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開議 午後 ６時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 報告をいたします。 

 本日、10番、阿部優議員は私事都合により欠席する旨届け出が来ております。 

 ただいまの出席議員は12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。 

 平成25年第１回浦幌町議会定例会の運営について12日午後、議会運営委員会を開催し、

本日15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、ナイター議会での一般質問を行います。一般質問は、通告順に差間正樹

議員、杉江博議員、河内富喜議員、福原仁子議員、中尾光昭議員の５名より５項目の通告

がなされております。質問順は、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、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くようお願い申し上げ

ます。 

 また、18日より平成25年度浦幌町一般会計予算の審議を初め、順次８特別会計の審議を

いたします。審議は、関係部署ごとに進めるため、説明員の入れかえや資料の前後、交錯

もありますので、特に説明においてはご配慮くださるようお願いいたします。 

 以上、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、２番、差間正樹議員の質問を許します。 

 ２番、差間議員。 

〇差間議員 通告に従い、質問いたします。 

 今回私は、生活保護制度の現状に対して質問させていただきます。この制度を利用して

いる人は、国レベルでこの20年の間に２倍以上になり、全国で210万人を超えております。

ところが、この数字を海外の公的扶助制度利用率と比較してみますと、人口比で日本

1.57％、フランス5.7％、スウェーデン4.5％、イギリス9.27％、ドイツ9.7％となっており、
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こういった国々と比較してはるかに低い数字であることがわかります。民主党政権時代、

2009年、国は初めて日本の貧困率を公式に発表しました。2011年７月にも発表しておりま

すが、それによると国民の16％が貧困とされております。これは、所得ゼロから超大富豪

まで１億2,500万人の人を並べてちょうど真ん中の人、中央値、その真ん中の人の所得がひ

とり暮らしで224万円で、貧困とはこの中央値の50％未満の人というのがＯＥＣＤ、経済協

力開発機構が決めているルールです。日本では、貧困線は所得112万円、こういうレベルで

暮らしている人が16％、６人に１人、およそ2,000万人を超えるだけいると2009年の数字は

示していました。当時生活保護の利用者は176万人、人口比1.38％、貧困者の10分の１も生

活保護の利用者はいなかった、それが2009年の状況でした。貧困の原因はどこにあるのか、

雇用の問題が最大の要因であることは言うまでもないと思います。2012年10月の労働力調

査で完全失業率4.2％、271万人もいたことになります。雇用保険も失業手当は退職理由な

どで制限され、退職が自己都合であれば３カ月間待機させられるなど、全体の受給率はわ

ずか20％となっていて、雇用保険はセーフティーネットの役割を十分果たせていないので

す。結局生活保護に頼らざるを得なくなっているのが実情です。もう一つの日本の貧困の

原因は、高齢者の貧困です。年金の現状を考えれば明らかです。ずっと不安定雇用で厚生

年金に入れなかった人や自営業でやってきた人は、基礎年金のみか旧国民年金の受給者と

なり、これらの年金の受給者は1,000万人を超え、受給月額は平均４万9,000円にすぎませ

ん。これでは生活保護に頼るほかありません。この年金の問題に手を入れない限り、高齢

者の生活保護利用者はこれからもふえていくでしょう。 

 去年４月には自民党が生活保護基準10％の引き下げ、医療費一部自己負担等の生活保護

制度改革の政策を発表し、６月10日には消費税法案とともに社会制度改革推進法案が突然

登場し、８月10日には一緒に成立してしまいました。厚生労働省の生活困窮者の生活支援

のあり方に関する生活保護基準部会では、５年に１回の見直し作業が2011年から始まり、

その過程で基準の策定が低所得者との比較で考えるというもので、2012年になって第１十

分位、下から10％、これは国民の所得を10段階に分けて、その一番下の階層という意味で

す。この第１十分位と比較する方針を踏襲することが確認されました。この層には、生活

保護を利用しないで生活保護以下の収入で暮らしている人が多数含まれております。そこ

と比較すれば、生活保護基準が下げられこそすれ上がることはあり得ません。この生活保

護基準部会の座長を務めている慶応大学教授は、自分の著書の中で生活保護水準は全ての

最低生活保障を下支えするために安易に水準を引き下げることのできない岩盤であり、最

低賃金、最低保障年金などはその上に位置するように設計されるべきと自分の著書で書い

ております。働いている人の給料が下がるなど全体が地盤沈下しているのだから、生活保

護を受けている人も少しは我慢しなさいと保護基準を10％切り下げるようなことをすれ

ば、広範な人々に影響が出ると言うのです。生活保護基準が下がると、減額ゾーンにあっ

た利用者は保護が廃止されるとともに国保などの保険料の支払い、保育料や介護保険料、

利用料など無料だった福祉サービス、住民税、ＮＨＫ受信料の支払い、これらが発生し、
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同じゾーンの収入であった町民も生活保護を新たに利用できなくなります。影響はそれに

