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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。 

 

    ◎議会運営委員長報告 

〇田村議長 日程第１、議会運営委員長報告を許します。 

 杉江委員長。 

〇杉江議会運営委員長 議会運営委員会報告をいたします。 

 第３回浦幌町議会定例会の運営について６日午後、議会運営委員会を開催し、本日６日

以降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。 

 本日の日程は、一般質問のみの予定です。また、12日より認定第１号から第11号までの

平成22年度各会計決算審査を予定しております。 

 本日の一般質問は、通告順に安藤忠司議員、阿部優議員、関井雅明議員、二瓶隆議員、

福原仁子議員、差間正樹議員の６名より８項目についての通告がなされております。質問

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

願いいたします。また、質問者は通告内容に沿ってわかりやすい質疑を心がけていただき

ますようお願い申し上げますとともに、活発なる議論を期待いたしまして、議会運営委員

長報告といたします。 

〇田村議長 これで議会運営委員長報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇田村議長 日程第２、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 初めに、３番、安藤忠司議員の質問を許します。 

 ３番、安藤議員。 

〇安藤議員 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 第３次浦幌町行政改革大綱の中で行政改革を進め、公共施設等の使用料を見直しして推

進してきたところでございますが、町民の皆さんのご協力、ご負担をしていただき、平成

22年度決算で財政健全化判断比率の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率の基準がクリアされ、基金総額も約25億6,000万円となり、やはりこれは町民

の皆様、職員の皆様のご協力のたまものと思います。指定管理者に委託しているスポーツ

センター、温水プール、パークゴルフ場等のスポーツ施設、また文化交流施設の各公民館

など使用料値上げ当時から利用者減にもつながっていると思われます。町民の皆様の健康
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維持と文化の向上に向け、利用者の負担軽減と利用増になるよう平成24年度の予算で使用

料等の見直しをしていく考えがあるか伺います。 

 また、スポーツセンターの閉館時間について平日勤労者が夜間利用する場合、現在21時

30分となっているが、30分延長の希望をする方が多く、以前のように22時までとならない

か伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 安藤議員のご質問にお答えをいたします。 

 公共施設の使用料についてでありますが、本町では行財政改革を町政運営の最重要課題

と位置づけ、平成８年３月に第１次となる浦幌町行政改革大綱を策定以降、３次にわたる

大綱を策定し、改革を着実に推進してきました。平成18年２月に策定した第３次大綱では、

直面する財源不足の解消を主眼として、経費削減、人員削減、無駄の削減などに取り組む

とともに、各種公共施設については受益者負担のあり方を勘案し、使用料適正化や開館時

間、休館日の見直しを行いました。本町の財政状況は、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律に基づく財政の健全化判断比率では健全段階にあると判断できますが、歳入面で

は町税などの自主財源の割合が少なく、国から交付される地方交付税や国庫支出金などの

依存財源の割合が高く、国の地方財政対策の影響を大きく受けやすい大変脆弱な構造にあ

ります。歳出面では地方債償還のピークが過ぎ、一時の危機的な状況は脱したものの依然

として大変厳しい状況に置かれていることに変わりはありません。地方分権、地域主権改

革などにより私たち基礎自治体である市町村と国との関係も新たな段階を迎えようとする

中、魅力的で自立的な地域づくりを進めることが大きな命題となっており、地域が抱える

さまざまな課題を的確に把握し、その課題解決のために前向きに取り組んでいく経営的視

点に立った行政運営がより一層求められています。 

 こうした環境の変化や多様化する町民ニーズを的確に把握し、適正、柔軟に対応しなが

ら健全で持続可能な財政基盤を維持していくためには、不断の行財政改革が必要でありま

す。このため本町では第３次大綱に引き続き、より一層の行財政改革を進めるため、計画

期間を本年度から27年度までの５年間とする第４次の行財政改革プランの策定に取り組ん

でいます。現在策定中のプランにおいても引き続き受益者負担の適正化を図ることとして

おりますので、受益者負担の原則の観点から使用料等の適正化に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 以上、使用料に関する答弁とさせていただきます。質問の後段にありました総合スポー

ツセンターの閉館時間に関する考え方につきましては、教育委員長より答弁をいたします

ので、よろしくお願いをいたします。 

〇田村議長 教育委員長。 

〇岡崎教育委員長 安藤議員のご質問にお答えいたします。 

 総合スポーツセンターの閉館時間についてでありますが、平成17年度から社会体育施設
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の利用期間や利用時間の見直しを行い、管理につきましては平成20年度から指定管理者制

度を導入し、現在に至っているところであります。また、総合スポーツセンターの利用に

当たっては、近年利用者から日曜日の開館を望む声が強かったことから、日曜日の開館と

あわせて国民の祝日に関する法律に規定する休日を開館日とする条例改正を行い、本年４

月からは指定管理者と新たに５年間の基本協定書を締結し、利用者へのサービス向上や効

率的な施設運営を行っているところであり、現時点での閉館時間の延長の見直しは難しい

と考えているところであります。しかしながら、今後につきましても指定管理者と協議を

しながら、利用者のニーズ把握に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

ますようお願いいたします。 

 以上、安藤議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇安藤議員 これからも行政改革や財政改革は継続していかなければならないと思います

けれども、見直しをするといってももとに戻すということでなく、町民の皆様と対話を積

極的に行って、町民の意見を聞いて、ぜひ第４次行政改革プランの中で検討し、新年度予

算に反映していただきたいと思います。 

 また、スポーツセンターの閉館時間につきましても第３次行政改革の中で実施されたも

のでありますので、第４次策定の時点であわせて検討できるか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 スポーツ施設や公共施設の使用料につきましては、本当に第３次行政改革の

中で議会とも種々議論を戦わせながら進めてまいりましたところであります。これは、財

政健全化だけではなく、やっぱり使用する人、使用しない人との公平感を考えなければな

らないということから、この料金設定の適正化を図ってきた経緯があります。私は、この

経緯は大切にしなければならないというふうに思っていますし、今後とも町民との対話と

いうことについては当然進めていかなければならないだろうというふうに思っています。

この料金が常に同じということではありませんけれども、町民等のニーズ、また町民との

対話の中で今後町の財政を見ながら、どのような形になっていくのかについては特に減免

規定等も含めてできることはやっていくと。ただし、公平感は求めてまいりたいと、適正

化は求め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 教育次長。 

〇山本教育次長 ただいま安藤議員のほうから再質問のありましたスポーツセンターの閉

館時間の関係ですけれども、先ほど委員長のほうからも近年利用者から日曜の開館を望む

声が強かったということで日曜日と祝日の開館を本年４月から実施したところでありま

す。また、本年５月には指定管理者が総合スポーツセンターの利用者を対象にアンケート

を実施しております。131人の皆さんから回答をいただいておりますけれども、その中で利



 － 6 － 

用時間を長くしてほしいという意見が２人ほどありましたけれども、全体的には大きな声

ではないととらえておるところなのですけれども、今後につきましても指定管理者と協議

をしながら、利用者のニーズ把握に努め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。 

 以上、安藤議員に対しましての答弁とさせていただきます。 

〇安藤議員 これで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

〇田村議長 これで安藤忠司議員の一般質問は終わります。 

 次に、10番、阿部優議員の質問を許します。 

 10番、阿部議員。 

〇阿部議員 私は、今定例会に浦幌町会議規則第61条第２項の規定により高齢者福祉の充

実についてということで質問させていただきます。 

 高齢者が健康で長生きをし、生きがいを持ち、安心して生活できる社会参加や在宅生活

への支援はもとより要介護などの状態とならないための介護予防対策の推進が必要であ

り、今後どのような政策を推進していくのか次の４点について伺います。 

 １つ、高齢者夫婦世帯やひとり高齢者世帯の現状と今後の施策の展開についての考え方

について。 

 ２つ目、介護予防を重視した今後の施策の展開についての考え方について。 

 ３つ目、高齢者の生きがいづくりと社会参加においての今後の施策の展開について。 

 ４つ目、老人福祉計画、介護保険事業計画での今後の介護保険施設整備の計画について

の考え方について。 

 以上、４点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員のご質問にお答えします。 

 １点目の高齢者夫婦世帯やひとり暮らし高齢者世帯の現状と今後の施策の展開について

の考え方でありますが、現在65歳以上の高齢者のみで構成される世帯につきましては355世

帯、723名であり、65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯につきましては344世帯であります。

