 1 次産業を基幹産業とする本町におい

ても、地域の崩壊につながり兼ねない事態となることから、町議会を初め関係機関とも連

携しながら、地域一体となってＴＰＰ参加阻止に向けた活動を続けて参りたいと考えてお

ります。 
 2 点目の町単独事業の事業費並びに助成費の拡大についてでありますが、本町といたし

ましては、農地の排水対策は重要なものと考え、町独自の土地基盤整備対策として農業振

興対策事業により小規模暗渠排水事業を実施しており、本年度においては、12 ヘクタール

の農地の整備を行っているところです。 
 助成の拡大につきましては、平成 23 年度以降に下浦幌地区の道営事業による基盤整備

の実施を進めていることもあり、現状予算の範囲内において今後も継続的に実施して参り

たいと考えております。 
 また、平成 23 年度以降の新たな道営畑地帯総合整備事業における農家負担軽減措置の

考えについてでありますが、道営農村整備事業については、北海道が独自事業として制度

化しました農地パワーアップ事業により、基盤整備に係る事業費の農家負担を助成する時

限措置として、平成 8 年度から 5 カ年ごとに 3 期にわたり行われているところであり、現

行の制度においては農家負担分 20％のうち、北海道と町において、それぞれ 6.25％ずつ
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費用を負担し 7.5％に軽減しているものであり、現在の第 3 期対策は平成 22 年度をもって

終了することとなっております。 
 平成 23 年度からの次期対策については、先の道議会予算委員会において北海道として

制度を継続する意向が示されたところであり、本町といたしましても、北海道において制

度の具体的な方策が示された時点で負担助成に向けて検討して参りたいと考えております。 
 3 点目の平成 23 年度から導入される戸別所得補償制度への町の対応についてでありま

すが、平成 23 年度からは、米に加え畑作物も対象として戸別所得補償制度が本格実施さ

れることとなっております。 
 これらは、営農継続に必要な最低限の所得を補償する営農継続支払と毎年の生産量や品

質に応じて交付される数量払いを併用する制度となっており、数量払いの単価が現行の水

田・畑作経営所得安定対策に比べ手厚くされており、生産者の努力が反映される仕組みと

なっております。 
 現段階では、公表されている数量払いの交付単価については、ご指摘のように、現行対

策の固定払いと成績払いを合わせた政策支援単価に比べ、交付単価が小麦で 1 俵、60 キロ

当たり 110 円、大豆で 1 俵、60 キログラム当たり 2,890 円引き上げられている反面、て

ん菜で 1 トン当たり 760 円、でん粉原料用バレイショで 1 トン当たり 560 円引き下げられ

ています。 
 この背景としましては、米の主要な転作作物である麦、大豆の数量単価を手厚くするこ

とにより、食料自給率向上へ生産拡大を促すとともに、米の転作を促進し、需給調整を進

めることも目的とされております。一方、てん菜、でん粉原料用バレイショの数量単価に

ついては、現状の国際的な需給動向から販売価格が上昇することを踏まえて抑制されてお

り、数量払いと販売価格を合わせると、現行対策と遜色ない収入になるとされております。 
 したがいまして、制度導入後の作付けにあたりましては、今後の動向を踏まえつつ、輪

作体系を維持していくことが生産力の維持向上、強いては農業経営の安定化につながるも

のと考えているところですが、このような見通しが示される中で、新たな制度の導入によ

り農業所得にどのような影響するかは現時点では見極めが非常に困難であり、町としても

今後の推移を見ながら状況把握に努めて参りたいと考えております。 
 以上、森議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○森議員 それぞれ答弁をいただいたわけでございますが、ＴＰＰはトランス・パシフィ

ック・パートナーシップの頭文字をとったということで、字の如く太平洋に面している国、

アメリカ、ペルー、チリ、ニュージーランド、オーストラリア、マレーシア、シンガポー

ル、ベトナムとブルネイの 9 カ国が参加を表明しているということですね。 
 そのうち、4 カ国が 2006 年度にもう既に発行を表明しているというような内容でござ

いまして、他国間での関税を 100％撤廃して、自由貿易化を図っていくということの内容

でございますが、日本は食料、農業、農村基本計画の中では、我が国の食料自給率を 50％
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に上げるということを掲げておりまして、国際交渉にあっても食の安全、安定供給、食料

自給の向上、国内農業、農村の振興などを損なうことは行わないというような基本的な取

り組みがなされていたところでもございました。 
 しかしながら、本町のこのことによっての影響額というのは、平成 18 年の農産物の生

産額からいきますと 78％にあたる 58 億円が生産減少ということでございます。これも損

失からいきますと、作物の価格が大方今の価格の 2 割程度になるのかなというように判断

しております。 
 また、本町にとりましても、農業関連産業が数多くあります。このことを考えましたら、

雇用、町全体の経済が本当に崩壊されていくのかなというふうに思っております。ただ、

浦幌は、このように農業関連産業も多くある中では、具体的な影響額というのは、難しい

とは思うのですけども、もうちょっと細かく表示ができなかったのかなというふうに思っ

ているわけでございます。 
 いずれにいたしましても、このことにつきましては、農業団体も先月の 28 日に多くの

関連団体、4,000 人を超す参加者が集まりまして反対行動を行われたところでもございま

す。また、行政も今月の 1 日に東京において、全国町村大会が開催されて、全国から約 1,500
人の町村長が集まりまして、このことについて参加に対する特別決議をされたということ

も聞いております。今後につきましても、どうか強く参加を行わないようにお願いをする

ものでございます。 
 2 点目の土地基盤整備についてでございますけれども、現在やっている町単独の事業に

ついて、今の工事内容ですね、言うなれば、暗渠の方なのですけれども、今は町単独の事

業につきましては、暗渠につきましては、中の物財と申しますか、砂利の量が下から 30
センチなのですね。ところが、今道営、あとからも出てきますけど、道営畑総の事業につ

きましては、上から 40 センチ、かなりやっぱり砂利の量では差がございます。 
 そういう面では、今後、事業に向けてやはりその辺も十分に考慮をしていくべきではな

いのかなというふうに思っております。その辺のこともまた答弁をいただきたいなという

ふうに思っております。 
 中浦地区なのですけれども、特に円山地区でございますね。あそこは川底が非常に高い

ということで、昨年あたりから川底を低くするというような計画がなされておったはずな

のですけれども、その辺はどんなふうになっているのかなというふうにお聞きしたいと思

います。このことによってですね、せっかくの畑総の事業に参加したくてもですね、やは

りそういうことを考えた場合、やむを得ず参加ができなかったというような話も聞いてご

ざいます。その辺についても説明をいただきたいなというふうに思っております。 
 それと 23 年度から始まります畑総事業の関係ですね、これにつきましては、個人負担

の低減ということで、同僚議員も再三このことにつきましてはお願いをしていましたし、

また、農業委員会からもこのことにつきましては、建議書も出されていたというふうに思

います。 
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 この個人の負担の軽減につきましては、先の道議会でパワーアップ事業が確定されたと

いうことを聞いております。今後につきまして、受益者の農家負担、これが今まで 7.5％
できていると思うのですけれども、この辺の確認と申し込みがあった時に、このパワーア

ップ事業というのはまだ決められていなかったのですよね。 
 そんな関係で、自分はこうやろうとは思ったのですけれども、結局その辺の負担が大き

いということで、思わずやめられたという方も聞いてございます。この関係では、再度追

加申請ができないものなのか、お伺いをいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 まずＴＰＰの関係につきましては、先ほど町長が答弁いたしましたように、

参加阻止に向けて今後も関係団体、あるいは町議会関係機関とも連携をしてやっていくと

いうことでございまして、詳細にわたる影響額についてはお示しすることができませんで

したけれども、町内における関連産業、浦幌乳業、東部十勝澱粉工場、それに加えまして

サンマルコ食品もございますし、あるいはフリーズドライという会社もございます。 
 そういう意味では、非常に本町にとっても影響が大きいということでございますので、

これについては、参加阻止に向けて今後も活動していくということでございます。 
 次に、基盤整備の関係でございますが、まず円山地区における河床の床下げというので

すか、関係でございますけれども、昨年も大雨に見舞われまして被害を受けました。 
 以前から土現の方にも浦幌川の河床の引き下げについては、要望をしておりまして、昨

年もそういった状況を踏まえて、さらに要望をさせていただきました。場所的には、帯富

の第 1 橋の下流から円山にかけてということで、河床の床下げについて要望しております

ので、今後も継続して要望していきたいというふうに思っております。 
 次に、基盤整備における関係でございますが、暗渠排水の関係でご質問がございました

けれども、基盤整備につきましては、本町全体の考え方といたしまして、国の国営農地防

災事業、あるいは道の畑総事業ということで、上浦幌地区から畑総事業については順次実

施してきておりまして、上浦幌地区、そして中浦幌地区、そして幾千世地区ということで、

ほぼ終了してきている状況でございます。 
 今後、下浦幌の地区について平成 23 年度から実施していくという内容で考えているわ

けでございますけれども、そういった全体的な基盤整備事業の中で、特に補完する部分が

あるということで、町の単独事業、町が独自に事業をもちまして小規模暗渠排水事業、あ

るいは明渠排水事業、心土破砕事業ということで、これまで単独事業で行ってきておりま

す。 
 また、昨年も見られましたように、冷湿害等の大きなそういった被害が出たという時に

は、緊急的な対応といたしまして補正予算等を組みながら、そういった基盤整備を行って

きておりまして、昨年で言いますと約 1,700 万円程度補正、あるいは当初予算に加えて事

業を実施させていただきました。 
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 本町独自の事業ということでやっているわけでございますけれども、近隣の 4 町村の状