とどまらず、生活保護を利用しない人にとっても就学援助制度や地方税の減免、滞納処分

の禁止、公営住宅家賃減免など、生活保護基準を目安にしている制度が多くあります。高

額医療の自己負担限度額、障がい者へのサービス、難病患者の医療費など福祉、医療サー

ビスの利用料は課税世帯か非課税世帯かで大変な違いになり、その大もとに生活保護基準

があります。まさに生活保護基準はナショナルミニマム、国民の全てに保障されるべき健

康で文化的な生活水準として私たちの生活を下支えする重要な機能を果たしているので

す。 

 生活保護を受けている人は、今でもぎりぎりの生活なのに、10％削られて大打撃を受け

ます。ぎりぎりのところで生活保護を受けられず、また受けずに踏ん張っている人たちも

打撃を受けます。医療費、保育料など一般の人たちの生活に影響して全体として社会が地

盤沈下していくのではないでしょうか。若い人たちの不安定雇用もこのまま放っておけば

社会保障の財源という大問題になり、将来深刻なことになります。お国に頼ったら恥だと

いった誤った言説に惑わされず、生活保護が必要なときはきちんと使い、そこから抜け出

したら税金を払う。国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという憲法25条

の精神もそこにあるのです。生活保護について、受けられるべき人が受けられないことに

なることはあってはならないことと思いますが、この点についての認識をお伺いいたしま

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をいたします。 

 生活保護の現状についてでありますが、生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき、生活に困窮する全

ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障する

とともに、自立を助長することを目的とする制度でございます。病気や事故、その他いろ

いろな事情で生活が苦しくなり、どうにもならない場合があります。そのようなときに必

要な援助を行い、再び自分の力で生活していけるようお手伝いするのが生活保護制度であ

ります。 

 本町の生活保護世帯の状況でありますが、ここ数年横ばいの状況で、平成25年２月末現

在62世帯81人となっており、保護率は人口に対して1.48％となっております。生活保護世

帯の類型としては、高齢者１人世帯が29世帯、46.8％、高齢者２人世帯が６世帯、9.7％、

母子世帯が４世帯、6.5％、その他生活困窮世帯は23世帯、37.0％となっております。現在

生活相談件数は、年間30件程度で推移しておりますが、生活保護を受けられるべき人が受

けられないことにならないよう、相談者の立場に立ちながら、個々の生活困窮状況をしっ

かり聞く姿勢を基本として、民生委員や十勝総合振興局へ情報提供を図り、連携し、対応

しております。なお、生活保護の受給決定、廃止及び生活指導については、十勝総合振興
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局が対応しております。 

 また、生活保護の生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響については、平成25年

２月19日に実施された全国厚生労働関係部局長会議において、生活保護と同様の給付を行

っているような制度を除き、影響を受けるそれぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分に考

慮しながら、できる限りその影響が及ばないように対応することを基本的な考え方とする

旨の国の対応方針が示されました。医療保険等の自己負担限度額の軽減など、個人住民税

の非課税限度額を参照としているものは、今後の税制改正において対応することとなって

おり、その他生活扶助基準の見直しに直接影響を受ける国の制度については当該方針に基

づき進められるところであり、本町においても国の対応方針の趣旨を踏まえ、適切に対応

してまいります。 

 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 生活保護制度は、誰が利用しているかわからないこともあり、利用者は横の

つながりがつくりにくい制度です。また、私たちの社会の中でも生活保護の利用について

独特な目で見られることが多いのも現状です。 

 そこで、関連して質問いたします。少しでも生活保護の相談がしやすいように、生活保

護に関係するポスター、チラシ、これは町民の目につくように掲示され、置かれているか

質問いたします。 

 もう一点、相談者に渡す申請書は、窓口等でどのように置かれているか質問いたします。 

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 ただいまのご質問に対しまして、少しでも相談しやすいように町民

の目に触れるように掲示されているかというご質問が１点目だと思いますけれども、現在

生活保護の相談に対しましては掲示だとかというものについては行っておりません。ただ、

生活に困窮している方の対応という中身では、保健福祉課においでいただくということば

かりではなくて、ご本人が来れない事情があれば、ご連絡をいただいた中で訪問させてい

ただき、生活相談をさせていただいております。また、地区担当の民生委員さん、それぞ

れの担当区域内にお住まいの方の生活事情等々をお聞きしながら、民生委員さんを通じて

生活相談に保健福祉課のほうで対応してございます。ただ、全てが生活保護に結びつくと

いうことではなく、生活実態をまずお聞きして、資産といいますか、金銭、貯蓄、そうい

った身体の状況、精神の状況もお聞きしながら、その方が陥っている生活困窮状態を把握

しながら進めております。 

 また、窓口については保健福祉課が、受給者の決定等については十勝総合振興局が行っ

ておりますけれども、生活保護を前提とした、そういった生活相談については保健福祉課

が窓口となっております。申請書は、目に触れるようなところにはございませんが、相談

に来られた場合こちらのほうでいろんな生活状況をお聞きしながら、その方の状況をお聞
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きして申請に至るか至らないか、あるいはご本人だけではなく、ご家族がいる場合につい