ご質問にもありますとおり高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して生活できるよう社会

参加や在宅生活への支援の充実は必要であると考えます。寿大学、老人クラブ活動などを

通じて交流を深めて社会的に孤立しないように努め、ご家族、知友人、隣人の声かけ、安

否確認を初め地域民生委員、地域包括支援センター、ボランティア団体などと協力した地

域での見守りを行ってまいりたいと考えております。 

 ２点目の介護予防を重視した今後の施策の展開についての考え方でありますが、要介護

状態に陥らないよう介護予防は重要であります。地域包括支援センターを中心に高齢者へ

の介護予防チェックリストの実施を行うとともに、介護予防通所事業として現在実施して

いるいきいき元気教室などを通じて介護予防を充実してまいりたいと考えております。 
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 ３点目の高齢者の生きがいづくりと社会参加において今後の施策の展開についてであり

ますが、寿大学、老人クラブ活動などを通じ、また勤労意欲のある高齢者におきましては

高齢者就労センターへの登録など、生きがいづくりと社会参加につなげてまいりたいと考

えております。 

 ４点目の老人福祉計画、介護保険事業計画での今後の介護保険施設整備計画の考え方に

ついてでありますが、本町の要介護者の介護保険施設等の利用状況につきましては、平成

23年７月の給付実績において介護老人福祉施設に47名、介護老人保健施設に21名、介護療

養型医療施設に２名が入居しております。また、町内には特別養護老人ホームはまなす園

のほかに地域密着型特定施設入居者生活介護が１カ所で10床あり、認知症対応型共同生活

介護が２カ所で18床が確保されている状況にあります。いずれにいたしましても、本年が

第５期老人福祉計画、介護保険事業計画の策定年でもありますが、介護保険料を考慮する

と現状以上の施設整備は慎重にならざるを得ないと考えております。 

 以上、阿部議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇阿部議員 今これから先に向けての答弁をいただきましたけれども、これまでの間に、

１つ目の質問でありましたのですけれども、その中で老人及びひとり世帯、高齢者世帯に

対するおつき合いの中で、個人ボランティアでされている方、それから小さなサークルで

やはりそういうことをやっておられる方についての行政のかかわりはどのようになってい

るかまずお伺いします。 

 それから、もう一点でありますけれども、そういう方たちの予備軍といいますか、若干

若い方がおられます。当然そのような方になっていくのだろうと思いますけれども、その

ような方を現在どのような状態で把握されて、それをどのような形の中で今後の施策に活

用されるのかをお伺いします。 

 それから、もう一点であります。施設の充実の件でありますけれども、行政ばかりがと

いう気持ちで対応されるばかりではなく、民間のほうの委託という形の中も少しはお考え

になってはいかがかなと思いますけれども、その点について今後の施策について再度質問

させていただきたいと思います。 

 以上、３点について伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問に対しまして、それぞれ高齢者ひとり世帯、ある

いは高齢者のみの世帯の方が先ほど町長からの答弁にありましたとおり1,000人以上の方

がいらっしゃいます。その中で、町内で個人的にボランティア活動、あるいは小さなサー

クルあるいはグループのボランティアをされている方とのかかわり方はどうなっているの

だろうという、支援の方法も含めてなのかと思います。現在高齢者の市街にお住まいの65歳

以上の方を対象にしたお食事会というものを宝町福祉館あるいは光南福祉館で、任意の団



 － 8 － 

体でスタートいたしましたが、ボランティアグループということで現在宝町福祉館と光南

福祉館で活動なさっていらっしゃいます。その中で、お食事会といいましても経費もかか

る、自主財源もそのサークルの仲間で始めておりますので、その財源も乏しいということ

で、その活動に対しまして町から幾らかの助成支援を行っている次第であります。 

 また、個人的なボランティアという中身では、各施設、幸寿会さんだとかオーディナリ

ーサーヴァンツさん、そういった中での緊急避難的な火災が起きたときに協力を求めて、

そして助けていただけるというような施設のある行政区、そういったところでの個人的な

ボランティア、行政区もかかわっているかと思いますけれども、例えば火災避難訓練を行

うといったときにも施設の職員ばかりではなく、入所者をいち早く施設から安全なところ

に誘導するというときにも近隣にお住まいの住民の方が手助けをしていただいて、施設の

外から安全なところに誘導していただけるというような協力体制もございます。個人的な

ボランティアについては、すべては把握し切れておりませんけれども、そういった活動も

あることはわかっております。今後こういった小さなグループ、サークルが一つ一つ芽生

え、できてくる、そういった活動に対しましても町としましてはその活動に対する支援を

行っていきたいと考えております。 

 ２点目については、若い方という表現があったかと思いますが、65歳以上にこだわるこ

となく、65歳未満の方のことを言っていらっしゃるのではないかと思います。65歳以上の

線引きといいますか、そういった中身で要介護認定、あるいは障がいを持たれている方に

対してのサービス等は提供できる仕組みになってはおります。ただ、元気で自立されてい

る高齢者といいますか、予備軍と先ほど言いましたが、60歳を越えて定年を迎えて、そし

て65歳前の、あるいは65歳を越えても元気で自立した生活を在宅でされている方もいらっ

しゃるかと思います。そういった方たちへの現実的にはどんなサービスがあるかというと、

安心して暮らせるための一つの方法としては緊急通報システムということで自宅に設置す

ると。何かあったときのためにということで設置している通報システムもございますが、

本当にいざというときに緊急のボタンを押せないでということもあるかと思います。自宅

の庭でぐあいが悪くなったときとかというためにハンズフリーの、あるいはペンダント方

式の首から提げるもの、携行できるものということで用意はしてございますが、常に体に

つけていないと通報ができないということはありますが、設置したときと、そして保健師

あるいはケアマネジャーさんがご自宅にお伺いしたときにそういった緊急通報システムの

ペンダントを体から離さないようにしておきなさいとか、そういうようなお話はさせてい

ただいております。今後65歳未満の自立した元気な高齢者の方については、元気であると

いいながらも自宅に閉じこもりといいますか、なかなか外出機会といいますか、だんだん

うちから出なくなるといって、そういう場合もあるかと思います。そういう方のために外

出機会をふやす、あるいは社会参加のために自宅から外に出る機会を設ける、あるいはそ

の方の生活上買い物は欠かせないものだと思いますけれども、買い物に出る、あるいは社

会参加するための足の確保だとかそういったことも今後考えていかなければならないかな
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と思っております。 

 ３点目の施設の充実につきましては、行政ばかりではなく民間の活力、あるいは委託と

いうことの考え方についてお聞きしているかと思います。町内にはこういった施設、先ほ

ど答弁ありましたとおり充実はしているといいましてもやはり待機者もいることは事実で

あります。すべて町で準備して施設を運営するということもなかなかできない状態にもあ

りますので、今後におきましてはいろんなサービスを充実させるためには民間あるいは社

会福祉法人さん、ＮＰＯ法人さんのお力をおかりした中でサービスの充実を図っていかな

くてはならないと考えております。 

 以上でご理解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇阿部議員 細かく配慮された答弁をいただきました。 

 その中で、もう一点なのですけれども、高齢者の方の生きがいづくりという中でありま

すけれども、今町内でも遊休地といいますか、遊休雑種地といいますか、そういうところ

があります。その中で例えば野菜づくりの指導などして、一つの生きがいとしていただい

たらいかがなものかなと非常に単純に考えるのでありますけれども、いろんな高齢者の方

が、退職者の方がいたりして、農家の退職者も、変な話ですけれども、いるわけでありま

すので、その中で町内在住、町内といいますか、市街地に在住されている方がいて、その

中にそういう空き地があって、ほかの元気な方は結構そういうところ利用してつくってい

るわけですけれども、今販売の施設の中で道の駅だとか、それからベジタブルショップと

か、それからまた私的にやっておられる方がいます。そういうところへそういうふうにお

年寄りの方がつくった野菜を一つの核としまして、そういう思惑はできないのかというこ

とをちょっと１点お伺いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 生きがいづくりのために野菜づくり、あるいは私の受けとめたのは