況も、ちょっと調べさせていただきました。この 3 つの心破、明渠、暗渠やっている町村

は、浦幌町だけでございまして、その中でやっているのが 2 町だけ、暗渠だけの単独事業

をやっております。2 町につきましては、やっておりますけれども、町が 25％で農協が 25％
ということで、それぞれやっているという内容でございます。 
 ご質問の内容としましては、暗渠排水の砂利の関係でございますけれども、30 センチを

50 センチ、水はけをできるだけ良くしたいということで、そういった中で配慮しながら事

業費、あるいは補助金の上積みはできないのかというご質問だというふうに思いますけれ

ども、本町としては、緊急対応としてはその都度補正予算を組みながらやってきておりま

すけれども、今後の考え方としましては、まちづくり計画の実施計画にもお示しをさせて

いただきましたけれども、基本的な考え方といたしまして、予算の範囲内で 40％を上限に

農協に補助をしていくという考えでございます。 
 予算の範囲内というのは、一応 300 万円ということで考えておりまして、今後もそうい

った基本的な考えの中で、独自の事業として実施を継続していきたいというふうに考えて

おります。 
 次に、畑総におけるパワーアップの関係でございますけれども、先ほども町長の答弁の

中で、パワーアップ事業については、北海道の方でも継続していく意向であるということ

でございます。ただ、その中身については、国の今のいろいろな予算の関係を含めて、そ

れを見極めて決定をしていきたいという北海道の考えのようでございます。 
 今後、下浦幌地区の畑総事業をこれから事業を実施していくということで、そのパワー

アップにかかわる部分については、計画書を提出しているところでございますけれども、

その計画にあたっては、農家の負担について 7.5 ではなくて 20％という中で計画を出して

いるということでありまして、今後、パワーアップ事業が具体的になった時に農家負担も

軽減されるということでございますので、それにかかわってさらなる整備の要望があった

場合に追加要望ができるのかということでございますけれども、これらについては、追加

要望について、国に対して事業追加変更ということで要望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。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○森議員 それぞれご答弁をいただきました。本当にＴＰＰにつきましては、来年の秋ご

ろに、国としては結論を出すようでありますけれども、本当に強く強くですね、要望して

いただきたいなというふうに思っております。 
 また、今、副町長の方から暗渠事業のことを答弁いただきました。ここ 2 年不作が続い

ております。天候も本当に思いもつかないような世界的に変わっているということも、今

後伺えられるのかなというふうに思っております。 
 一度あることは二度あって、また三度もあるのではないかということも、農家の人も来

年のことについては、いろいろ心配している中身でございます。どうか天候にあったと申
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しますか、本当に作物をとるために、この土地整備事業というのはいかに本当に大切でご

ざいます。どうか十分ですね、考慮をいただいて、また来年度から始まります個別所得制

度につきましては、これは生産額を上げないと本当に駄目だよというような内容なもので

すから、いずれにいたしましても、そういうことが十分に加味されていくのではないかな

というふうに思いますので、特に特にですね、今後考えていただきたいというふうに思い

ます。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 森議員の再々質問でありますけれども、中身については、先ほど副町長が答

弁をしたとおりであります。基盤整備事業につきましては、道営畑作事業で基盤整備を行

っておりました。町からも 6.25％の補助を行っているというのは、今までの現状でありま

す。 
 このたびの道の考え方も 22 年度終了するけれども、それについては、今後継続すると

いうことが発言がありました。今度のパワーアップ事業についても、来年度以降事業継続

されるのではないかというふうに、我々としての要望が通ったのだというふうに考えてい

るところであります。 
 ただ、予算の絡みもなかなかあるということで、最終的な数字は見えておりませんけれ

ども、いずれにしましても、パワーアップ事業については、継続の道が開かれたのではな

いかというふうに思っているところであります。 
 従来から町の助成につきましては、当然、それに合わせて継続していくということで考

えているところであります。それに加えまして、道としては、今まで小規模、明渠、暗渠、

また心土破砕について農地基盤整備ということで助成を行っています。 
 先ほども申し上げましたけれども、私の知る範囲におきましては、町単独の基盤整備を

行っているのは、近隣町村では浦幌町だけだというふうに聞いているところでありまして、

これも日頃からの災害に強い農地基盤整備をつくっていくということの強い町政としての

意気込みだというふうにとらえていただければありがたいというふうに思っているところ

であります。 
 さらに昨年は、長雨による大変大きな被害がありました。そういう被害対策につきまし

ては、特段に補正予算も組みさせていただきまして、取り組ませていただいたのがご承知

のとおりだというふうに思います。 
 今年度の猛暑による農作物の被害につきましては、大変大きな被害だということは承知

しているところでありますが、被害は農業だけではなく、また漁業、第一次産業全体にわ

たっているところでありまして、町としては大変猶予をしている段階だというところであ

ります。 
 しかしながら、また町単独での補助事業というのには限界がありまして、ほかの町村と

の動向も見ながら、今後ともその被害について検討を重ねるというか、やっていきたいと
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いうふうに思っています。 
 ただ、町村によっては、国の事業を使ってやるという町村もあります。そういうことも

含めて、産業団体の負担も含めて、いろいろな面で考えていく必要があるのではないかな

というふうに思っているところであります。 
 議員の意図する答弁とはならないかもしれませんけれども、私どもとしては、これまで

基盤整備は重要だという認識のもとに進めてきた補助制度について、これを継続していく

という考え方でいるところでありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
○田村議長 これで森秀幸議員の一般質問を終わります。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

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

午前１１時５６分 休憩 
午後 １時００分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 
 次に、2 番、二瓶隆議員の質問を許します。 
 2 番、二瓶議員。 
○二瓶議員 私は、本定例会において、通告に従い、定住・移住についてを伺います。 
 本町の将来のまちづくりの方向性とその実現のため、基本目標を示す新たな指針として、

また町の最上位計画として位置づけられる第 3 期まちづくり計画が町から町議会に提案さ

れました。先の臨時会で可決されたところでございます。 
 平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 カ年間の第 3 期まちづくり計画において、人口

減少をいかに歯止めをかけるか。その対策として、町長の決意の表れである定住対策重点

プロジェクトが示されたところであります。そこで定住・移住対策に関して 2 点伺います。 
 1 点目として、第 3 期まちづくり計画において、定住対策を図るべく重点プロジェクト

で住宅取得に対する補助金の手当が計画されていますが、本町での生活体験により浦幌の

良さを知っていただき、定住・移住につながる施策も重要と思うところであります。 
 第 3 期まちづくり計画の実施計画においては、毎年、ローリング方式により柔軟に対応

するとのことでありますが、今後、生活体験型の定住・移住対策として、体験住宅を整備

する計画を実施計画に盛り込む考えはあるのか、これを 1 点伺います。 
 2 点目として、高齢者が安心して暮らせるまちを目指すのも定住対策につながるものと

思います。第 3 期まちづくり計画においては、重点プロジェクトに位置づけされていない
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のも現実であります。高齢化社会に対応する施策として、介護福祉対策が重要であり、町

民も大きな関心を寄せており、その方向性によっては大きく変わっていくと思います。 
 そこで方向性に関して、在宅介護福祉に重点を置いて進めるのか、または施設の充実を

図っていくのか、このことについて伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 二瓶議員のご質問にお答えします。 
 1 点目の定住・移住対策に係る生活体験型住宅の整備計画についてでありますが、ご承

知のとおり、第 3 期まちづくり計画で取り組む定住対策推進のための重点プロジェクトは、

人口減少への横断的対策を強力に進めるため、3 つの重点プロジェクトからなる各施策を

有機的に連携させ、本町の人口減少に歯止めをかけるものであります。 
 重点プロジェクトの一つである、居住環境の整備充実では、平成 23 年度から新築住宅

建設補助及び中古住宅購入補助を新規移住者と町内在住者を対象に行って参りますが、現

在、関係要綱の制定作業を進めているところであり、早い段階で町内外にお知らせして参

りたいと考えているところであります。 
 ご質問のありました生活体験型住宅の整備につきましては、近年、人口減少対策として

定住・移住施策に取り組む自治体がふえており、十勝管内でも生活体験型住宅を整備し、

体験希望者を募集する動きが広がりつつあります。生活体験型住宅は、新築や旧教員住宅

を改修したものなどが多く、生活用品や電化製品を備え、その地域で実際の生活を送りな

がら、移住のための情報収集や地域を知るための活動拠点となるものであります。 
 先進自治体からの情報では、生活体験型住宅での実生活を経て、移住に結びつくという

期待がある反面、中には生活体験型住宅を観光目的に道内旅行の拠点として利用する人も

おり、受け入れにあたっては、生活体験型住宅の整備に加え、移住体験希望者の細かい事

前審査を行うなどの対策が必要であると考えております。 
 人口減少問題は、本町のみならず国全体の問題であり、人口減少という大波に対応する

には、自治体としての覚悟とさまざまな取り組みが必要であると認識しております。 
 第 3 期まちづくり計画は、実際に浦幌町で居住する方への定住促進に重点を置き、住宅