てはご家族の状況もお聞きしながら厳粛に、真摯にこの生活相談を受けているということ

でございます。 

 以上でございます。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇差間議員 要望いたします。 

 生活保護の申請の窓口にかかわる職員の皆さんは、地方自治体の本旨である住民の福祉

を守る、この第一線で働いておられます。その仕事に誇りを持って住民の苦難に寄り添っ

ていただくことを切に求めまして、質問を終わります。 

〇田村議長 差間議員、答弁はよろしいですか。 

〇差間議員 はい、よろしいです。 

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。 

 次に、８番、杉江博議員の質問を許します。 

 ８番、杉江議員。 

〇杉江議員 通告に従い、質問を行います。 

 静内無名川、国営事業、静内１号排水路でありますが、下流域の排水対策ということで

伺います。下浦幌地区総合農地防災事業が国営事業として11年間約270億円の事業費を投入

し、平成23年度に完了し、大きな成果をもたらしたことは、ここ数年の下浦幌地域の生産

成果を見ても明らかであり、関係各位のご尽力に心より感謝申し上げるところです。本事

業は、受益者負担ゼロの国営事業として排水機場２カ所を初めとし、旧下頃辺川の改修、

大規模排水路整備、暗渠排水、また補完工事として排水路、暗渠排水のやり直し工事、朝

日地区の排水場整備、静内地区置き土追加工事まで手がけ、完了したところです。しかし、

最終年に実施した静内無名川下流の排水に関しては、町道横断工事にて終了し、見直しの

検証がなされていないために、昨年５月の耕種作物の作付後の大雨にて生剛地区初め、上

流の静内川西側地区も含め120ヘクタール以上が水没する状況となりました。国営事業の当

初設計では、排水機場も計画されていたようですが、事業費の見直しにより設置できず、

本事業の最大の問題地域でありました。国営事業は完了しており、静内川所管の道と浦幌

町のかかわりとなりますが、昨年５月の大雨被害状況は町も把握できているものと思いま

す。排水路の拡幅や十勝太２号樋門でのくみ上げ、あるいは町道横断の水量調節や３号樋

門でのくみ上げ等、地権者との協議も含め、早急に何らかの対策が必要と考えます。対応

について考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 杉江議員のご質問にお答えします。 

 下浦幌地区国営総合農地防災事業は、地域の特性である泥炭土壌に起因する地盤沈下が

深刻化したことから、農地及び農業用排水路や道路などの農業用施設の機能回復を図り、
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あわせて排水不良による農作物の過湿被害や湛水被害の防止を目的として平成11年度より

事業着工し、平成23年度に事業を完了したところであります。本事業により静内地区にお

いては、農地の基盤整備として置き土による農地のかさ上げや暗渠排水、さらに静内１号

排水路の排水断面4,429メートルの改修とあわせて町道十勝太線に横断管を設置し、道路側

溝を利用して静内２号樋門から十勝静内川へ流入させるなどの排水路工事を行ったところ

であります。 

 しかし、昨年５月３日から５日にかけて発生しました24時間雨量140ミリの大雨により、

町内全域にわたり深刻な被害をもたらし、静内地区では農地が冠水し、まきつけ時期も重

なったことから、農作物に甚大な被害を及ぼしたところであります。こうした大雨による

冠水被害を防ぐには、排水路の拡幅やポンプによる強制排水等が必要であると考えますが、

静内１号排水路の拡幅及び町道横断の水量調整につきましては、国営総合農地防災事業に

より造成したものであるため、形状の変更を伴う改修は困難であると判断しています。町

としては、大雨に対する緊急時に静内２号樋門において十勝静内川へのポンプによる強制

排水を実施し、内水被害の抑制を図ることとしています。また、総合農地防災事業により

造成しました排水路につきましては、町において計画的に土砂上げを行い、適正な維持管

理に努めてまいります。 

 このほか、当該地区を流れる十勝静内川の河川管理者である北海道に対しましては、河

川の流れを阻害している要因と思われる河道内の支障木及び埋塞土の撤去について要望し

ており、これに対して予算の状況を見ながら対応について検討したいという回答をいただ

いているところです。さらに、静内３号樋門については、ポンプによる強制排水の可能性

について検討してまいります。このように大雨時における地域への被害を最小限に抑える

ため、町としてできる限りの排水対策を講じるとともに、当該地区における地理的条件の

検証と地元地権者からの意見も取り入れながら、より効果的な排水対策の実現に向けて検

討を進めてまいります。 

 以上、杉江議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇杉江議員 状況については、町のほうも十分把握していられるということのようですけ