町民農園といいますか、その使用料は幾らかかかるかもしれませんけれども、空き地とい

え無料で、あるいは無償で貸し付けていただけるような町有地に限らずそういうところが

もともと畑で使っていたところ雑種地になっているとか、耕作すればすぐ農地に返るとい

うところが条件あるかと思いますけれども、だれでもが幾らかの限られたスペースではあ

ってもそういった町民農園みたいな野菜をつくったり、土と触れ合える、育てるというこ

とが生きがいづくりにつながるのではないかというご意見だと思います。これに関しまし

ても先ほど阿部議員がおっしゃいましたとおり、農業経営を引退された方いらっしゃるか

と思います。そういった方のノウハウ、そういったことを十分活用させていただきながら、

こういった農園、そして野菜づくりを通した高齢者の方の、高齢者に限らず野菜をつくっ

てみたい、何をつくってみたいという方の意向、ニーズに対応して、今後検討していかな

くてはならないと考えております。 



 － 10 － 

〇阿部議員 終わります。 

〇田村議長 これで阿部優議員の一般質問を終わります。 

 次に、１番、関井雅明議員の質問を許します。 

 １番、関井議員。 

〇関井議員 津波による防災対策の状況についてお聞きしたいと思います。 

 東日本大震災から半年以上がたちました。また、６月の定例議会において行った浦幌町

海岸地域の防災対策についての一般質問の際、地域防災計画等の見直しを行うに当たり改

善すべき課題等の洗い出し作業を行っている状況であり、この課題等には早急に地域との

対話を持ち、対応できるものから順次整備を行っていきたいとの答弁をいただきましたが、

その後の防災対策の進捗状況についてお尋ねいたします。特に厚内の避難場所については、

いまだに地域住民に何らの周知等もされていませんが、地権者との話し合いなどどこまで

進んでいるのでしょうか。災害は、あすにでも発生する可能性があります。半年以上が経

過した時点での行政としての防災対策の対応状況について答弁をお願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 関井議員のご質問にお答えします。 

 津波による防災対策の状況についてでありますが、さきの平成23年第２回町議会定例会

の一般質問に対し答弁させていただいておりますが、浦幌町地域防災計画につきましては

平成24年度中の見直しに向けて作業を進めているところであり、見直しに当たりましては

さまざまな機会を通じて地域住民の皆様のご意見等をいただきながら進めてまいりますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

 防災対策の進捗状況ですが、第２回町議会定例会で補正予算の議決をいただきました避

難所の備蓄用コンテナ、発電機、避難所用マット等の備品並びに非常食等につきまして防

災用品の需要の高まりから品不足で納入に期間を要しているものもございますが、納入で

き次第各避難所等に配備をしていきたいと考えております。また、防災行政無線につきま

しては、今町議会定例会で防災行政無線電波伝搬調査委託料の補正予算の議決をいただき

ましたので、早急に発注を行い、海岸地域における防災行政無線更新計画策定に向け、作

業を行っていく予定となっておりますが、ご質問にありますように早急に取り組まなけれ

ばならない課題につきましては、地震、津波に対する避難場所の確保であろうと考えてい

るところです。 

 避難場所の関係でありますが、先般７月13日、厚内地区において開催いたしました防災

図上訓練におきまして参加されました地域住民の皆様より、津波発生時に海岸に向かうこ

とは考えられない、これまで厚内５区行政区以外についての避難先はＪＲの線路を横断し

て避難すると思っていた等の大変貴重なご意見をいただいたところであります。また、そ

の一方地震であろうと津波であろうと避難場所は厚内公民館、または浜厚内生活館で、津

波発生時の避難場所は近くの高台とは思っていなかったというような町の反省点も見えて
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きたところであります。 

 厚内地区の津波警報等発令時の避難場所につきましては、現在２カ所について検討して

きたところであります。１カ所につきましては、厚内小学校裏から厚内墓地方面に続く林

道厚内線で、この林道につきましては町管理の林道で、上厚内方面に続く林道となってお

り、厚内地区が孤立した場合の迂回路としても活用できることから一時避難場所として考

えており、今後関係機関とも協議をいただきながら、早急に厚内小学校並びに地域住民の

皆様に周知をしてまいります。また、もう一カ所の候補地につきましては、ＪＲの線路を

横断して避難するという方法を検討しているところでありますが、ＪＲとの協議も必要と

なることから、実現可能かどうかも含めて今後検討してまいりたいと考えております。 

 以上、関井議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇関井議員 一言お話しして終わりたいと思いますが、ただいま答弁ありましたが、東北

におけるあの大津波の状況では高い場所、遠い場所に逃げるしかありません。地域住民は、

早く避難場所を決定してほしいと願っております。そのためにも今ごろ検討ではなく、早

急に避難場所を決定し、地域住民に周知し、今後避難訓練などを含めた防災対策の確立を

図ってほしい、そう願っています。 

 終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 平成23年３月11日の太平洋沖東北地方大地震によります東日本大震災、特に

津波によります大きな被害がございます。その際教訓としてあったのは、やはり人工構造

物では本当に大きな津波を防ぐことはできない。やはり避難することが第一だというのが

大きな教訓だったのではないかというふうに私ども考えているところであります。浦幌町

も今防災計画を見直しているところでありますし、特に海岸地区についてはこの避難をす

るということを大前提に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して、そ

れぞれ避難場所、避難路の確定を急いでいるところであります。 

 ただ、さきに答弁させていただきました２カ所だけということではなく、もう少し幅広

い場所も何とか設定できないかということも含めて今検討させていただいております。こ

のことにつきましては、地域の皆さんとの合意形成が必ず必要だということでありますの

で、早急に今議員ご指摘のとおりできるだけ早く地域の皆さんとその避難場所の確定につ

いて協議を進めてまいりたいというふうに考えているところであります。ただ、現在厚内

地区で特に地震が発生して津波が来た最大波は、地震発生後５時間を経過した後というこ

とがございまして、本当に最大の津波に対する避難所の確保も大切でありますけれども、

特に冬季等を考えますとこの５時間を経過する場所が必ずそこに避難して済むものなのか

どうか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います。普通通常の

津波であれば現在の避難先、近くの高台ということではなくて、厚内でいえば公民館の２
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階ということも津波の状況によっては考えていかなければならないのではないかというふ

うに考えておりまして、その点についても地域の皆さんといろいろ話し合いを進めてまい

りたいというふうに考えておりますので、とにかく早期に地域の皆さんとの合意をいただ

くように進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇関井議員 以上で終わります。ありがとうございました。 

〇田村議長 これで関井雅明議員の一般質問を終わります。 

 次に、５番、二瓶隆議員の質問を許します。 

 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 私は、本定例会において通告に従い、質問をさせていただきます。 

 公民館事業における職員の配置についてを伺います。少子高齢化や核家族化が進んでい

る今、地域コミュニティのあり方が非常に心配する状況にあります。地域が元気になるこ

とで町も元気になり、いかにして地域の活力を生み出すべきかが重要と考えているところ

でございます。その中で、本町に４カ所ある地域の公民館はその位置づけが大きく地域に

影響するものと思います。各公民館は、それぞれの地域の方々が公民館事業に対し努力を

されておりますが、地域活性化の必要性が全国的に言われている状況から、そのニーズに

こたえるためには現体制では限界もあるかと思います。そこで、町職員を配置して公民館

機能を向上させる考えはないか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育委員長。 

〇岡崎教育委員長 二瓶議員のご質問にお答えいたします。 

 公民館事業における職員配置についてでありますが、現在中央公民館には社会教育主事

及び公民館主事を配置し、また上浦幌公民館、吉野公民館、そして厚内公民館の３館につ

きましては開館をした昭和49年度以降専門職員を配置し、公民館機能の充実を図ってきた

ところであります。その後、嘱託による公民館長を配置し、各種事業を行ってまいりまし

たが、行政改革を進めていく中で嘱託職員の見直しが検討され、公民館長につきましても

平成18年度から勤務時間などの縮小を図りながら公民館事業を行ってきたところでありま

す。各公民館は、地域の社会教育活動の中核を担っており、地域コミュニティの拠点施設

であることから、平成22年11月に地域総ぐるみで生きる力をはぐくむために制定しました

浦幌町教育の日の事業を推進する上でも重要な施設として位置づけしているところであり

ます。また、平成20年度から地域全体で学校教育を支援するため設置してまいりました浦

幌町学校支援実行委員会につきましても本年６月から各地域ネットワーク委員会を設置

し、家庭、学校、そして地域と密接な連携を図っているところであります。 

 ご質問の公民館機能の向上につきましては、これまでも公民館を中心とした活発な社会

教育事業を進め、長い本町の歴史や他町村では類を見ない公民館活動を展開していること

からも重要なことと認識しているところであります。今後につきましては、公民館機能を

向上させるために公民館長会議で情報共有の強化を図るとともに公民館長の業務体制の充
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実を図り、公民館と学校、そして地域との連携体制を構築し、地域コミュニティの核とな