取得に係る補助金の交付により新規移住者と町内在住者を支援して参りますが、生活体験

型住宅による移住体験につきましては、人口減少対策として定住・移住施策を進めるにあ

たって、今後、町内の経済団体との協議を進める中で検討して参りたいと考えております

ので、ご理解を賜るようお願いいたします。 
 2 点目の高齢者の定住対策についてでありますが、第 3 期まちづくり計画の重点プロジ

ェクトにはありませんが、基本計画では高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよ

う、社会参加や在宅生活への支援の充実と高齢者施策の充実を目的とした 8 つの主要施策

を掲げ、高齢者福祉の充実、さらに介護予防事業や要介護者支援事業の充実などを図るこ

ととしており、高齢者が安心して暮らせるまちづくりは、高齢者の定住につながる重要な
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施策として位置づけているものであります。 
 現在の在宅介護サービスは、介護保険制度による訪問介護サービスやショートステイ、

デイサービスなどの事業のほか、町の介護サービス事業や地域包括支援センターを核とし

た地域支援事業における介護予防サービス等を実施しています。また、施設サービスでは、

特別養護老人ホームや地域密着型グループホームなどにおいて介護サービスが提供されて

おります。 
 ご質問の「在宅介護福祉に重点を置いて進めるのか、または施設の充実を図っていくの

か」につきましては、浦幌町の高齢者福祉施策の指針でもある第 4 期老人福祉計画及び介

護保険事業計画が平成 21 年度から平成 23 年度までの 3 カ年計画であることから、来年度

の第 5 期計画の策定にあたっては、今後の高齢者の状況や要支援・要介護者等のニーズ調

査と把握を行い、高齢者が安心した生活を送るためにはどのような介護サービスを必要と

しているのかなどを関係機関と協議して、浦幌町の高齢者福祉対策と第 3 期まちづくり計

画との整合性を保ちながら、高齢者が住み慣れた地域で末永く暮らし続けられるよう、浦

幌町の高齢化の実態に則した在宅サービスと施設サービスのあり方について検討を行い、

よりよい高齢者福祉の実現に努めて参ります。 
 以上、二瓶議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○二瓶議員 答弁をいただいたわけですけれども、より詳しい説明をいただきたく再質問

をさせていただきます。1 点目の生活体験型の定住移住対策に関して、今後町内の経済団

体との協議を進め、検討するとのことでございますが、町長は、本年の町議会第 1 回定例

会において、平成 22 年度町政執行方針の中で、定住化対策である定住促進住宅として旧

教員住宅 2 棟 4 戸を改修すると述べておりますが、このような対応でどのような経過なの

か。また、現在の入居状況はどうなっているのかを伺います。 
 2 点目として、高齢者にかかわる定住対策について平成 23 年度、来年度に第 5 期老人福

祉計画及び介護保険事業計画で私の質問に関しまして検討するという内容かと思いますが、

第 5 期計画において、在宅福祉対策か、施設の充実か、どちらを重点として進めるのかに

ついて方針を定めるのか、それとも検討することを計画の中に織り込むのか、このことに

ついて改めて伺います。 
○田村議長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 1 点目の定住促進のための住宅の改修及び入居状況についてという関係に

つきましては、私の方から回答させていただきます。 
 今年度の予算におきまして、旧教員住宅でありました 2 棟 4 戸について改修を図りまし

て、定住の促進を図るということで活用してきております。この改修にあたりましては、

まず町外の方が浦幌町に来た時に、住宅が確保できないという時のための住宅として、ま

ず 1 点は確保していくということと、2 点目としては、公営住宅については所得制限があ
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るということで、それらについても入居できない人のために確保していくということと、

もう一つは町内において住宅の確保が難しいという方について、そういった方々について

定住をしていただくということで改修を図りまして、現在の入居状況については 4 戸全て

入居しております。 
 先ほどのご質問の中での生活体験住宅について今後どうしていくのかということであり

ますけれども、基本的には生活体験住宅を確保して移住体験等のそういうものを実験的に

やっていきたいというふうに考えております。 
 町内の経済団体との協議ということでございますけれども、ほかの町村においては、既

に生活体験住宅をやっているところもありますけれども、先ほどの答弁にありましたよう

に、状況的には観光目的で来られて、そこを拠点に何カ月か滞在して帰っていくというこ

とで、なかなか移住に結びつかないというような現状の報告もございます。 
 したがいまして、本町においては、そういった生活体験住宅をやっていく上では、来て

いただいて、ただそこに滞在してもらうということではなくて、それに加えて町内におい

ての体験等を何かしてもらうことがあるのか、ないのか、そういうことも提供できるよう

な形で考えていきたいなということでありまして、そういったことも含めて町内のいろい

ろな団体の方とも協議しながら、どういう形でそれを進めていくことができるのかという

ことも含めての考えでございます。以上でございます。 
○田村議長 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 1 点目の第 5 期の介護保険事業計画の関係でございますけれども、

現在、65 歳以上の高齢者の方は 1,860 人おられまして、今後団塊の世代が 65 歳を迎え、

高齢者が増加する傾向が続くと予想しております。 
 また、まちづくり計画の人口推計の中では、平成 27 年には 65 歳以上の人口が 1,960 人、

平成 32 年では 1,950 人と想定し、現在に比べ約 100 人ふえるというふうに推計をしてい

るところです。 
 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるための支援として、介護保険事業を実施し

ているところでございますけれども、元気で自立している方々につきましては、要介護者

にさせないための介護予防事業、要支援、要介護者の方には、これ以上介護度を重くしな

いための事業、また介護を必要としている方には、サービスの充実ということが必要だと

いうふうに思っております。 
 第 5 期介護保険事業計画を進めるにあたりまして、要介護の世帯、寿大学等にニーズ調

査の実施を行い、また関係機関の介護事業担当者による現状や将来の分析を行うなど、町

民のニーズの把握に努めていき、本町にとって必要とする介護サービスのあり方を検討し、

定めていくようにしていきたいというふうに思っております。以上です。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○二瓶議員 まず 1 点目として、旧教員住宅については、生活体験型の住宅として利用す

ることではなかったということが改めてわかったわけでございますが、先般、商工会主催
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による町理事者の、また商工会理事、町内経済団体、議会等が参加した中で、生活体験型

による定住・移住対策に関して、懇談会の開催があったわけでございますが、その中で道

内における自治体の取り組み、かなり多く紹介されたわけでございます。 
 その中で、浦幌町が生活体験型の定住・移住対策を進めるにあたって、住宅の確保は申

すまでもございませんが、体験者に提供する住宅をどのように用意をするのか。このこと

についてももう一度詳しく伺いたいと思います。 
 2 点目として、私の思うには、第 3 期まちづくり計画において、将来の浦幌町の人口を

推計した上で、その中においては、各分野にわたって基本計画、実施計画を策定し、高齢

者人口についても将来人口を定めた上で各施策を計画したものととらえておりますが、平

成 21 年度も終えて、22 年度もうあと残りわずかとなったわけでございますけれども、そ

ういった中で現状データを把握、利用により第 3 期まちづくり計画の策定にあたってきた

中で、第 5 期老人福祉計画の策定に関して在宅福祉か、施設充実か、重点として進める方

針を現時点で決めるのに、何か困難な部分というのが具体的にあるのかどうなのか。 
 老人にとりましても、我々ももうあとわずかで老人の、いわゆる先ほど説明のありまし

たように団塊の世代に入る年となってくる中で、不安材料がある町であっては困るという

ふうに考えるものです。 
 町長がよく言われる、本当に安心して住めるまち、住んで良かったまち、そういった浦

幌にしていただきたいというふうに考えるわけです。そういった中では、先般も町営牧場

に関しましても臨時職員である方が指定管理にするにあたって、3 年 3 カ月で一般公募と

いう中を十分にお示ししたのかどうかもわかりませんが、繰り返しでまた新聞等の資料と

いうのも何かと思いますけど、新聞によりますと、これは他町村のことなのですが、指定

管理者移行で退職金の割り増し、近隣町村がこういった配慮をしているのも現実でござい

ます。 
 そういった中で、本当に安心して住めるまち、来て良かったというような形とするなら

ば、そういった配慮も必要なのかなと。言っていること 2 度、3 度でわかりづらいかと思

いますけど、やっぱり安心して住めるまち、定住・移住するならば、指定管理者に移行し

た人方にも 3 年 3 カ月後は一般公募じゃなく、またそのまましていただけるよというもの

もあったとすれば、また一安心なのかなというふうにも考えるものですから、こういった

定住・移住と関連するものと思いながら、質問させていただきました。このことについて、

ご答弁をいただいた時には、これで質問を終わりたいと思いますけど、最後の質問といた

します。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 答弁漏れがありましたらお許しを願いたいと思いますけれども、今後の住宅

サービス、施設サービスについて、今後第 5 期計画でどうするのか、今できないのかとい

うお話でありましたと思いますけれども、先ほど答弁をさせていただきました。 
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 来年度、第 5 期計画の策定にあたるということになっておりまして、それまでに十分お

年寄りの皆さんのニーズ等について調査をさせていただくということで考えているところ

であります。住宅サービスと施設サービス、どちらを優先するのかという問題については、

私はどちらに片寄るということにはならないだろうと思います。 
 今、浦幌町の介護保険料はご存じのとおり 4,224 円ということで、管内で一番高い形に

なっています。ということは、管内で施設サービスが一番利用されているというふうに、

逆にとらえていい部分だろうというふうに思います。管内で今、施設サービスが 6.6％と

いうことで、管内で一番利用されているというのが浦幌町の現実であります。 
 そういう中で、施設の方にだけ進んでいくということになれば、当然介護保険の方には

ね返るということになりますので、これについてはそれだけで、施設サービスだけで進め

てい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。 
 そういう意味では、在宅介護サービスと施設サービスを常ににらみをしながら、高齢者