れども、答弁の中で２号樋門でのくみ上げ、これも従来から緊急時にはやっていただいて

いたことであります。また、無名川の土砂の掘り上げについては、国営事業の中でも整備

が終わっても、また途中でも砂上げをしたという経過がありますから、当然実施していた

だかなければならないものと思っております。そういう中で、ご承知のように海抜ゼロメ

ートル地帯です。当然水がたまれば、ポンプ排水をしなければ水が引かないという状況に

あります。そういう中で私は、町も町内業者といろんな協定をして対応していただけるよ

うなことには進めているようですが、特にこの地域は災害時にポンプ要請をしなくても常

に対応しなければならないという、そういう姿勢が必要だと思っております。見ている間

にこの100ヘクタール近い面積、30分ぐらいで30センチ、40センチ水位が上がってくる、そ
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れからポンプを手配してきてポンプを入れたら流されて作業できない、そういうことにな

らないように事前にやっぱりポンプのくみ場の設置きちっとやってほしいと思います。こ

れは、従来もこの十勝太２号樋門だけでなくて、そのポンプの設置でいろんなトラブル起

きているのはほかでもあるのです。何カ所かあります。そういうことにならないように、

できるだけ早く作業ができるように、緊急時ですから、そういう対応ができるような事前

の対応が必要だと私は思っています。 

 そういう中で国営事業でやった範囲の手はつけれないという答弁がございましたけれど

も、これも例えば町道横断から下の２号樋門まで明渠の拡幅をしたとしても、例えば補助

事業でやったから補助金返しなさい、したとしても３メーター拡幅で500メートルでも

1,500平方メートル、１反半です。工事費40万でも、60万かそこらです。５メートルやって

も2,000平方メートルにならないです。本当に補助金返して、町道横断した分の水の排出量

広くしなかったら、絶対はけないのです。そういう状況を把握していただくなら、そうい

う対応ができなければやっぱり冠水する前にポンプの設置を用意する、ポンプ、発電機を

用意する、そういう準備が必要です。今までほとんど要請してからです。ですから、国営

事業で国費、道費つぎ込んだといいながら、私たちの既製服合わないからオーダーメード

にすると同じで、決まりもできる対応があったらやっぱり運用していくべきだ、できる範

囲の協議はして対応していっていただきたい。一番いい方法は、排水路広くしてくみ上げ

ることなのです。ですから、答弁の中で３号樋門の排水対応も考えると言っていますけれ

ども、３号樋門はもともと無名川の水がはけない大きさしかなかったということで水を町

道横断して出したわけですから、そういう状況をしっかりと把握して今申し上げたような

対応を、すぐはできないと思います。国や道や協議しなければならない部分あります。そ

ういうことで今後の対応をしていただくべきだと思っていますが、再度答弁お願いします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇亀山産業課長 何点かございますが、まず静内第２樋門のところにおけるくみ場という

ことのお話かと思いますが、現状昨年地域の方からの要請によってくんでおります。そう

いう中では、なれていないという部分もあったかなとは思いますが、今後につきましては

最初に大雨の情報が入り次第そういう機械、スタッフについて準備できるような形で進め

ていきたいと、これまでのように地域の方からの要請に基づかなくても準備のできる地域

にしていきたいというふうに考えております。 

 それと、国の事業でやったということの中で形状の変更を伴うような改修については、

これについてはやはり国の補助金適化法の絡みもございますので、できないということの

本筋は変わっておりません。これについては、国のほうとも相談の余地は現時点ではない

のかなと、年数経過とか、そういうことが起きてくれば、また対応の仕方もあるのかなと

いうふうには考えております。 

 それと、３号樋門についてもともと内水がはけない状況であるということの中で、今後
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についてはその可能性について調査検討させていただきたいというふうなことでお願いし

たいというふうに考えております。 

 それと、河川管理者が北海道でございますので、北海道に対しても従来これまでも河川

内にある支障木の伐採についてもお願いしておりますし、埋塞土の撤去についてもこれま

で従来お願いしてきておりますが、さらにこれについてもあわせてお願いしていきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇杉江議員 答弁にもありますように、国営事業の投入した分につきましてはいろんな障

害はあるでしょうけれども、協議する可能性についてやっぱり今後短兵急にはいかないか

もしれませんが、可能性があるとするなら何らかの対応、協議をしていかなければ進みま

せんから、だめなのだということで諦めないで、地権者、地域の皆さんの水との闘い、こ

れをぜひ解消できるような努力していただきたいと思っております。この水の関係につき

ましては、この場所だけでなくていろいろあるのです。その点については、今後も予算審

議の中でも個別なお話をさせていただきながら審議させていただきたいと思っています

が、ぜひこの答弁以上に前向きに検討していただきながら現状の対応をしていただきたい

と思っております。再度答弁求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 当該地区につきましては、ご質問にもありましたように、国営防災事業が完