る地域住民の触れ合いの場や地域づくりや人づくりの拠点として充実を図ってまいりたい

と考えております。したがいまして、ご質問にありました町職員の配置による公民館機能

の向上につきましては、定員管理の適正化も考慮し、公民館長の業務体制の充実を図りな

がら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 以上、二瓶議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇二瓶議員 ただいま教育委員長から答弁をいただいたわけでございますが、町職員の配

置に関しましては定員管理の適正化等々いろんな課題があり、難しいということにつきま

しては一定程度の理解をするものでございます。しかしながら、将来の展望に立ち、ぜひ

課題解決に一層取り組んでいただけるよう切望するものであります。また同じような質問

になるかと思いますが、公民館は地域の拠点としてその役割が大きく、災害時の対策拠点

として地域のよりどころとなることもあり得ると思います。さらには、教育の日を推進す

る上で子どもを育てるには地域が一体となって取り組むことが重要と認識する中で、地域

の拠点とも言うべき公民館の機能向上が欠かせないものと思います。公民館の機能、役割

についてどのように描いていくのか。また、教育面も含めお聞かせ願いたく教育長にお伺

いをし、再質問とさせていただきます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 議員が言われますように公民館は地域コミュニティの核でありまして、こ

こを中心にして地域づくり、人づくりをしている。今最も求められていることだと私も同

じように認識しております。特にこの公民館に地域の人々が集ういわゆる大人の学びの場、

これを確保していくということは非常に大事でありますし、地域のネットワークを築くこ

とによって地域が活性化し、地域のコミュニティの基礎力が向上していくということにつ

ながってまいりますので、こういった観点に立って公民館長のいわゆる職務、この機能を

充実させることによって活発化を図っていきたいと考えてございます。 

 昨年から立ち上げております教育の日につきましても、これを強力に進めていきたいと

考えてございまして、今年度は特に教育の日推進協議会というものを新たに立ち上げまし

て、45名の委員増員いたしまして進めてございます。と同時に学校支援地域本部事業これ

まで３年間やってまいりました。４年目に入りましたが、この運動はやはり地域ごとに行

っていくということから地域ネットワーク委員会、これも７月ぐらいでしたか、立ち上げ

ました。体制だけは整って、いよいよこれから中身に入ってまいるわけでありますが、そ

うしたときの中核となるのは公民館とあわせて学校施設であるというふうに考えてござい

ます。この両者が連携をとりながら、地域の核となっていく、そして地域おこし、人づく

りをしていく、そういう構想を持って進めてまいりたいと思っております。 

 なお、議員のお話の中にもありましたように今回の大震災の折もこの地域支援事業本部
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を立ち上げていたところは、避難においても、その後の学校再開においても、地域の活動

活性化に向けても非常に大きな効果があるという調査結果が出されておりますので、そう

いった災害に対することも含めて地域が元気にならなければ町全体が元気になっていかな

いという押さえをしておりますので、議員からいただいた提言をもとに教育行政を進めて

まいりたいと、このように考えてございます。 

〇二瓶議員 以上で質問を終わります。 

〇田村議長 これで二瓶隆議員の一般質問を終わります。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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１０時５２分  休憩 

午前１１時０９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 次に、６番、福原仁子議員の質問を許します。 

 ６番、福原議員。 

〇福原議員 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 地域支え合い体制づくりについてお伺いいたします。高齢者や障がい者等の社会的弱者

に対して町、地域社会が見守り、支えてきましたが、近年単身高齢者、また高齢者のみの

世帯が急増し、家族間、地域社会との交流が希薄となってきました。そこで、新たな活動

を支援するため介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業が今年度より開始されていますが、

この事業に対する町としての姿勢をお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 福原議員のご質問にお答えします。 

 地域支え合い体制づくりについてでありますが、本町では高齢者や障がい者の方々の見

守り事業としまして、緊急通報装置の設置や訪問給食サービス事業の実施によりひとり暮

らしの高齢者や高齢者のみの世帯の見守り、安否確認を行い、日常生活の支援を必要とす

る在宅高齢者等に対し各種事業を実施しているところであります。近年単身高齢者や高齢

者のみの世帯の増加や家族間及び地域社会等との交流の希薄化が広がりつつあり、社会的

弱者が安心した生活を送り続けられる地域づくりが社会的課題となっています。 

 ご質問の新たな活動を支援するため介護基盤緊急整備等臨時特例基金による地域支え合

い体制づくりについてですが、国は平成23年度までの事業として地域支え合い体制づくり

事業を創設し、高齢者や障がい者の地域社会における日常的な支え合い活動の体制づくり
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を推進しています。町としましては、国が実施する地域支え合い体制づくり事業の趣旨で

ある高齢者や障がい者の方々の地域生活を支える体制を構築する必要性を認識しています

が、現時点では十分な研究や協議を行った上でないと整備していくことは困難と判断する

ことから、今後において社会的弱者への支援を目的とする地域住民及び団体活動等への支

援を行うとともに、要援護高齢者、障がい者及びその家族に関する基礎的事項等を把握し、

記載した台帳及びマップ整備や支援を必要とする高齢者や障がい者の見守りネットワーク

を構築してまいりたいと考えています。 

 以上、福原議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇福原議員 具体的なことをお聞きいたしますが、高齢者や障がい者の方々の日常生活に

おいて本当に支援活動ですとか、その支援活動に対する私設組織の設立というのでしょう

か、本当に障がい者も皆さん健常者と一緒になって支援活動をできるような地域の組織を

何とかやっていらっしゃるとは思うのですが、例えばみんなの知恵・世代を超えて創るま

ちということで基本計画の中に第３期まちづくり計画があります。その中に在宅の高齢者

や障がい者の就業機会の拡大や社会参加の促進、それから情報提供を含めた日中活動がで

きる場の確保というふうにうたってあります。これが推進されていけばすばらしいまちづ

くりになっていくのでないかというふうに思っております。それで、これから高齢者や障

がい者の見守りネットワークを構築というふうにありますが、住民意識の向上と具体的に

人材育成等が必要な時代ではないかと思います。それで、モデル地区などを指定しながら、

町のほうで対応をしていけるかどうかお伺いしておきます。 

 それと、マップ等の整備、今個人情報保護法という法律がありまして、なかなか難しい

ような話も承っておりますが、これは過剰な反応をしないようにということで、国のほう

でもいろいろとこういうマップづくりに対して過剰反応をして個人情報を漏らさないとい

うようなことでなく、地域の住民にも協力を願って、こういうマップづくりを、本当に具

体的なマップづくりを早急にこれはつくっていかなければならないというふうに私は思っ

ております。この点についてもお伺いをして、いつどの時点で地域のほうにこういうマッ

プづくり、本当に具体的なものをつくっていく行政としての姿勢というのでしょうか、そ

ういったものがいつの時点でどういうふうにやっていくかお伺いをしておきます。 

 それと、隣の町のことで非常に恐縮なのですが、５月の23日オープンということで障が

い者の方がボランティアの方と一緒にふわりという喫茶店を経営しております。それで、

ここははるにれ友遊館という施設で、6,200万円の町のお金を投入して障がい者のそういう

施設、喫茶店という施設やら、それから食品加工場、展示場、会議室みたいな使用ができ

るようなものをつくっております。これには地場産品の木材を利用して、いろいろと補助

をいただきながらやってオープンに至ったようです。こういういろんな補助を利用しなが

らやっていかなければならないということで、縦割りの行政ではなく、横の連携をしっか

りとった行政の姿勢が必要ではないかと私は思いますので、この辺についてもどのように
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これから考えてやっていかれるかお聞きをしていきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 ただいまのご質問に対しまして、まず１点目につきましては障がい