の福祉サービスを進めていく必要があるだろうというふうに思います。 
 今年 11 月末で浦幌町の高齢化率、65 歳以上の方が 32.77％になりました。高齢化率が

進んでいるという状況でありますけれども、今後ともお年寄りの福祉については、状況を

見ながら、また皆様のニーズにこたえながら、高齢化福祉を進めていきたいなというふう

に考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
○田村議長 副町長。 
○門馬副町長 生活体験型住宅の住宅の確保という関係でございますけれども、先ほども

答弁申し上げましたけれども、基本的に生活体験型住宅については確保していきたいとい

う考えでございまして、その確保の仕方といたしましては、まず一つには教員住宅等の空

き家が出た場合には、それを活用していく。 
 あるいは、旧浦幌高校の教員住宅について、今後道の教育長の方に町の方で取得したい

という形で申請をしていきたいというふうに思っておりまして、そういった住宅も活用し

ていきたいというふうに考えております。 
 また、こういった生活体験型住宅については、国・道も今政策的に推し進めている内容

でございますので、そういった中で、活用できるような事業があれば、そういうものも活

用しながら、住宅の建設ということも考えながら確保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。 
○田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 
 次に、1 番、中尾光昭議員の質問を許します。 
 1 番、中尾議員。 
○中尾議員 それでは、私も本定例会におきまして、通告に従いまして、ホームページの

活用について質問をいたします。 
 町のホームページを私は毎日のように見ております。まちの話題や更新情報、またお知

らせ等ですね、細かく更新され、これだけの管理をするのは大変なことだなというふうに
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毎日見ながら思っております。 
 しかし、浦幌町を町内外に発信をしていくためには、ホームページのさらなる充実とい

うものが私は必要だというふうに感じております。 
 特に、浦幌の町外に対して、この浦幌町というものをアピールしていくためには、各団

体との連携も考えながら施策を打っていくということが必要と考えます。今後の町長の、

このホームページというものをどのように活用していく考えがあるか、お伺いをいたしま

す。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 中尾議員のご質問にお答えします。 
 ホームページの活用についてでありますが、本町では平成 13 年から町内外に向けた有

力な情報発信の手段としてホームページを開設し、各種行政情報等を提供しております。 
 制作にあたっては、地方自治体のホームページは、年齢、性別、職業を問わず、幅広い

利用者の窓口となることから、訪問者が求めている情報が容易に入手できるよう情報の整

理を行い、常に最新の情報を提供し、わかりやすくすべての人に使いやすいものとなるよ

う心がけております。 
 平成 18 年には、専門的な知識を有することなく、各課のホームページ制作担当者にお

いて、掲載情報の入力や編集作業ができ、リアルタイムにサイトの更新が行えるようコン

テンツマネジメントシステムを導入し、町民の皆様への情報提供・公開を積極的に行って

おります。 
 また、内外に向けての情報発信についてですが、本町における地域活性化や人口減少・

流失への対応として重要な施策となる都市部からの交流人口の増加や移住・定住を推進す

るためには、浦幌の魅力や観光情報、住環境の状況、各種支援制度等に関する情報の発信

が必要となり、ホームページは重要な媒体だと考えています。 
 今後、ホームページにおける町内外への情報発信力は、ますます重要性を増してくるも

のと認識しており、町内にある各種団体とも連携を図りながら、更新頻度の向上や訪問者

の視点で見やすさや使いやすさを追求するなど、より広い対象に情報を発信し、魅力ある

ホームページづくりに検討を重ねて参りたいと考えています。 
 また、質の高さを求める上において、外部から広くご意見・ご提案をいただくための体

制も重要であり、モニター制度の導入も視野に入れ、さらなるホームページの充実を図り

たいと考えています。 
 以上、中尾議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○中尾議員 ただいまの答弁をいただきまして、町としてもこのホームページというもの

が大変重要であると、浦幌町というものを町内、また町外に情報を発信していく上におい

て、このインターネットを使ったホームページというものがかなり重要なウエートを占め
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るという認識は私と一緒なのかなというふうに思いました。 
 このことの重要性については、今答弁の中にありましたように、もう早くからご認識を

されて、平成 13 年からホームページを開設ののちですね、18 年には各担当課において、

担当者がリアルタイムに、スピーディーに各課の細かい情報を町内外に発信をするという

ようなシステムを導入されておるということで、これは早くから浦幌町は、情報を発信す

るということについては、積極的な取り組みがされているのだろうというふうに思います。 
 しかし、私は、このホームページの更新というのは、私も、直接私がやっているわけで

はないのですが、手を入れてるわけではないのですが、私もですね、ホームページを開設

をしまして、またブログというのでしょうか、日々更新をしていくのですね。 
 そうすると、これやはり毎日更新をするということはですね、これ物すごい重労働なの

であります。これ 1 回、2 回はいいのですけど、毎日継続をしていくということは、毎日

毎日が新しい情報をここに書き込んでいくということは、本当にこれ大変なことでありま

して、私は今の町のホームページの中で、更新を、今の現状をするだけでもですね、私は

結構な負担が担当者にはかかっているだろうなと、結構な重労働だろうなということは、

私認識はしていたのです。 
 しかしですね、これ私見ていますと、例えば、来年の 3 月 14 日に留真温泉がオープン

いたします。しかし、その留真温泉の、これまだ 3 月 14 日まであるととらえるのかどう

なのかですけれども、これも指定管理者も決まりまして、3 月 14 日にオープンをするとい

う、この現状において、町のホームページを見てもですね、その情報は載っていないので

あります。 
 やっぱりこういったことを、せっかくいろいろな議論がありながらですけれども、この

温泉ができ上がった、来年の 3 月 14 日に指定管理者も決まり、もうオープンが決まって

いるというこの中において、私はより早く町内外にですね、こういった施設ができる、も

う図面もできているわけですから、そういった部分の情報発信というものをですね、積極

的にしていくべきだと。 
 やはりそういった意味で、私はまだまだホームページの活用が足りないのではないかと、

やはり浦幌町のせっかくいいものがありながら、またいいものができながら、昨年道の駅

もできましたけれども、そういったいいものがありながらの情報発信がですね、私は足り

ないのではないかなというふうに思います。 
 また、道の駅についてもですね、道の駅自体のホームページはあるのですよ。そうする

と、浦幌町のホームページからリンクをしましてですね、リンクをするとリンクの一覧が

出てきまして、そこに道の駅のホームページのサイトの入口があるのですよね。 
 しかし、やはり町外から来た方々には、そこへいかないでもトップページからすぐいけ

るような、やはりそういった工夫、また浦幌町のパークゴルフ場、またスポーツセンター

のいろいろな立派な施設がございます。その辺もですね、指定管理者の方に運営を委託し

ていますから、これまた指定管理者の方でホームページを作成し、運営をしていると。 
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 しかし、それも全てリンクからいかなきゃならないのですね。その業者が指定管理を受

けているということは、町内の人間はわかりますけれども、町外の方々はなかなかわから

ないです。あくまでも施設は町がということになるわけですから、そうした時に、やはり

町のトップページから、そういった町の施設に、スムーズにわかりやすくいけるような工

夫というものも、やっぱりせっかくの浦幌の施設、財産をもっともっとアピール、わかり

やすくアピールするという努力というのが、私は必要ではないかなというふうに思ってお

ります。 
 そんなことを踏まえてですね、先ほどの同僚議員の中にも定住・移住交流のお話もござ

いました。定住・移住については、もう各北海道内、十勝管内もそうですけどもね、他の

町村で積極的に先進的に取り組んでいるところもある。 
 道内の方々が同じ定住、交流のお試し住宅に来ようとした時に、私はまず何から情報を

得てくるのかなと考えると、私はやっぱりまずホームページというものが一番最初にくる

情報発信元であろうというふうに思います。 
 やはりその中において、浦幌町のやっぱりこういった部分の、町長がこの定住・移住に

ついてもですね、いろいろな第 3 期まちづくり計画で重点プロジェクトとして打ち出して

いるわけですから、やはりその部分をせっかく町長が思い切った施策をしようと思えば、

やはりそれをもっともっと積極的にアピールをしていく、ホームページだけではないです

けどね、やはりこのホームページというものは、町外に対してのアピールというものは、

私は絶大なものがあるなと。 
 ですから、今回、答弁の中で町長がこの部分についてですね、ホームページの必要性と

いうものを十分認識していただいていますから、今これから予算措置がされていくと思い

ますが、当然しっかりとした予算措置の中で、来年平成 23 年度からは、まちづくり計画

もあっての一区切りでありますから、当然来年の 4 月に向けて、このホームページについ

てもリニューアルをしながら、より良い浦幌町の情報発信元として大いに活用していただ

きたいというふうに思うわけでありますので、この辺についてですね、これ来年からじゃ

なくて、来年度に向けてということは、すぐ予算措置も考えながら、もう今すぐスタート

していかなければなりませんので、この辺について町長のお考えを、まず 1 点お伺いした

いと思います。 
 それともう 1 点、今はどちらかと言いますと町外に向けてなのですが、町内に向けても

ですね、いろいろなお知らせ等があります。この部分についても、いろいろな会議の議事

録等も載せていただいておりますので、これは私が要望した中においては取り組んでいた

だいているというふうに思っています。 
 しかし、私この町内のこのホームページの、この要するに町内向けの部分についてもで

すね、1 点心配と言うのでしょうか、毎日見ながら、毎日チェックしながら 1 点疑問な部

分があります。 
 ご承知のとおりに、町民からの声、町民の声というものがございます。平成 22 年度町
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民の声は、4 月に 1 件、5 月に 1 件、6 月に 1 件、今年度まだ 3 件の声しか届いておりま