了しているということでありまして、当時この防災事業で完全な流量が確保できるという

お話を聞いておりましたし、期成会の皆様もそのように理解をされて了解をしたものだろ

うというふうに思っています。ところが、実際には冠水をしているという状況があるとい

うことであります。ただ、開発の説明においては、議員も聞いておられると思いますけれ

ども、静内川の支障木が撤去されて流量が確保されれば、これの解決に至るという説明で

ありました。そのために町としましても、静内川の支障木の撤去についてこれまでも北海

道に要請をしてまいりました。完全な支障木の撤去になっていないということだろうとい

うふうに思いますので、もともとのやっぱり根本はこれを解決しなければポンプでやって

もなかなかできないというのが現状だろうと思いますから、これについてはもっと強力に

政務活動の中で道に要請を行ってこの解決を図ってまいることが必要だろうなというふう

に思っています。 

 あと、ポンプの配置につきましては、町直接の所有と、またリース契約をしてそれぞれ

ただいま申し上げられたとおり浦幌町いろんなところで冠水する状況がありますから、そ

れに対応今現在しているところでありますけれども、いかんせん人的なものが必要だとい

うこともありますし、機械も必要だということもあります。このたび予算でポンプ、また

発電機もふやさせていただきましたけれども、それについても今言ったように人的な問題

で限界が生じるということもあります。そういう場合にやはりそれぞれの地区、それぞれ
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の必要性があるわけでありますから、その降雨の状況によって適切に、また適宜迅速に対

応していくことが必要だろうというふうに考えております。そういう意味では、それぞれ

の防災も含めて私どもとしては被害を未然に防ぐ方策をこれからも随時とりながら、問題

の解決に向かって政務活動を続けてまいりたい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。 

〇杉江議員 終わります。ありがとうございました。 

〇田村議長 これで杉江博議員の一般質問を終わります。 

 次に、９番、河内富喜議員の質問を許します。 

 ９番、河内議員。 

〇河内議員 それでは、通告に基づき、一般質問をさせていただきます。 

 東日本大震災が発生してから２年がたち、先日全国で被災者への鎮魂の祈りがささげら

れたところであります。しかし、復興の歩みは、歯がゆいぐらい進んでいないのが現実で

あります。復興に目を向けますと、さまざまな阻害要因が横たわっていることが報道など

で示されております。今後復興が容易でないことがわかってきたところでもあります。国

も縦割り行政を改善するために復興庁を新設し、努力しているところですが、まだまだ歯

がゆいのが現実であります。歴史上類を見ないような大規模な津波被害、放射線汚染とい

う大災害に対し、今こそ国を挙げて一日も早い復興をなし遂げるのが日本国民としての使

命であると思います。それには、国はもちろんのこと、全国の市町村も他人事ではなく、

自分の町の痛みとして感じることが支援の原点であり、力になっていくものだと思います。 

 現地行政のマンパワーが圧倒的に不足している現実に鑑み、平成24年８月24日、これは

私が得た資料の一部でございますが、被災地の復興、復旧に向けた人的支援に関する各都

道府県の取り組みについて、全国知事会東日本大震災復興協力本部から次のような協力要

請が出されているところであります。参考までに申し上げますと、照会内容として、１、

職員派遣、正規職員の派遣における工夫（広域連携や管内市町村との連携なども含む）、Ｏ

Ｂ職員の活用（任期付職員、再任用職員の派遣など）、任期付職員としての採用、派遣など、

専門家の派遣など（コンサル、建築士など）ということになっております。照会期間とし

ては、24年の８月24日から９月10日ということで通達がされているものですが、当然この

期間にいろいろな打ち合わせの中で参加を表明できなければ協力できないということにな

るのでしょう。そのことに関して北海道の取り組みとして、現職の職員を地方自治法252条

の17により派遣するとしております。全国知事会等からの要請を踏まえ、被災県と調整の

上、派遣期間が短期間のものを含めた柔軟な対応派遣を行っているとしております。参考

までに道内市町村対応として、当然工夫している中での取り組みとしては、派遣職員が従

事していた業務への対応として、派遣していた職員の業務を行うため、任期付法に基づく

任期付職員の採用、新規採用職員の前倒し採用、臨時的任用職員、非常勤職員の採用を実

施しております。平成24年度管内では帯広市、芽室町、音更町、新得町が派遣をしており

ます。近隣自治体との連携、派遣職員を確保するために周辺自治体と連携し、派遣を実施
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した市町村としては、平成24年度道内では札幌市、上富良野町、赤平市、士別市、名寄市、