者あるいは高齢者の方の日常生活の支援活動ができるような組織の立ち上げということを

お聞きしているのではないかと思います。また、在宅の障がい者の方、在宅の高齢者の方

も含めてということであろうかと思います。また、就労機会、そして社会参加も含めてと

いうようなお話だったと思います。 

 保健福祉課としては、組織づくりといいますか、障がい者ばかりではなく、その障がい

を、あるいは精神疾患、障がい、あるいは知的障がいを理解し合いながら、一つの組織を

立ち上げる、あるいは既に組織としては手をつなぐ親の会、障がい者のお父さん、お母さ

んが加盟していただいている親の会もございます。それにつきましても知的障がい、精神、

あるいは身体ということもありますが、その中で精神の疾患、あるいは障がいを持たれて

いる方の親御さんの組織についてはなかなか組織の立ち上げ、あるいは支援するグループ、

サークル、そういったところができておりません。これにつきましては、平成17年の11月

から町が精神疾患、障がいを持っている方にご本人に呼びかけまして、精神障がい者の集

いコミュニティうらほろを保健福祉センターで開催しております。参加人数については、

平均６名から７名でございます。毎月２回、第２、第４月曜日午前中に集いという形で開

催しています。精神の病気、障がいの状態につきましては、同じ病名、同じ障がい名でも

それぞれ症状が違い、個別に対応することもありますが、同じ病気、障がいで苦しみ、あ

るいは家族も悩んでいるということをグループで話し合う場を設けることで互いに理解し

合うことから始め、活動に取り組んでいるところでございます。 

 活動自体については、ご本人の社会参加、そして目標については社会参加から社会の外

に出ることを基本に社会復帰を目指し、最終的には就労に結びつけていくことが目的であ

ります。その中で、ご本人、知的障がい、あるいは身体に障がいがある方の就労という中

身では、いろんな形で就労が可能なところが多いわけですが、精神に疾患ある方、障がい

がある方はなかなか就労に結びつかない、社会参加ができていない、そこがその病気、障

がいの持つ特有なものだと思います。自宅に引きこもっていたり、なかなか表に出てこな

い。そういうことをこのコミュニティうらほろで、まずひきこもりをさせないように何か

やっぱり結びつきをつけるために自宅から外に出て、そして同じ病気、同じ障がいを持つ

方たちと悩みを打ち明け合ったり、そして保健福祉課職員、保健師、社会福祉係の職員が

相談に乗り、聞いてくれる、そういった相談支援も行っております。その中で、先ほど隣

町のお話も出ましたが、現実的には就労に結びつけるためには親御さんの力は大きいもの

があります。ご本人の精神疾患の状況、障がい、一番理解してわかっている方がそばにつ

いて喫茶店を経営したり、その中で配ぜん上げ下げを行うだとか自分のできるところをそ

の喫茶店、あるいはいろんな場面で親御さんのご協力をいただきながら進めてきていると
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ころであります。その中で、浦幌においてもこのコミュニティうらほろ、あくまでも本人

の参加を募り、活動を支援しているわけでございますが、平成20年度からこの精神障がい

者の家族の集いを２カ月に１回のペースで開催しております。また、参加者が社会の幅を

広げるためにこのご家族のご協力をいただきたいということで家族の思い、そしてこの精

神の病気、障がいの理解を深めていただき、家族同士の交流を図ってまいりましたが、個々

の家族の考え方に相違がありまして、家族の会の組織結成までには至っていない状況であ

ります。コミュニティうらほろの活動は一進一退でありますが、まずこのひきこもりから

社会参加につなげるために自宅から外に出ていただくこと、そして人と触れ合うこと、そ

して支えてくれる仲間、相談に乗ってくれる職員がいることで孤立感、あるいは社会に対

する喪失感等に陥らないように人とのつながりを保つということを目標に自由に参加でき

る集いを目指しているところであります。 

 先ほどお話ありましたはるにれ友遊館、豊頃町でオープンいたしましたが、豊頃町さん

におかれましても障がい者ということで３人のご家族、親御さんのご協力をいただいてオ

ープンにこぎつけ、現在も喫茶ふわりを運営されているかと思います。豊頃町さんにおか

れましては、その障がいにも３障がいがございますが、豊頃町さんは軽度の知的障がいと

いうことで、そして親御さんの協力のもとにそばにいて活動ができているものだと思いま

す。 

 現在浦幌町におきましては、身体障がいを持っている方、知的障がいの方いらっしゃい

ます。軽度の知的障がいの方については在宅の方もいらっしゃいますが、その軽度の知的

障がいの方は町内の事業所で就労をしている方もいらっしゃいますが、就労したくてもな

かなか合った仕事が見つからない、そういった意味で現在２名の方の相談に乗り、支援を

している状況です。特に精神疾患、障がいを持っている方は、社会参加が難しいイコール

就労に結びつけることがなかなか難しい。短時間ではできない、長い目で見てその病気を

理解してあげて、ひきこもりをさせないように人とのつながりを持っていただくことが一

番の重要なことだと思います。そういった意味で、最終目標は就労に結びつけることでは

ございますが、なかなか一歩前に出ても一歩下がるというようなことで今の状況になって

いるところでございます。 

 要援護者のマップの整備ということもお話ございました。これにつきましても福原議員

のお話のありました介護基盤緊急整備等臨時特例基金の中の地域支え合い体制づくり事業

のメニューの中にございます。この要援護者マップの整備につきましては、補助の上限が

１事業500万となってございます。これにつきましては、立ち上げ時の要援護者マップのシ

ステムの機器の購入、あるいはプログラム含めての立ち上げ時に要する費用の助成金でご

ざいます。これにつきましては、本年５月にこの事業に対する担当者の説明会がございま

して、それを受け浦幌町としてこの要援護者マップの必要性を検討しました。その中で、

現在総務課で進めております統合型ＧＩＳ地理情報、こちらの地理情報に、地図情報に福

祉で持っている高齢者ひとり世帯、高齢者のみの世帯、障がいを持たれている方のマップ
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をこのＧＩＳの地図情報の中に組み入れて、そして応用、対応していこうと検討した結果、

そうなりました。そのことによりましてかかる経費は大幅に少なくできることになるかと

思います。そういった意味で、この要援護者マップの整備につきましては、現在総務課で

進めておりますが、このＧＩＳ情報、今年から５年間の中で整備をしていくということで、

先日基本的な取り扱い操作の研修もございましたが、その中で今後要援護者の情報につい

てこのＧＩＳに搭載し、そして今後自主防災組織が組織されるかと思いますが、そういっ

た社会的にも援護を必要とされる方の同意を得た中でご自分の情報を関係機関、町以外の

社会福祉協議会、警察、あるいは医療機関含めて、そして自主防災組織にお返しをして、

要援護者のどこにだれがいる、どういう状況にあるのかということを情報を含めて提供で

きるような形にしていきたいと思います。具体的にいつの時点ということは、現時点では

お話はできませんが、これから鋭意進めてまいりたいと思います。 

 それから、見守りネットワークの構築につきましては、現在町内いろいろな施設、そし

て事業所ございます。何かあれば連絡をとりながら、連携を図りながら、有事の際連携を

密にして取り組んでいるところでございますが、地域包括支援センターを主体に関係機関、

警察、あるいは消防、自主防災組織、そしてケアマネジャー、地区の民生委員さん、そう

いった皆さんのご協力をいただきながら、このネットワークをつくっていきたいと考えて

おります。 

 また、介護基盤緊急整備等臨時特例基金のこの事業につきましては、活用しないという

ことではございません。ハード事業として介護基盤の緊急整備等特別対策事業の中に小規

模施設に対するスプリンクラー整備特別対策事業というものがございます。その特別対策

事業で町内の認知症グループいと小さき者たちの家のスプリンクラー整備事業を平成23年

４月に補助金の交付申請を行い、６月２日付で交付決定を受けているところであります。

この貴重な財源であります特例基金事業については、いろんな各種補助事業があるかと思

いますが、そのときに有利に展開できる一般財源の投入の額が少なくなるようその都度協

議検討しながら、どの補助メニューがいいのか確認をしながら進めてきているところでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりたいと思います。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇福原議員 ご丁寧な説明恐れ入ります。ただ、私も心配するのは、福祉なら福祉だけと