せん。 
 平成 21 年度、昨年度は、4 件なのです。大体町民の声というものは、苦情というか、要

望というか、そういったものが多いものですから、そうすると、町民は浦幌町に対して、

町に対して何の不満もないのかなというようなとらえ方もできるのですが、決してそんな

ことではないというふうに思うのですよね。 
 この辺も町内向けの情報発信もしていながら、この部分のキャッチボールがですね、し

っかりなされているのかなというような、私はそんな心配がされているのです。ですから、

いろいろな部分でご苦労されてやっているのですが、それが本当に町民に対して支持をさ

れるようなホームページなのかなということについては、いま一度検証する必要があろう

かというふうに思います。 
 先ほども言いましたが、各担当課での更新ということであります。これメーンで言いま

すと、やはり産業課になるのでしょうか。観光を持っている産業課、やはりここにはです

ね、より一層の努力を求めなければならないかなというふうに思っております。 
 各担当に任せる部分もよろしいのですが、やはりこれを統括するのはまちづくり政策課

ということであれば、やはりまちづくり政策課の方で更新のされていない課については、

積極的な更新を求めるような、やっぱりそういった要望も当然していかなければならない、

各課だから担当じゃない課は、私は知らないと、こういうことにはやはりならないという

ふうに思いますので、取りまとめするところはするとこなりの、やはり権限を持ちながら、

取り組みが必要であるというふうに思っております。 
 以上踏まえまして、町内、町外にあたりましての町長の考え方をお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 まちづくり政策課長。 
○鈴木まちづくり政策課長 2 点ほど大きなことでご質問あったかというふうに思います。

1 点目につきましては、リニューアル等、来年度の予算に絡んだ中での検討を、特に町外

向けに関してどうだという部分と 2 点目につきましては、町内向けということで、町民の

声が届く、届かない部分のキャッチボールがなされていないのではないかと、その辺の部

分でホームページのあり方についてどうだということのご指摘かなというふうにとらえて

おります。 
 2 点とも共通して言える中身なのでございますけれども、先ほどの町長の答弁にもあり

ましたとおり、外部からの広くご意見、ご提案をいただくための体制も重要であり、モニ

ター制度の導入も視野に入れたい、さらなるホームページの充実を図りたいという考えで

ございます。 
 このことにつきましては、やはり現段階におきましては、町のホームページにつきまし

ては、行政側からこういう情報をお伝えしたいと、見ていただきたいという思いでホーム

ページについては構成をされ、そして日々各課の努力の中で情報更新をしております。 
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 ただ、そう言いましても、やはり見ていただく側、町民の皆さん、また町外の方、いず

れにいたしましても、見ていただく方々のどういうニーズがあるか、いわゆる見ていただ

く側の目線に立ったものがやはり大事なものではないかと、あくまで行政の情報のサービ

スで提供するという部分に関して、やはり見る側の目線というのが重要であろうと。 
 あながちこちらが伝えたい情報を日々の中で行っているわけでありますけれども、見る

側の目線に立って果たして今まで進めてきたのかなという、やはり部分も考える余地がた

くさんあるのかなということで、今回外部から広くご意見、ご提案をいただくための体制

として、モニター制度、いろいろなご意見をいただいた中で、こういう情報が更新されて

いないですとか、こういったものも載せてほしいですとか、それからホームページ上の構

成上、こういう形の方が見やすいですとか、リンクの関係ですとか、そういったこと等々

含めまして、モニター制度の中でご意見をいただきたいなと。それを各課の中にお示しを

して、広くその部分が反映できるようなことで努めて参りたいなという考えでございます。 
 このことを進めた中で、大きくリニューアルというものが必要になってきましたら、そ

の時にまた予算のご相談をさせていただきたいというようなことも考えておりますので、

こういう部分でご理解をいただきたいなと思います。 
 何回も言いますけれども、現在のところ、こちらから伝えたい情報が主な形になってお

りまして、やはり見る側の目線に立ったものとして進めていきたい。 
 また、このことにつきましては、モニター制度の導入を視野に入れた中では、協働のま

ちづくりという部分で、町民の方にもいろいろな意味でのご意見をいただきたいというふ

うなことで考えております。 
 また、それらが多くの情報が伝わるような形になっていきますと、町民の声も今までと

違った中で、いろいろな意見もいただけるようなホームページの構成になっていくのかな

というふうにも考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございま

す。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○中尾議員 今、モニター制度を導入しながら、これについては積極的に発信する側では

なくて、受け手側の目線に立って改善をしていっていただけるというような答弁でありま

すから、ぜひそう願いたいなというふうに思います。 
 今、浦幌町はですね、テレビの関係もありまして、光ケーブルこの大きな事業をしてい

くということでございます。やはり、こういったインフラ整備もされるわけですから、そ

うすることによって、いろいろと編集とかそういった部分というのは、問題が多々あると

いうふうに伺っていますけれどもね、やはり動画だとか、やはりもっと写真をたくさん使

うだとかというような、やはりもっと見やすいような、やはり毎日でも見たくなるような、

やはりそういった努力、そういったような情報の発信の仕方というものがですね、私は必

要になってくるというふうに思います。 
 ほかの町村、十勝管内の町村のホームページもずっと見てみましたけれども、おのおの
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がおのおのの特色を持ちながら、いろいろされております。 
 浦幌町も決してそのほかの町村に比べて、決して劣るようなホームページだというふう

には私思っていません。しかし、じゃあ抜きに出るのかというと、そうでもないという、

大体どこの町もですね、一長一短ありながら大体同じレベルの中で運営をされているのか

なと思います。 
 だからこそ、浦幌がですね、そういう見る人方の支持を得られるようなホームページが

できればですね、私は浦幌町に、情報発信というものがより多くの人方に知っていただけ

ると、していけるというふうに思います。 
 せっかくのそういう、今言ったような光ケーブルとかインフラがそろってきますから、

やはり今のこのタイミング、これでしかないというふうに思います。 
 ですから、早急にこのモニター制度、こういった部分というのも取り入れていただきな

がら、ぜひ私は積極的な取り組みをしていただきたいというふうに思いますし、またもう

一つですね、各課の部分でありますけれども、各課の担当と言いましても、決してその仕

事だけに携わっているわけじゃないわけですから、そうすると、どうしてもこういうよう

な情報発信の部分というのはですね、後回しになってしまうのですよね。 
 ですから、やっぱりそういった部分については、各担当の課長さん方が配慮をしながら、

やはりそういった時間をとりながら、こういうリアルタイムの情報を発信をするような体

制づくりというものは、早急にしていく必要があるだろうと。ただ、やれやれということ

だけでは済まされないというふうに、私は思っております。 
 ですから、今、予算措置につきましてもですね、いろいろこういったモニター制度の意

見を踏まえながら、必要な時においてはというご意見でありましたけれども、私はぜひ来

年の 4 月 1 日、新年度に向けてですね、ぜひ取り組んでいただきたいという思いがありま

すので、このモニター制度につきましても早急に取り組んでいただいて、やはりこの結論

を早く出していただいて、来年の 4 月 1 日に向けては新たな気持ちでの取り組みをぜひし

ていただきたいというふうに思います。 
 この辺の町長の考え方を最後にお伺いをして、私の質問を終わら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。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 ホームページの活用につきましては、中尾議員言われるとおりだと私も同感

いたします。単なるこれがリニューアルと言いますか、更新をしていかなければ、単なる

箱になってしまうわけでありますから、当然これは日々の更新も大切であろうというふう

に思っていますし、そういう面では先ほど具体的に示されました、留真温泉の情報が載っ

ていない、まさにそういう面含めて反省しなければならない部分が多々あるだろうという

ふうに思います。 
 そういう意味では、今、モニター制度をつけながらやっていきたいという、要するにチ
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ェック制度をきちっと決めていきたいということで申し上げました。早急にこれについて

は、もう 4 月段階からすぐ進めて参りたいというふうに思っています。そういう方向で、

早急に 4 月というか、早急に進めて参りたいと、なければならないと、逆にならないので

はないかというふうに思います。 
 そういう意味で、今提言いただきました、本当に基本的な要件に欠ける部分については、

早急に訂正をしながら、ぜひ町内、町外含めて、情報発信を素早くやっていくような制度

設計を進めて参りたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 これで中尾光昭議員の一般質問を終わります。 
 次に、3 番、福原仁子議員の質問を許します。 
 3 番、福原議員。 
○福原議員 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。私は、子宮頸がんワク

チン接種の助成についてお伺いいたします。 
 平成 22 年 11 月に補正予算が国会で可決され、国は、補正予算で基金をつくり 22 年度

後半から 23 年度まで国と地方が半分ずつ負担する形で本人負担なしで接種できるように

したいと表明しました。 
 子宮頸がんワクチンをめぐっては、厚生労働省が 23 年度予算で市町村の接種助成事業

の 3 分の 1 を負担するため 150 億円を要求していますが、これを前倒しして実施する形で

す。 
 このがんは、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）が原因で感染しますが、特に近年急増

しておりまして、20 代、30 代までの女性のがん発症率の第 1 位となっているのが現状で

あります。発がん性のあるヒトパピローマウイルスは、15 種類ほどの型があり、そのうち

最も多い 16 型と 18 型はワクチン接種で感染予防ができると言われています。 
 接種年齢も 13 歳から 16 歳の中学 1 年から高校 1 年までの女児が望ましく、半年の間に