砂川市、伊達市、石狩市、松前町など檜山管内町村の多くや胆振管内11市町村が対応して

おります。ただいま参加した市町村についてご説明をしたわけですが、漏れた市町村につ

いてはご容赦を願いたいと思います。 

 そこで、次の２点について伺います。１点目、今まで道から東日本大震災地域へどのよ

うな支援の要請がありましたか、あわせて職員派遣については要請はありましたか、また

それらのことについてどのような検討をされましたか、３点についてお伺いをしたいと思

います。 

 ２点目、今地域主権が求められる中で、行政改革はどこの市町村も待ったなしの時代で

あります。地方の多くの市町村が厳しい状況にあり、余裕のある町はありません。しかし、

困ったときはお互いさま。親切な日本国民のよさが今こそ発揮されるべきであります。人

としての道を子どもたちに示していかなければならないときではないでしょうか。我が町

も東日本大震災地域に工夫をすることで職員を派遣するべきと考えますが、町長のお考え

を伺いたいと思います。 

 なお、放射線汚染については、非常に大きな問題でもあり、時間が膨大にかかることか

ら、今回の質疑には含めないことで話をさせていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員のご質問にお答えします。 

 本定例会の開会に当たりまして、開会初日に町政執行方針で申し上げましたが、東北地

方を襲い、未曽有の被害をもたらした東日本大震災から２年が過ぎ、時間が経過すると人々

の思いが薄れていくと言われますが、痛ましい結果を忘れないことが被災者、そして被災

地への思いであると信じるものであり、自然のはかり知れない猛威の大きさに改めて知ら

される思いと哀悼の意を表するものであります。 

 防災対策は、町民の生命と身体を守る地方自治の責務として進めておりますが、本町で

は沿岸地域を控えており、津波避難対策が最も喫緊に取り組む施策としてあり、関連する

整備を行ってきていることは周知のことであり、平成25年度もかかわる予算を計上してい

るところであります。 

 ご質問の北海道から東日本大震災地域へどのような支援要請があったか、あわせて職員

派遣について要請があったか、またそのことについてどのような検討がなされたかについ

てでありますが、北海道からの支援要請につきましては全国知事会を通じた物資支援要請

があり、町民の皆様はもとより、地元企業の協力を得ながら、本町としても物資の支援を

行ってまいりました。また、職員の派遣につきましては、市町村での職員派遣の検討につ

いて依頼がありましたが、当時は本町も被災しており、復旧に向けた施策について取り組

みを図っていたことから、職員の派遣を行える状況にないとの判断をさせていただきまし



                                             － 13 － 

た。現在も北海道を通じて職員派遣の要請があり、町としても検討を行っておりますが、

派遣する職種において主に専門職の派遣要請について多く受けており、派遣期間において

も中長期にわたり、本町の現状の人員から要望に応え派遣することは困難であると捉えて

おります。 

 以上、河内議員の答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇河内議員 今一通り説明があったわけですが、確認のため再質問をさせていただきます。 

 本定例会の開会に当たり、町長から施政方針で東北地方へのお見舞いの言葉が申し述べ

られたことは、私も聞いておりました。現実に目を向けてみますと、東日本大震災による

被災者は死者１万5,882人、行方不明者2,668人、助かった後の災害関係死者は2,000人以上、

放射能汚染も重なり、避難者は32万1,433人にも及んでおります。いまだに多くの人々が被

害を受け、苦しんでいる状況が続いております。私は、現実問題として哀悼の意を述べら

れるのであれば、本当に助けになる具体性のある支援を一人でも努力して検討していくと

いう考え方をしていただきたかったなと思っております。もちろん自分の町が一番大切で

ありますから、こういった答え方をすることは理解はできますが、私はやはりもっと大き

な見地でこれらの問題に判断をしていただきたいなという思いでおります。 

 理事者は、既に把握していると思いますが、震災１年目には管内市町村から200人の職員

が公務で派遣されております。近隣町村では、池田町が山田町へ延べ50人、５月から８日

間滞在で12班、札幌市、旭川市、函館市、岩見沢市に次いで５番目に多かったそうです。

特に職員からの志願もあったということであります。本別町からは、以前から交流があっ

た南三陸町に２週間単位で４人が派遣されております。もちろん先ほど町長が言ったよう

に私たちの町も被災した地域があり、その対応に大変であったことは理解できますが、今

ある程度落ちついた段階になってきていることも事実でありますし、これらのことも考慮

に入れながら今後の判断をすべきであると考えます。２年目の2012年は大きく減少して、

管内では14人、先ほど説明した帯広市、芽室町、音更町、新得町の４市町から職員が派遣

されております。まだまだ復旧するには年月がかかり、マンパワーが大変不足して困って

いるということで、先日岩手県大槌町の役場庁舎内の様子がちょうど11日の震災の日に報

道されているのを見まして、我が町と同じ海岸線を持つ町民として本当に大変な思いをし

ているのだなということを痛切に感じているわけであります。もちろん行政の判断につい

て余り情緒的になって感傷的になることは好ましいことではございませんが、同じそうい

った海岸線を持つ町民として素朴に何とか助けてあげれないものかなと感じるのも正直な

気持ちでございます。昨年全国知事会が要望している派遣総人数は625人であり、うち土木

が306人と半数近くになっております。派遣については、震災の被災当初は食料、医療、仮

設住宅などの緊急的な支援でありましたが、今は土木、建設等の復興支援に内容が変わっ

てきております。先ほど答弁の中で北海道を通じて職員派遣の要請があり、町としても検

討を行っておりますが、派遣する職種において主に専門職の派遣要請について多く受けて
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おり、派遣期間においても中長期にわたり、本町の現状の人員から要望に応え派遣するこ