いうことではなく、総体的な課の援助も必要ではないかと。今住民というか、皆様方の要

求は本当にいろいろな面からたくさんの要求がございます。それでは、福祉に対しては福

祉課だけに任せるようなことなく、すべての課でいろいろと援助をしながら、例えば総務

課もそうですし、それから施設ですか、建物を建てるにいろんな補助をいただいたりなん

かしていくというようなことでいろんな課の対応が必要かと思いますので、もちろん十分

に行政をなさっていることとは存じますが、せっかく国から10分の10という補助が来てい

ますので、そういったものを本当に十二分に生かしながら、浦幌町の住民が住みよい社会
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に、まちづくりのために努力をしていっていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇横田保健福祉課長 地域支え合い体制づくりということで町内のあらゆる関係機関、皆

さんのご協力をいただいた中身で地域で支え合う、障がいのある方、いわゆる要援護者の

方を地域で支え合うという体制は必要であると町としても認識しているところでございま

す。 

 先ほど10分の10の補助率ということでお話ございました。地域活動の拠点整備というこ

とで、隣の町でははるにれ友遊館ですか、6,200万ということで投入して施設が改築できた

ということでございますが、この地域活動の拠点整備事業についてもメニューの中にござ

います。この事業につきましては、スプリンクラーと同じメニューの中にあるわけですけ

れども、立ち上げ時、組織、施設の改築整備、立ち上げ時に必要な経費を補助するもので

ございます。建物の改修、そして備品の購入等に対しても助成されるものでございますが、

補助基準額は１拠点当たり100万円以内となっています。先ほどお話ししました障がい者等

の活動の方向性がまだ決まっていない状況であります。しばらくの間は保健福祉センター

施設が障がい者等の集える安息の場所と拠点として定着してきておりますので、先に当事

業で器をつくってもどういうものをどういう目的で行うのかまだ方向性が決まっていない

ものであれば中身のないものになってしまうおそれがありますので、当事業を活用した拠

点整備については現時点では時期尚早と考えています。ただ、障がい者等の目標なり、方

向性が出たときに必要となる活動の場の確保については、町として支援していく考えであ

ります。 

 また、保健福祉センターは、社会福祉協議会、そして各種ボランティア団体、そして児

童から高齢者まで、そういった総合的な社会福祉施設でございますので、障がい者等の活

動そのものもこの保健福祉センターで活動をしていただいて、何をやりたい、こんなこと

をやりたい、そういったものが出てきたときに保健福祉センターではできないものであれ

ば、そのときにそういった施設、拠点となる、あるいは作業所というようなものについて

は必要な支援を今後ともしていかなくてはならないと考えておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 福原議員言われる施設の整備等につきましては、当然補助金を上手に活用し

ていくと。そのためには各課の横の連携が必要だと言われるまさにその通りだと私ども思

っています。そういう意味で、浦幌町の中でも課長会議等がございますから、その辺の連

絡体制についてはとっているつもりであります。ただ、今言っているのは障がい者の皆さ

んの作業所の運営について、要するに施設をつくればいいということではなくて、やっぱ

りそれを運営するためには行政主導でいいのか。私どもが考えているのは、親の会的なも
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のが運営組織ができることによってそれが継続的にできていくのだろうというふうに思っ

ていますし、そういうものができたときには当然この施設の整備についても町としてはや

っていかないとならない。そのための補助については、当然もしなかったとしても必要で

あれば町として一般財源の中でやっていく必要があるのだろうなというふうに思っていま

す。 

 ちょうどきょう日本経済新聞の中で、前我孫子市長であって、今消費者庁の長官の方が

言っておられました。その方も我孫子市で初めて民間の作業所をつくった方でありまして、

交遊抄というところで、今現在弟子屈町にいる人も一緒につくったという談話が載ってい

ました。その中では、行政主導でなくて、こういうものというのはやっぱり障がい者の親

の方とかそういうかかわりのある主体性を持った方が手を挙げて運営していく、それに町

政が支えていくということが必要だと。それこそ障がい者の皆さんのためになるものがつ

くられていくのではないのかという話が載っていました。まさに私もそのとおりだという

ふうに思っていますので、障がい者の皆さんがいろんなパターンがございますけれども、

障がい者の皆さんのそれぞれに合った作業所ができれば私も大変うれしいなと思っていま

すし、そのために周りのかかわる方々、親の方々がぜひそういう組織の立ち上げをしてい

ただければ私どもとして支えていくことはできるのではないのかなというふうに思ってい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇福原議員 終わります。 

〇田村議長 これで福原仁子議員の一般質問を終わります。 

 次に、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 差間議員の質問は、項目ごとに行う旨申し出がありますので、これを許します。 

 ２番、差間議員。 

 初めに、１項目めの質問を許します。 

〇差間議員 まず、通告に従いまして、消防広域化についてご質問いたします。 

 政府の主張では、30万人以上の広域化を進めると本部要員を削減でき、警防要員をふや

せると言っておりますが、しかし現状では例えば愛知県の消防年表平成19年度版でも明ら

かにしておりますが、人口30万以上の消防本部と30万未満のそれでは、人数のことですが、

消防職員全体の17.3％と11.8％となって、30万人以上の都市のほうがかえって本部要員が

ふえているのが実情であります。これは、大きな消防組織になりますと新たな消防事務が

増加して、本部要員が必要になるのが原因のようです。一方、十勝圏広域消防運営計画素

案では、本部要員を３人減らし、現場要員を63人ふやすと言っておりますが、大丈夫なの

でしょうか。また、この人員配置は翌年以降も保障されるのかお伺いいたします。 

 次に、北海道で唯一先行しております富良野広域連合の対象面積が2,184平方キロメート

ルですが、十勝は１万800平方キロメートルと富良野の５倍と広大であるため問題がないか

お伺いいたします。 

 次に、消防無線のデジタル化について、浦幌町には山間部や山を背負った海岸地帯など
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不感地帯が多く、中継局は幾つ必要になるのか。また、この整備費用は幾らになるのかお

伺いいたします。 

 次に、消防の広域化によって人事交流が活発化されるといいますが、現在の年齢構成を

見てみますと帯広市の年配職員が町村の現場に、町村の若手職員が帯広市の現場に異動す

るということになるのかお伺いいたします。 

 次に、特殊勤務手当を含む人件費、消防力の整備費などは各市町村の財政力に応じて負

担が変わるため、一元化により均一化されれば負担増の自治体も出てくると考えられます。

そのための検討が必要ではないかお伺いいたします。 

 最後に、火災出動指令は住所によって出動場所を示します。職員は、それを聞いて緊急

走行する道順、消火栓の場所、地形等を思い浮かべ、迅速に出動します。広域化による人

事のローテーションは、職員が熟知していない地域に勤務することになり、消防活動に支

障を来すのではないか。 

 以上、６点についてお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 消防広域化についてでありますが、現在十勝においての消防広域化は、平成25年１月一

部事務組合方式による運用開始を目指し、協議を進めている状況にあります。既に議員皆

様には平成22年11月に示された消防広域化に向けた検討課題調整案により同年12月に概略

説明をさせていただいたところであります。その後幾多の経過を踏まえ、平成23年５月に

（仮称）十勝圏広域消防運営計画素案、いわゆる運営計画案を作成するためのたたき台が

示され、副市町村長会議を中心に市町村間で検討協議を行っているところであります。協

議の中で財政運営面において本部経費の一部を除き、消防施設等の整備や管理運営に要す

る経費について実質的にそれぞれの市町村で負担するいわゆる自賄い方式の継続を希望す

る意見が多数出されましたことから、今後は自賄い方式を構成する職員体制、採用と人事、

施設、設備の整備といった一つ一つの項目について解消の是非と解消の時期について検討

することを基本に広域消防運営計画素案の協議を進めていくこととしております。 

 ご質問の人員配置の関係でありますが、広域消防運営計画素案では住民の生命、財産を

守るという崇高な消防精神から、より一層の住民サービスを図るため直結した現場活動要

員の確保、充実をし、迅速な対応を行うものとしております。人員確保については、事務

の整理統合により３名、高機能指令センターの整備とあわせた通信指令機能の一元集約化

等により60名、合わせて63名の人員を現場活動要員に回すとする案が示されました。しか

し、現段階におきましては、自賄い方式の検討、協議が先決事項とされておりますので、

組織体制も含めた人員配置については明らかではありません。 

 次に、広域化対象面積の関係でありますが、十勝管内19市町村に配置されている消防署

や支署及び出張所並びに分遣所は、現在の位置において広域化後の消防署所に引き継ぐこ
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ととされていることから、現在と同じ配置状況でありますので、広域化対象面積が広大と