3 回接種すると効果があり、費用は五、六万かかるため、公費補助の制度化が求められて

きました。 
 今年 3 月に子宮頸がん予防ワクチン接種の一般質問を行った際に、答弁の中で国の動向

を注視しながら公費補助を検討すると町長の答弁をいただきましたが、国の動向を踏まえ

た町の考え方についてお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長 
○水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 
 子宮頸がんワクチン接種の助成についてでありますが、まず先に、子宮頸がんの原因や

ワクチンについてご説明いたします。 
 子宮頸がんは、性交渉によるヒトパピローマウイルスの感染が関与しており、感染して

も大部分の人は自己免疫力でウイルスを排除することがわかっています。しかし、人によ

っては、感染が持続する場合もあり、子宮頸がんを発症する原因となります。 
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 子宮頸がん予防ワクチンは、海外からの輸入ワクチンで、昨年の 10 月に国が製造販売

を承認しました。効果については、ワクチンを 3 回接種した人では、最長 6.4 年間、ウイ

ルスに対する抗体を保持できることが調査研究でわかっています。 
 現在、日本で承認されている子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんに関与する 15 種

類のウイルスのうち 2 種類に効果のあるワクチンで、すべてのウイルスに効果を発揮でき

るワクチンではありません。 
 厚生労働省のがん対策推進協議会では、ワクチン接種に加え、正しく子宮頸がんの知識

を持ち、性交渉によるヒトパピローマウイルスの感染に対して注意をすることが大切であ

り、何よりも早期発見のために子宮頸がん検診の受診が重要であるとし、20 歳からの子宮

頸がん検診を推奨しています。 
 子宮頸がん予防ワクチンは、任意接種ワクチンであり、個人の判断にゆだねられる予防

接種に位置づけられます。接種対象者や保護者が効果や副作用などについて十分理解した

上で、みずから接種の有無を判断しなければならないため、まずは十分な情報提供のもと

に、接種ができる体制を整えることが必要であると判断していることから、ワクチン接種

をする前に、保護者や対象生徒に子宮頸がんの知識、ワクチンの効果、副反応等の知識、

子宮頸がん定期検診の必要性を普及啓発する説明会を実施いたします。 
 子宮頸がん発症予防には、ワクチンの接種率向上と子宮頸がん検診の両面から取り組ま

なければ効果は上がらないため、対象者への健康教育を充実させ、十分な知識の普及を図

り、子宮頸がん発症予防に取り組んでいく考えでおります。 
 これらの取り組み体制を十分に整え、平成 23 年度から子宮頸がん予防ワクチン接種事

業を実施して参ります。 
 なお、今回国で示している対象者は、中学校 1 年生から高校 1 年生ですが、高校 3 年生

まで接種対象を拡大し、将来を担う子供たちの健康を守っていく考えです。 
 以上、福原議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○福原議員 既に 3 月に、私が質問をいたしました。任意と言いながら感染症ですので、

一斉に接種年齢を決めて実施しなければ効果が低いと思われます。そこで 3 点ほどお伺い

したいと思います。 
 先ほども述べましたように、二、三十代の女性に特に急増多発しております。非常に死

亡率が高くなってきているのが現状でして、そのことを踏まえて、国では早い処置が必要

であると、先月の 27 日に 22 年度の補正予算に計上されたものです。町長の 3 月の答弁の

中で、国の動向を注視しながらということで答弁をいただきましたので、公費助成につい

て検討すると、はっきりと明言されております。国の動向がありながら、実施できない理

由を明確にお伺いいたしたいと思います。 
 それから、現在、浦幌には、中学 1 年から高校 3 年生まで女子の対象者、何名でいくら

の費用がかかるのか、お伺いします。 
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 また、現在、町内の人で既に任意接種を受けている人がいると聞いておりますが、その

方々に対して、国の補助が出ているのに 23 年度という町の計画であるということが今現

在の予防を受けている方には、そういう補助が受けられるかどうか、それもお伺いしてお

きます。 
 それからもう 1 点、十勝管内では既に全額補助も含めて、16 市町村が実施をするという

ことになっております。国では、補正予算を子宮頸がん、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌

ワクチン、この接種事業に対して重点配分をするというふうにして、今回の補正がおりて

くると思います。浦幌町では、その予算をどのような形で使っていくのか、お伺いしたい

と思います。以上です。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 保健福祉課といたしましては、子宮頸がんワクチンの接種にあたり

ましては、多くの方に正しく理解をしてもらい、一人でも多くの接種を受けてほしいとい

うふうなことで、また、多くの経費をかけることから、将来のがん検診の健診率の向上に

もつながるような体制をとっていきたいというふうに考えているところです。 
 ワクチン接種をしても 100％防ぐことはできません。子宮頸がんに関する 15 種類のウ

イルスのうち、2 種類にだけこのワクチンについて効果があるというふうなことで、2 種

類の感染の割合については、6 割弱ということで言われております。あと 4 割以上の部分

については、他のウイルスの感染というふうなことから、4 割以上の感染率が残っている

ところでございます。 
 子宮頸がん検診のそういう必要性もそういう点から必要性があるというふうに思ってお

ります。支給対象年齢に該当しましたら、子宮がんの検査を受けることも理解してもらう

必要があるというふうに思っているところです。 
 また、町長の答弁でもありましたように、ワクチンの接種をする前に、保護者や対象生

徒に子宮頸がんの知識、ワクチンの効果、副反応の知識、あとがんの定期検査の必要性等

を十分理解してもらうというふうな健康教育の方にも重点を入れるような体制をとりなが

ら、ワクチンの接種を進めていきたいというふうに考えているところです。 
 対象者と経費の関係でございますけれども、国の方の対象者に中学 1 年生から高校 1 年

までの部分では 97 名、あとそのほか町単独の上乗せというふうな高校 2 年、3 年というこ

とで 40 名、約 140 名の方が対象としているというふうに押さえております。 
 その中で経費といたしましては、全体の中で約 600 万ほど経費がかかりますけれども、

そのうち国の補助といたしまして、180 万ほど国から助成されるというふうに、こちらと

しては押さえております。 
 あと、任意接種の受けた方というふうなことで、既に受けた方の対応と言うことでご質

問があったかと思いますけれども、具体的に方法としては決めておりませんけれども、既

に接種をされている方の部分につきましては、支援をする方向性で検討させてもらいたい
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というふうに思っております。 
○田村議長 答弁調整のため、暫時休憩いたします。 
 

午後 ２時０５分 休憩 
午後 ２時１０分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 十分な説明をできなかった点がございますので、再度答弁をさせて

いただきたいというふうに思いますけれども、子宮頸がんワクチンの接種にかかる経費の

関係でございますけれども、国の方の補助対象として行われる経費といたしまして、中学

1 年生から高校 1 年生までの部分で、町費としまして 220 万くらいかかります。そして、

そのほかに国の方から 180万の補助があります。そのほか、町独自として行う高校 2 年生、

3 年生の部分について、160 万の経費が別枠として必要となってくるというふうな形にな

っております。 
 子宮頸がんの部分でさかのぼってというふうなところでご質問があって、検討をすると

いうふうなことでご答弁させてもらったかと思いますけれども、こちらの方としまして、

受診については 23 年度からの実施というふうなことですので、適用の部分についても 23
年の 4 月からというふうな形で、実施の分については、23 年 4 月からの実施というふうな

ことで考えておりますので、さかのぼっての適用ということはいたしません。以上でござ

います。 
〔「答弁漏れがあります。国からきているお金どうやって使うのですか」の声あり〕 

○田村議長 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 補助金の交付の部分については、道の方に実施計画を上げて、実施

計画に基づいて交付されるというふうに通知がきておりますので、実施した部分、今後 23
年度の実施の部分について、支給対象というふうな形になってくるというふうに思ってお

りますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 再々質問を許します。 
○福原議員 本当にごてごての答弁というか、執行の方で、国でせっかくお金をつけて、

2 分の 1 お金をつけて実施しなさいって、くるのですよ、補正予算が。違いますか。 
 22 年度の予算に対して上げますから、どうぞ使ってくださいって、国でお金をわざわざ

くれるのです。それに対して計画がないから、23 年度の前倒しをして、国では使いなさい、

もし 23 年度に補助が減ったらどうしますか。誰が責任をとるのですか。町民に負担が当

然かかるのじゃないですか。 
 今、せっかく国が 2 分の 1 の補助をしますから、どうぞ各町村で実施をするようにって、
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再三、再四新聞でも報道されています。既に十勝管内では、浦幌とあともう 2 町だけがは

っきりとした実施計画というか、検討中ということで、本当に私は人の命が大切だと思う

のです。 
 これは本当に一刻も早く、これから保護者、生徒の説明をしてやっていかなきゃ時間が

かかる。だから 3 月に私もこれはもうすごい早い対応が必要だなと思うから、質問をして

おいたのです。3 月から今までの間に何か努力をしたか、具体的な努力をしたか、お伺い

をしておきます。 
 それと検診とおっしゃっていますけど、浦幌町の健診率は何パーセントあるのか、非常

に健診に対する、特に若い女性は抵抗が多いのです。精神的、肉体的な苦痛が伴うという

ことで、なかなか健診を推進しているかと思うのですが、実際は 3 月に聞いた時は 14％の

健診率しかないというお話でした。 
 その間、健診率を上げるような努力をされていたかどうか、国からくる、せっかく 22
年度の補正として国からくるお金を、浦幌町ではどのように使っていくのか、本当に再度