とは困難であると、そのようにお答えをいただいたところでありますが、私が最初の質問

の中で工夫ということでの何点かの項目を挙げさせていただきました。実は、どこの町村

も本来正職としてある職員をそのまま現地に派遣しているわけではないわけです。こうい

った任期付法に基づく任期付職員、新規採用職員の前倒し採用、臨時的任用職員、非常勤

職員の採用などを実施、またＯＢなどの活用も図りながらこういう対応をしているという

現実があるわけです。そういうことを踏まえた中でもう少し検討する余地があるのでない

かと思いますが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇鈴木総務課長 ただいまのご質問にご説明させていただきたいと思います。 

 ただいまのご質問のとおり、今回の要請、今までの要請の中でやはり多く要請されてお

りますのが専門の職にある者ということで、この中にはおっしゃりました土木の関係であ

ります土木施工管理技術者、または保健師等、そういった専門職の要請を多く受けており

ます。また、中長期的なというお答えの中には、およそ１年間というようなこともござい

ます。この中にありまして、先ほど多くの工夫が必要だといった中での具体的なお示しも

いただきましたけれども、その中にございました任期付職員の採用、または臨時的任用職

員の採用等があります。このことにつきましても多くの町村は、当該派遣する町村におき

ましては正職員、いわゆる専門職がほとんどでございますけれども、その専門職の正職員

を派遣をし、その不在になっている部分の役場、市役所等におきます業務として新たに臨

時職員を採用して配置するといった形が主な内容と思います。また、任期付職員について

も同じような形態をたどっているというふうに理解をしてございます。この中にありまし

て、やはり専門職という部分がございますので、その本来の当該行政にかかわります役場、

市役所におけるその専門職を補充する形がなかなかとり得るのかなというのも実態だと思

います。本町におきましても、その派遣にかかわる専門職を派遣したときにその代替とな

る職員の確保というのがやはり大きな課題としてもございましたので、検討を重ねた中で

はそういった部分がなかなか難しかったというのもございましたので、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。 

〇河内議員 今検討しても先が見えないと、いい方向が見出せないというようなお答えだ

ったと思います。これは、かなりやる気になってやらなければできないことであります。

特に浦幌というのは、十勝の中で海岸線があるのは４町です。私は、この津波対応という

課題をずっと抱えていかなければならない町村として、やはりこの海岸線の４町が情報を

共有した中で今後のこういった震災などの対応、津波などの対応についてお互い連携しな

がらやっていくことが必要でないかなと思います。ですから、なおのこと東北大震災の沿

岸の被災地のそういった海岸地域の方々と協力関係を持ちながら、情報を共有しながら今
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後そういった連携を図っていくことが大きな意味では浦幌町にとってプラスになっていく

という、そういう大局的な判断も大事なのかなと私は考えるところであります。ですから、

１年間の派遣ということでありますが、浦幌が１年間持つのではなくて、例えば４町で何

カ月間ずつつないだ形でそういった職員を一名でも二名でも対応するということは、私は

やり方によっては可能でないかなと思うのですが、その辺はいかがですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 職員の派遣につきましてですけれども、まさに東北３県の状況について私ど