はいえ特に支障はないものと考えております。 

 次に、消防無線のデジタル化の関係でありますが、消防救急無線のアナログ通信方式は

使用期限が平成28年９月31日とされていることから、期限までにデジタル無線に移行する

必要があります。十勝全体で効率的なデジタル整備を検討し、整備費用の低廉化を図るた

め十勝圏複合事務組合消防広域推進室が十勝総合振興局と連携して、十勝全体で共同整備

した場合のシミュレーション及び整備費試算を行っているところであります。中継局等の

施設数は、今後実施される電波エリア確保のための伝搬調査の結果により決定されるため、

中継局の必要数及び整備費用については現在お示しできる状況にないことをご理解願いま

す。 

 次に、消防の広域化による人事交流の関係でありますが、必要最低限にとどめ、スキル

アップにつながる相互人事交流は必要なこととして協議されてきましたが、各市町村で給

料表が異なるため、今後自賄い方式の解消とセットで協議されることとなっております。 

 次に、人件費、消防力の整備等の財政負担の関係でありますが、広域消防運営計画素案

では職員の給料などの処遇は経過期間を設けながら将来的に一元化を目指すとし、消防施

設や消防車両等整備については耐用年数に配慮し、重複投資のない計画的な整備に努める

ため消防施設等整備計画を作成するとしております。しかし、先ほどより申し上げており

ますように財政負担にかかわる事項については、現段階におきましては自賄い方式の検討、

協議が先決事項とされておりますので、人件費や消防力の整備に関しましても現段階にお

いても19市町村間において確認に至っておりませんので、今後の検討事項となっておりま

す。 

 次に、出動態勢の関係でありますが、消防の広域化の大きなメリットは市町村区域にか

かわらず災害場所から最も近い消防署が出動することにより現場到着時間の短縮を図るこ

と、また災害規模が大きいと予想されるときは通報と当時に他市町村の近隣署所から各種

部隊の投入により被害を最小限に食いとめることができます。また、現在検討されており

ます高機能指令センターは、ＧＰＳを活用し、携帯電話を含めた119番通報から災害地点の

特定を可能にし、消防車、救急車の出動まで時間の短縮が図られます。出動態勢にかかわ

る署員の配置、採用等については、地域の実情を考慮した人員、人事配置を広域消防運営

計画素案に反映するよう努めてまいります。 

 以上、差間議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇差間議員 どうもありがとうございます。４点ほどご指摘させていただきます。少し長

くなりますが、ご容赦願います。 

 消防組織法第34条、広域化対象市町村は市町村の消防の広域化を行おうとするときはそ

の協議により広域消防運営計画を作成するものとするとあります。もう一点、平成18年の

消防組織法改正に対しまして衆議院、参議院両院の附帯決議として、消防広域化推進計画
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作成に当たっては、まず市町村消防の原則を維持し、関係市町村等の意見を聴取するなど

地域の実情を十分に踏まえ、市町村の自主性を損なわないよう配慮すること。１つ、現場

の消防職員等に情報を開示し、その意見の反映が図れるよう指導することとなっておりま

す。当時の荒木消防庁長官も、各市町村におきましてはみずからの地域の今後の消防防災

体制のあり方について検討を行い、消防の広域化を行うという判断に至った場合には関係

市町村の協議によりまして広域消防運営計画を作成し、広域化を行うものであり、広域化

を強制するものではないところでございますと答えております。また、平成19年の共産党、

佐々木憲昭衆議院議員の質問に対する答弁書で政府は、消防の広域化は基本計画、推進計

画に拘束されるものではなく、助言、勧告、または指導として行われるものでもなく、市

町村の自主的な判断で行われ、市町村が広域化を行わなかったとしても不利益な扱いを受

けることがないと答えております。こういったことを考え合わせてみますと、広域化にか

かわる議論はあくまでも浦幌町が自主的に考えるべきです。そのためにも東十勝消防事務

組合議会議員も含めた協議会などを設置し、行政と議会が同時並行で議論して、広域化に

参加するということになれば、それから関係市町村との広域消防運営計画も含めた協議に

入るべきです。この件についてもう一度町長のご意見をお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇門馬副町長 ご質問にお答えをさせていただきます。 

 今消防組織法の改正等の中でいろいろとご発言をいただきました。法律的には組織法の

改正の中で広域化を進めるというような内容がございまして、それに沿って道では広域消

防推進計画というものをつくりました。そういう流れは、国全体あるいは道全体の中であ

ることはございますけれども、今般十勝地域で消防の広域化を進めているということにつ

きましては、平成17年に実は十勝全体で将来の地域行政はどうあるべきかという俗に言う

十勝のグランドデザインというものをつくりました。そういう中で、十勝全体として17年

以降広域化で行政をできるものについては随時十勝全体で協議しながらやっていきましょ

うということがございます。そういう中で、１つには十勝の税の滞納整理機構というもの

が広域的な行政としてでき上がったところでございます。そういう中で、17年以降今日ま

でそういった方向に沿って、消防の広域化についてもその広域の課題ということで進めて

きたところでございます。 

 運営計画をつくるに当たっては、当然議会、町民に対しそれらの情報公開並びに協議を

していくということについては言われるとおりでございまして、ただ現状の中では運営計

画をつくる前の素案ということで今たたき台が示されているという段階でございまして、

そういったたたき台の中で運営計画をどういうふうにつくろうかという作業をしている最

中でございます。一定の方向がまとまりましたら、これらについては議会に説明、あるい

は町民の方に対していろいろとご意見をいただくというパブリックコメント等を実施しな

がらやっていくという流れになっているところでございます。 
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 そういった今後の消防の広域化を進める中で、それぞれの市町村においてはこれまでそ

れぞれの地域で培ってきた消防力あるいは消防体制というものは持っているわけでござい

まして、当然それらは地域の実情に合わせた中でつくってきているわけでございますので、

そういった地域の実情あるいは自主性というものをこの運営計画をつくるに当たっては尊

重していくという立場で今その素案について協議をしているところでございます。 

 また、北海道あるいは国で示された指針については、運営計画をつくるに当たっては強

制されるものではないということでございまして、その通りでございまして、道では一つ

の指針として推進計画をこうしなさい、ああしなさいということは示されておりますけれ

ども、あくまでも十勝における今後の消防広域行政はどうあるべきかということで今議論

をしている最中であります。 

 そういうことで、まだたたき台のところで、特に先ほど町長が答弁しましたように自賄

い方式というところについてそれぞれの町村の実情がございますので、それらをまずどう

いうふうに解消できるのか、あるいはいつごろまでにできるのかということを当面の課題

としてやりながら、運営計画素案についてまとめていくという状況になっておりますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇差間議員 消防組織法第34条の内容ですが、広域化対象市町村は市町村の消防の広域化

を行おうとするときはと書いております。これは、あくまでも自治体の自主的な判断で広

域化を行おうとするときはという意味だと私は理解しております。ですから、先ほども申

しましたようにその判断に当たっては関係議会議員等も含めた協議会を設置して、行政と

議会が同時並行で議論していくべきだと考えます。副町長は、役目柄この消防広域化の問

題については最先端を走って、十勝の皆さんと協議していることはもちろん私もそう思い

ます。でも、私が言うのは、その議論の中に議会も含めてくださいと言っているのです。

あくまでも浦幌町が自主的な判断で広域化に参加すると決定してから運営計画なり、無線

のデジタル化なり、またもともと私たちの消防に山積しておりますいろいろな問題もある

と思います。水利もまだまだ少ないようです。人員も73％ですか、そのぐらいの程度だと

思います。これは、浦幌町だけではなく、管内の関係市町村もみんな抱えている問題だと

思います。やはり私たちの浦幌町が自主的な判断をして広域化を決定するその作業を大事

にしてほしいと思います。この点についてもう一度お伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

〇門馬副町長 消防の広域化に当たっては、今後当然議会の議決等がかかわるものが出て

きます。その事前に消防の広域にかかわって議員との協議がどうなのかということだとい

うふうに思いますけれども、当然随時いろんな情報については議会にもお示しをしていき

たいというふうに考えているところでございますけれども、ただいろいろと今やっている

状況の中で、素案のたたき台という中でこれらについては今判断材料を含めてまだ十分に

まとっていないという状況でございますので、ある程度一定の形が見えたときには当然運
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営計画をつくる前に浦幌においても町議会議員の皆様にその内容についてお示しをしなが