お聞きしておきたいと思います。 
 今現在ですね、町内でそういう婦人科の病気で帯広に通っている方もいます。現実に今

年度手術をした方もいます。そういった実態を踏まえて、本当に年度内にやらないのか、

やれるのか、再度答弁お願いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○広瀬保健福祉課長 健診の関係でございますけれども、国の女性の子宮がん、乳がんの

検診の率につきましては、20％を超える率というふうなことでございますけれども、浦幌

の町民の方の健診の部分につきましては、それの半分ぐらいというふうなことで、こちら

の方としては押さえております。健診にあたって、健診率を上げる努力という部分につき

ましては、普段の業務の中でも住民の方々に広報等を通じながら、健診のＰＲ等も含めて

行っているところでございます。 
 健診率の部分でございますけれども、全国の率でいきますと、子宮がんが 21.3％、乳が

んの部分については、20.3％でございます。平成 19 年現在の浦幌の健診率でいきますと、

子宮がんの部分が 7.3％、乳がんが 8.3％というふうな状況になっているところです。 
○田村議長 町長。 
○水澤町長 子宮頸がんの 22 年度の予算についてということでありますけれども、その

予算については、先ほど説明をいたしました。22 年度にやった場合については、実施計画

を出して、補正がおりるということでありますので、22 年度、私どもとしては 23 年度 4
月から子宮頸がんのワクチン接種をしたいというふうに考えておりますので、23 年度から

の予算を執行しているということになるだろうと思います。 
 これは私ども、第 3 期まちづくりで国の方針が出る前に、子宮頸がんワクチンについて

は全額助成をするという方針を打ち出しました。そのあと、国が今中 1 から高 1 までをや
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りますという方針を出しました。 
 私どもとしては、やはりこの原因、そして年齢層を考えた場合、やはりきちんと説明を

して、納得していただいて、接種することが一番肝心だろうというふうに考えます。その

ために、今、私どもとしては、国の方針も出ましたので、中 1 から高 3 まで伸ばしてやる

ということであります。 
 国は、中 1 から高 1 までやりますけれども、高校 2 年、3 年についても、町としては助

成して参りますということであります。つまり、22 年にしなくても、高 1 の方は高 2 にな

っても、町としてはやりますということであります。その点をぜひご理解をいただきたい

と思います。 
 とにかく、やはり私どもとしては、その原因と年齢層を考えた場合、しっかり教育とい

うものをしていく必要があると、その上で接種をしていただきたいというのが私どもの願

いであります。そうしなければ、やはり若年層の原因を防ぐことはできないというふうに

考えております。 
 ただ、健診に大変抵抗があるということでありますけれども、これは 1 回打っても、こ

れで全て良しということではありません。やはり健診率を上げることが、やはり大切だと、

子どもたちの命を守る、また女性の命を守る、大変大切なことだというふうに思っていま

す。 
 そういう意味では、そのことも含めて、これから 23 年 4 月 1 日から行うようがんばっ

て、町としては行って参りたいと、啓蒙もして参りたいというふうに考えていますので、

ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 55 条を適用しないで、発言を許します。 
○福原議員 町長の言うのもわかります。でも、国は大変重要なことで、今すごく急増し

て、若い女性の死亡の第 1 位を占めているということを認識して、国は今回の補正で上げ

てきております。 
 ですから、説明に時間がかかる、ですから、3 月の時点で私は早くやってほしいと思っ

て質問をさせていただきました。その時の答弁は、国の動向を注視してということで、は

っきりと答弁をいただいております。 
 じゃあ、国の動向を無視して浦幌町はやっていくということですね。町長、その点につ

いて補助をいただいても、浦幌町は無視して、国の意向を無視して行政を執行していくと

いうとらえ方でよろしいのですね。再度お伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 誤解しないでいただきたいと思います。私どもは、女性の命を守るという観

点からきちんと説明をして、自分で判断をして、これ任意ですから、判断をして、接種し

ていただきたい。そのために、23 年度の 4 月から行いたいということであります。 
 国の動向を無視してじゃなくて、私どもとしては、第 3 期のまちづくりに国の方針が出
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る前に打ち出しました。これは大切だと思うから打ち出したわけであります。 
 ただ、大切でありますけれども、きちんと認識をした上でやらなければ、この病気の撲

滅にはつながらないというふうに考えておりますので、打つ子どもたちとそしてご父兄の

方にも十分理解してもらって打たなければ、意味はない。ましてや、健診にもつながって

いかないということで、このたびの平成 23 年度からきちっとやっていこうということで

打ち出したわけでありまして、国の方針にどうこうということでは決してありませんので、

ご理解いただきたいと思います。 
○田村議長 不振な点は、また後ほど、担当課の方とよくお話合いながら勉強してくださ

い。 
 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 
 次に、10 番、髙橋利一議員の質問を許します。 
 髙橋議員の質問は、項目ごとに行う旨の申し出がありますので、これを許します。 
 髙橋議員。 
 最初に 1 項目めの質問を許します。 
○髙橋議員 今定例会にあたり 2 項目にわたり質問いたします。 
 1 項目めといたしまして、町政執行 1 期の自己評価についてでありますが、町政を担う

最高責任者として就任以来、早いもので 1 期 4 年を終えようとしております。 
 財政の健全化・災害に強い地場産業づくり・活力あふれる商工業づくり・協働のまちづ

くり・安心安全なまちづくり・学習環境など多くの課題を抱えながら、町民との対話を通

じた町民目線での町政を信念に掲げた水澤町政の実行力に期待してきたところでございま

す。 
 目まぐるしく変化する社会情勢や厳しい町財政状況の中にあって、気力・知力を振り絞

りながら、その執行にあたっては、まちづくりミーティング室の開設、出前講座、まちづ

くり懇談会、第 3 子以降の保育園・幼稚園の無料化、高齢者の予防接種の助成、町立診療

所の医師の確保、情報通信の整備、新エネルギー対策、農地の基盤整備、資源管理型漁業

の推進など町の根幹である第一次産業を初めとして、町民の福祉の向上に努めてきた。 
 さらに、財政再建への道筋をつけたことは評価するところであります。まだ道半ばで実

現されていないものも残されています。 
 昨年、本町は、開町 110 年を迎え、昨年 9 月に道の駅がオープンし、来年 3 月には留真

温泉もオープンするなど、その歴史は着実に刻まれているわけであります。 
 就任から現在まで、町政の最高責任者としてみずから掲げた課題や取り組みについてど

のように評価し総括をしているかお伺いします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長 
○水澤町長 髙橋議員のご質問にお答えします。 
 みずから掲げた課題や取り組みについてどのように評価し、総括しているかについてで
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ありますが、私が平成 19 年 4 月の統一地方選挙において、町民各位の温かいご支援を受

け町政を担当させていただいてから早いもので 4 年が経過しようとしております。 
 この間の町議会議員の皆様を初めとして、町民の皆様の町政に対するご指導とご理解に

対しまして心から感謝申し上げる次第であります。 
 私は町政を進めるにあたり、地方分権の時代と言われ、国から道へ、道から市町村へと

権限の委譲が進められているだけに、その受け皿となる地方自治体の力量が問われており、

自治体間競争と言われている時代においては、浦幌町の力を高めるために「人の力」「財政

の力」「産業の力」の調和こそが原動力であり、この 3 つの力を高める取り組みを進める

と申し上げて参りました。 
 「人の力」につきましては、まちづくりは人づくりであり、浦幌町はコミュニティ活動

やボラティア活動が盛んに行われておりますが、ＮＰＯとともに、うらほろスタイル推進

協議会を立ち上げ、将来を担う浦幌の子どもたちが故郷への誇りと自信を育むための事業

や教育と子育て環境の整備を進めるとともに、高齢者のインフルエンザ予防接種などに助

成を行うなど高齢者福祉にも取り組んで参りました。 
 「財政の力」では、厳しい財政状況のもと、町民の皆様と議会議員の皆様並びに職員の

協力のもと、財政健全化に努め、就任時は基金総体の残高は 7 億 1,500 万円でありました

が、平成 22 年度末残高で約 20 億円を超えると見込んでいるところであります。また、町

の借金である起債残高は 140 億円ありましたが、平成 22 年度末残高見込みは 118 億円と

なり約 22 億円減少いたしました。また、財政指標であります実質公債費比率は 23.4％か

ら 10％程度改善する見通しがたちました。 
 「産業の力」は、基幹産業である第 1 次産業を取り巻く環境は依然として厳しいものが

ありますが、心土破砕事業や小規模暗渠・明渠事業等の基盤整備事業、付加価値をつける

ために必要な施設への補助、山林の植栽事業、下草刈り事業、漁港整備事業など第 1 次産

業への各種事業を展開して参りました。 
 また、環境に優しい工場の建設事業にも補助を行うとともに、臨時交付金を活用しなが

ら町内での消費向上にも取り組んで参りました。 
 常に町民目線の立場に立ち、財政再建の旗を掲げながら町政を進めてきたつもりであり

ますが、町政運営の評価をみずからが下すことはなかなか難しいことであり、評価につき

ましては議会議員の皆様、また町民の皆様が下されるものと考えているところであります。 
 以上、髙橋議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○髙橋議員 平成 22 年度末基金残高が約 20 億円を超えると答弁されたが、これは町民の

協力、そして町職員の人件費削減等によるものであります。また、平成 20 年から 21 年度

にかけて、国の交付金事業、さらに釧路産炭地助成事業によるものと思います。 
 今後、町長として十分承知の上、町民目線の立場に立ち、職員の協力のもと財政健全化

に取り組んでいただきたいと思います。第 2 期まちづくり計画の執行状況を見た時、4 年
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間の頑張りに対し何点をつけられるのか、あえて伺いたいと思います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 大変難しいご質問でありますけれども、自分自身では 4 年間精一杯取り組ん

できたつもりでありますけれども、ほかの人から見れば力の及ばない点も多々ありますの

で、及第点をいただけるかどうか、大変心細い限りであります。 
 自分自身で点数をつけるというのは、なかなか難しいものでありますから、先ほど答弁

しましたように、議会議員の皆様、そして町民の皆様の点数をつけていただければ大変あ

りがたいというふうに思っているところでありますので、ご理解いただきますようお願い

申し上げます。 
○田村議長 次に、2 項目めの質問を許します。 
 髙橋議員。 
○髙橋議員 2 項目めといたしまして、2 期目の出馬についてであり、浦幌町の今後 10 年

を見据えた浦幌町第 3 期まちづくり計画が、将来人口 5,000 人と定め、定住対策推進のた

めの重点プロジェクトも打ち出された中で策定されたところでございます。 
 町民協働のまちづくりを目指し「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」をスローガン

に新たな計画がスタートいたしますが、しかし、その実現に向けて重要案件が山積してい

るものと認識をしております。 
 今までの取り組みも踏まえ、課題解決のため町民に問い、その判断を仰ぎ、引き続き町

政執行を担う考えはないかお伺いいたします。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 髙橋議員のご質問にお答えします。 
 第 3 期まちづくり計画は、平成 23 年度から 10 年間の期間で進められる計画であり、2
年間にわたり小・中学生のアンケートから始まり、ワークショップ、振興計画策定委員会、

総合振興計画審議会などで審議をいただき、議会での議決をいただいた浦幌町の最上位計

画であります。 
 基本構想には、10 年後の将来人口を 5,000 人と想定しましたが、日本社会は人口減少社

会に入ったと言われており、人口問題研究所などの将来人口推計では浦幌町の人口減少が

著しいことが示されました。 
 その課題を克服するためには、基本構想に「子供を産み育てる環境の整備充実」「雇用機

会の新規創出」「住居環境の整備充実」の 3 つの重点プロジェクトを掲げ、実施計画で推

進していくこととしております。 
 政権交代後の政治や経済状況は安定軌道になく、その動向によっては地方自治体が厳し

い状況に陥る可能性は否定できません。 
 この 4 年間、議会議員の皆様のご理解をいただきながら、誠心誠意、行政の推進に努め、
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町民の皆様と共に協働のまちづくりを目指して、財政の健全化に努めながら住みよい、住

んで良かったまちづくりに取り組んで参りました。しかしながら、やり残した課題がある

ことも承知しているところであります。 
 また、第 3 期まちづくり計画は、策定することが目的ではなく、これの実現実行してい

くことこそが望まれるところであり、責任を持ってその役割を果たさなくてはならないと

考えているところであります。 
 私は、4 年間を一区切りと考え、最大の努力を傾けてきたつもりでありますが、町民の

皆様の再度のご支援をいただけるのであれば、引き続き町政を担当させていただきたいと

決意しているところであります。 
 以上、髙橋議員の答弁といたします。 
○田村議長 再質問を許します。 
○髙橋議員 水澤町長の 2 期目に対する出馬決意を確認させていただきました。 
 第 3 期まちづくり計画を執行するにあたり、今後とも町民の理解を求め、計画される住

民基本条例などを中心に、協働のまちづくりを目指し進めていくと思いますが、前段で「人

の力」「財政の力」「産業の力」の調和こそが、まちづくりの原動力と説いた考えはすばら

しいと私も思います。 
 いま一度やり残した課題もあるようですので、今後どのように考え、進めていこうとし

ているのか伺います。さらに各、今日は、当然課長さん方すばらしい方がいっぱいおりま

す。水澤町政 2 期目に臨む中において、各課連携をとりながら、いい意味でのネットワー

クをしっかり持ちながら、しっかりガードしていく形もお願いしておきたいと思います。 
 そんな考えの中、今後どのように考え、進めていこうとしているのか再度伺いたいと思

います。 
○田村議長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 今後、どのように進めていくかということでありますけれども、私の今残さ

れている期限は約 4 カ月であります。23 年度予算も国会予算確定次第、浦幌町の新年度予

算も編成していかなければなりません。 
 また、今ある事業であります地域情報通信基盤整備推進事業、これも本年度末までに完

成をしなければならないというふうになっておりまし、また、浦幌中学校の改築事業も 12
月中旬までには終了し、年明けには子どもたちが安全で安心な学校に移るということで、

これも 3 月末までの事業完成を予定しているところであります。 
 また、住民参加条例につきましては、今策定中でありますので、できれば今年度中には

策定を終了したいというふうに考えているところであります。 
 また、第 2 期まちづくり計画は、第 3 期まちづくり計画を検証するにあたりまして、検

証させていただいておりますけれども、これの完成に向けて残る期間を十分進めて参りた

いというふうに考えているとこであります。 
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 そういう意味では、まだまだ時間あまり足りないような感じはいたしますけれども、議

会の議員の皆様と町民の皆様の力を借りながら、残された期間誠心誠意努めて参る覚悟で

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○田村議長 これで髙橋利一議員の一般質問を終わります。 
 以上をもちまして、一般質問を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

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

午後 ２時３８分 休憩 
午後 ２時５１分 再開 

 
○田村議長 休憩を解き、会議を開きます。 
 
     ◎日程第５ 発委第１０号 
○田村議長 日程第 5、発委第 10 号 北海道開発の枠組みの堅持と北海道局の存続に関す

る意見書の提出についてを議題といたします。 
 提出者の説明を求めます。 
 総務文教厚生常任委員長。 
○阿部総務文教厚生常任委員長 発委第 10 号 北海道開発の枠組みの堅持と北海道局の

存続に関する意見書の提出について。 
 上記の議案を、地方自治法第 109 条第 7 項及び浦幌町議会会議規則第 14 条第 3 項の規

定により提出いたします。 
 平成 22 年 12 月 12 日提出、提出者、総務文教厚生常任委員会委員長 阿部優。 
 北海道開発の枠組みの堅持と北海道局の存続に関する意見書（案） 
 全文の朗読を省略し、要旨を述べます。 
 北海道の開発は、明治の開拓使設置以降、特別な開発政策のもと計画的に推進され、昭

和 25 年の北海道開発法制定後は、国務大臣を長とする北海道開発庁の設置及び北海道総

合開発計画の策定など、北海道開発体制の整備が図られ、我が国経済の復興や食料増産、

人口や産業の適正配置など、その時々の国の課題の解決に寄与するため、積極的な開発が

行われてきました。 
 また、開発の歴史が浅く、積雪寒冷で広大な面積を有するといった自然条件の中、北海

道開発を総合的かつ着実に推進するため、予算の一括計上や北海道特例といった北海道開

発の枠組みも整備されました。 
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 しかしながら、北海道の社会資本は本州並みには至っておらず、北海道にとって重要な

課題が今も残されております。 
 こうした中、本年 6 月、来年度の国土交通省の組織見直しに関して報道がなされ、今後、

国家行政組織法に基づく局の総数規定により、廃止候補として北海道局が急浮上する危惧

を払拭することはできません。 
 今後とも北海道が豊かな自然や高い食料供給力、多様なエネルギー資源などの優位性を

生かして、我が国の成長に貢献するためには、北海道開発の枠組みを堅持し、いまだ整備

がおくれている高規格幹線道路網など、将来に向けた社会資本の整備を計画的かつ着実に

進めていかなければなりません。 
 よって、我が国の成長に対する北海道の位置づけや役割などを踏まえ、次の事項につい

て強く要望いたします。 
 1 つ、北海道開発の枠組みを堅持するとともに、それを担う体制として北海道局を存続

すること。 
 2 つ、平成 20 年 7 月に閣議決定された「地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発

計画」を着実に推進すること。 
 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出するものです。 
 平成 22 年 12 月 12 日、北海道十勝郡浦幌町議会。 
 提出先は、衆参両議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、各関係大臣であります。 
 議員各位のご協賛を賜りますようお願い申し上げます。 
○田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○田村議長 質疑なしと認めます。 
 これより発委第 10 号を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 
○田村議長 挙手多数であります。 
 よって発委第 10 号は、原案のとおり関係先に提出することに決定いたしました。 
 
     ◎日程第６ 発議第１０号 
○田村議長 日程第 6、発議第 10 号 議員の派遣についてを議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 会議規則第 120 条の規定により、お手元に配付の内容で議員を派遣し、派遣期間はいず

れも議長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、提案のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 
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     ◎日程第７ 発議第１１号 
○田村議長 日程第 7、発議第 11 号 所管事務調査についてを議題といたします。 
 各委員長から、次の定例会までの議会閉会中にお手元に配付のとおり、所管事務調査を

行いたいとの申し出がありました。所管事務調査については、各委員長の申し出どおり、

各委員会に付託して議会閉会中に、これの調査をすることにいたしたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○田村議長 異議なしと認めます。 
 よって、各委員長より申し出のあった所管事務調査については、各委員会にこれの調査

を付託して、議会閉会中の調査をすることに決定いたしました。 
 
     ◎閉会の宣告 
○田村議長 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は、全部終了いたしました。 
 これをもって会議を閉じます。 
 平成 22 年第 4 回浦幌町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午後 ３時０３分 
 
 