ら、協議をさせていただきたいというふうに思っております。 

 ただ、今の現状の中でご説明をしたとしても、自賄い方式含めて今のやっている協議の

中でもかなりまとまっていない事項がありますので、その辺については一定の整理ができ

た段階でお示ししたほうがいいのではないかということで考えておりますので、その辺に

ついてはご理解をしていただきたいと。まとまり次第早急に議会についてはその内容につ

いてお示しをしていきたいというふうに考えております。 

〇田村議長 次に、２項目めの質問を許します。 

〇差間議員 ありがとうございます。それでは、介護保険法改定についてご質問いたしま

す。 

 来年４月実施される改定介護保険法では、要介護認定で現在要支援と認定された人を従

来の保険給付の対象から外し、新設する介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の

対象に移すことができる仕組みが盛り込まれました。総合事業では訪問、通所、配食、見

守りを行います。要支援者が保険給付と総合事業のどちらを利用するかは市町村が判断で

きることになっております。これは、言葉をかえるとホームヘルパー派遣が無資格者の有

償ボランティアになり、デイサービスセンターへの通所が公民館での見守り、預かり事業

に置きかえられる危険があります。 

 もう一点、重度者の在宅生活を支えるとして訪問介護と訪問看護が連携した定期巡回・

随時対応サービスを創設しました。１日４回程度、１回20分未満の定期訪問サービスとサ

ービス利用者からの緊急通報で電話対応や訪問をする随時対応を組み合わせるとしており

ます。しかし、例えば緊急通報ができるのは精神活動がはっきりしている高齢者に限られ、

一定程度の認知症が進んだ人は難しいのではないのでしょうか。定期巡回・随時対応型サ

ービスでは、要介護３以上の中重度者の生活支援は困難です。利用者の暮らしの場として

特養ホームの役割を見直し、地域に特養ホームを緊急整備することが高齢者や介護する人

の安心につながります。浦幌町においては、今後第５期介護保険事業計画への町民への町

民意見聴取、また利用者、ケアマネジャー、介護サービス事業者等と連携して制度がより

よいものになるようお願いいたします。 

 そこで、１つ、総合事業を実施しない、２つ、従来の介護予防サービスやだれもが利用

できる地域支援事業、高齢者施策の充実、３つ、特養ホームの緊急整備、以上３点につい

てお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 介護保険法改定についてでありますが、１点目の総合事業を実施しない、２点目の従来

の介護予防サービスやだれもが利用できる地域支援事業、高齢者施策の充実についてであ

りますが、国では平成23年度より介護予防・日常生活支援総合事業を創設し、要支援、要
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介護状態に陥る可能性のある方を対象として、どのようなサービスを提供することが適切

かマネジメントを行い、その方に合った訪問、通所、配食、見守り等のサービスを一体と

して提供できる体制づくりを市町村の判断で実施できることとされております。ただし、

利用に関しては利用者が判断できることとなっております。 

 本町では、現在介護保険法に基づき、地域支援事業として要介護状態に陥る可能性のあ

る方を対象に通所型介護予防通所事業としていきいき元気教室を実施しており、また高齢

者在宅支援事業として生きがいデイサービス事業、訪問給食サービス事業などを別々の事

業者が実施しておりますが、これらの事業については老人福祉計画、介護保険事業計画に

基づき実施しており、本年が第５期老人福祉計画、介護保険事業計画策定年でもあり、検

討を行ってまいりますが、現状では介護予防・日常生活支援総合事業として一体的に実施

することは困難であると考えており、現状の介護予防サービスや地域支援事業サービス及

び高齢者在宅支援事業サービスの強化に努めてまいります。 

 ３点目の特別養護老人ホームの整備につきましては、本年が第５期老人福祉計画、介護

保険事業計画策定年でもありますが、介護保険料を考慮すると現状以上の施設整備は慎重

にならざるを得ないと考えております。いずれにいたしましても、要介護状態に陥っても

その方の尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

う、また住みなれた地域においてサービスが提供されることが必要であると考えておりま

す。 

 なお、第５期計画策定に当たりましては、ケアマネジャーや介護保険事業者などとの連

携、策定審議会における意見の聴取、パブリックコメントの実施を行ってまいりたいと考

えております。 

 以上、差間議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇差間議員 ありがとうございます。一言述べさせていただきまして、この質問を終わら

せていただきます。 

 介護保険スタートのときから法改正ごとに制度が複雑になり、使い勝手が悪くなってき

ております。政府は、将来軽度者を介護保険から完全に外す方向を検討しているようです。

総合事業はその第一歩です。国の福祉政策は、一貫して医療から介護へ、入院から在宅へ

と公費、国のお金の抑制に向かっております。利用者もケアマネジャーも新制度がどうな

るか不安を抱いております。地域住民の福祉を守るという重大な責務が浦幌町にはありま

す。このためにも町長を初め担当職員の奮闘を期待申し上げて、この質問を終わらせてい

ただきます。どうもありがとうございます。 

〇田村議長 答弁よろしいですか。 

〇差間議員 要りません。 

〇田村議長 次に、３項目めの質問を許します。 

〇差間議員 指定管理者制度についてご質問いたします。 
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 行政にかかわって働く人々に町はどのように対していくか。いわば浦幌町は町内では大

きな企業とも言うべき存在であり、指定管理者を特定して委託する施設の従業員は、間接

的に浦幌町の従業員であると考えます。彼らをどのように守っていくかは町にとって大事

な問題と認識しておりますが、そこでお尋ねいたします。 

 町は、委託料の中に従業員の労賃を含んでいるとは思いますが、その積算根拠について

お伺いいたします。また、町は指定管理者に対して施設の中での雇用形態について確認を

しているのかお伺いいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 差間議員のご質問にお答えします。 

 指定管理者制度についてでありますが、この制度は平成15年６月の地方自治法の改正に

よって公の施設の管理制度が改められ、導入された制度です。従来公の施設の適正な管理

を確保するため、地方公共団体の出資団体や公共的団体等に限って認められていた公の施

設の管理委託について広く民間法人や民間団体にも認めることとし、施設の使用許可権限

も含めて管理を行わせる制度に改正されたものです。公の施設の管理に民間の能力を活用

しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的として導入

されたものです。本町では、平成18年４月に浦幌町森林公園、パークゴルフ場に当制度を

導入以来既に15施設について導入をしております。 

 各施設の指定管理期間中における指定管理料の上限額算出につきましては、施設の設置

目的や特性を踏まえ、施設の運営基準、職員配置、過去の管理経費等を十分精査する中で

必要な経費等を基礎として算出しております。人件費については、管理業務にかかわる時

間、日数、雇用形態に応じて算出し、これに法定福利費を加算した額としております。 

 指定管理者の従業員の雇用形態についてですが、町は施設管理に当たっての管理者や資

格者の配置、サービス水準などの業務仕様を示し、業務水準を達成するためにどのような

雇用形態で行うかという点は指定管理者の裁量に任せることとしておりますので、雇用形

態の把握までは行っておりません。ただし、指定管理者が労働基準法を初めとする各種労

働法令を遵守することは当然であり、町と指定管理者間で締結する基本協定書、募集要項

などにおいても各種法令の遵守について明確に定めております。また、浦幌町指定管理者

制度導入施設のモニタリングに関する基本方針に基づき、指定管理者による施設の管理に

ついて法令、条例等のほか基本協定書、業務仕様書等に従い、業務が適正かつ確実に履行

されているかなどについて指定管理者から提出される月次報告書や事業報告書、管理施設

への実地調査により確認を行っております。 

 指定管理者制度は、行政、住民、民間事業者がともに利益が得られる関係を実現する新

たな制度です。本町では、単なる行政側の経費削減、リスク回避のために導入するのでは

なく、官民連携による公共サービスの向上と行政の効率化に貢献する制度としてとらえて

おります。このことから、今後もより一層制度目的の達成や制度の適切な運用に努めてま
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いりたいと考えております。 

 以上、差間議員の答弁といたします。 

〇差間議員 ありません。どうもありがとうございます。質問を終わります。 

〇田村議長 これで差間正樹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。 

 

    ◎休会の議決 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りをいたします。あす９月10日から９月11日までの２日間、議事の都合により休会

とし、９月12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、あす９月10日から９月11日までの２日間、議事の都合により休会とし、９月12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。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって散会いたします。 

散会 午後 ０時２０分 