も本当に心を痛めている状況であります。特に海岸線を保有する我が町として、いついか

なるときこのような状況になるかということについて、本当に防災計画をしっかり立てな

がら対応していかなければならないなというふうに考えて今進めているところでありま

す。特に被災地の今言われている、この２年経過して被災地が求めている職員、これは専

門職と、なおかつ経験を持つ職員ということであります。そういう意味では、我が町とし

て当初ボランティアでありますけれども、職員と消防の署員が１人ずつ行っておりました。

その中で、現地を実際見て大変だという状況も報告を受けているところであります。この

２年経過した中で、今河内議員言われるように、工夫しながらどうだというお話でありま

すけれども、まさに今各町村が出しているのは姉妹提携を結んでいる都市、大体そこがお

互いに町で連絡をとりながら要請を受け、要請で派遣しているというところが多いようで

あります。我が町としても日ごろからつき合いがあります洋野町、東北、ここも被災を受

けたところでありますけれども、洋野町ともお話をしておりますけれども、幸いにして洋

野町はそれほど大きな被害がないということで職員の派遣の要請は受けていないというの

が実情であります。まさに今専門職を、町としても技術職を募集をするという段階で、な

かなか求人をしても応募がいないというのが現状でありまして、そこになおかつ今いる人

員を割いて出すということについては町の業務が滞ってしまうことは明らかだという状況

の中で、本当は出したいのはやまやまでありますけれども、出し切れないというのが現状

であります。そういう面では、本当に現地と心寄り添うだけではなく、現実に対応すれと

いうことは言われることはよくわかりますけれども、今の町の職員の現状としてはなかな

かそれに対応できないというのが、したいけれども、できないというのが現状であります。

ほかの町と連携ということを申されましたけれども、ほかの町はやはり先ほど言った姉妹

提携を結んでいるところは率先して出していると、それは町と町とのおつき合いの中で出

しているという状況でありますけれども、我が町としてはなかなかそれができないという

のが現有勢力を抱えながらの我が町のジレンマであるということもご理解をいただきたい

なというふうに思っています。そういう面では、人的なそういうことではなく、何か違う

ことで現地との寄り添う形ができないのかなということもこれからも考えていく必要があ

りますし、現地は１年、２年で復興がなされるということでありませんので、本当に長期

的な目で見なければならないだろうというふうに思っています。そういう意味で浦幌町と
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して対応できるものはないかということも今後も検討を重ねながら、被災地の復興支援を

行っ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。 

〇河内議員 終わります。 

〇田村議長 これで河内富喜議員の一般質問を終わります。 

 次に、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。 

 要援護高齢者、障がい者等の孤立死を防ぐために孤立死防止条例について３点ほどお伺

いいたします。１点目、誰もが住みなれた地域で安全に安心して生活を続けるために、福

祉関係者はもとより、地域住民がお互いを理解し合い、協力をしていく姿が望ましいと思

います。近年、単身高齢者、高齢者のみの世帯が急増していますが、現状はどのようにな

っているか、実態をお伺いいたします。 

 ２点目、支援を必要とする要援護高齢者、障がい者の台帳やマップの整備の進捗状況は

どのようになっているかお伺いいたします。 

 ３点目、痛ましい孤立死を浦幌町においてあってはならず、その対応として町行政と町

民とが取り組む大きな課題であると思われます。プライバシーに配慮し過ぎて対応がおく

れる問題点を解決すべく、孤立ゼロプロジェクト推進に関する条例が制定されている先進

自治体があります。今後浦幌町としても同様に制定する考えはないでしょうか、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 福原議員のご質問にお答えいたします。 

 １点目の単身高齢者及び高齢者のみの世帯の現状についてでありますが、平成21年２月

末の５年前と現在を比較して65歳以上の単身高齢者は290人から264人に26人減少してお

り、高齢者のみの世帯は312世帯624人から354世帯710名に42世帯86人増加しており、単身

高齢者及び高齢者のみの世帯の人口は914人から974人に60人増加している状況にありま

す。 

 ２点目の支援を必要とする要援護高齢者、障がい者台帳やマップの整備状況についてで

ありますが、台帳については作成済みであり、随時更新を行っております。また、マップ

についても統合型ＧＩＳにおきまして随時更新しているところであります。 

 ３点目の孤立ゼロプロジェクト推進に関する条例の制定についてでありますが、これは

昨年東京都足立区で可決された条例であります。この条例では、本人の同意なしに70歳以

上の単身高齢者及び75歳以上の高齢者のみの世帯の住所、氏名、年齢、性別を自治会に情

報提供し、自治会がこれらの名簿をもとに戸別実態調査を実施し、調査時に本人から支援

に関する同意があった場合に定期的に支援員を派遣するものであります。ただし、心身障

がい者などの方は、あらかじめ本人、家族の同意がない場合は情報提供できないとされて
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います。 

 本町におきまして、高齢者・障がい者見守りネットワーク事業を５月からの実施に向け

て現在準備を進めているところであります。これは、民生委員、警察署、消防署や地域住

民及び新聞販売店、電気、ガス、燃料販売店等ライフラインにかかわる事業者などにご協

力をいただき、地域の高齢者や障がい者への声かけなどでやわらかく、さりげない見守り

を行い、異変や不調が見受けられた場合については保健福祉課に情報提供を行っていただ

く仕組みであります。本町といたしましては、この見守りネットワーク事業を実施すると

ともに、社会福祉協議会で月１回実施している75歳以上を対象とした単身高齢者の安否確

認事業である友愛訪問の活用や高齢者の戸別訪問による生活実態調査を継続して実施し、

社会的孤立に陥りやすい高齢者や障がい者の方々を把握することで住みなれた地域で生活

していただけるよう支援を行い、これらの事業を推進することで先進地が条例を整備して

実施している孤立化させない地域づくりと同様な孤立防止対策が可能であることから、高

齢者等の孤立にかかわる条例を制定しなくても社会的孤立を防止することができると考え

ております。 

 以上、福原議員へ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 高齢者の個別生活実態調査、今年度中に完成するという、11月の末25.8％で

したが、完成したとのことでほっといたしました。この調査は、地震、津波等の災害が発

生したときに要援護高齢者、障がい者の救済に必要で、役立つものと思われますが、孤立

ゼロプロジェクトを推進し、個人情報の調査をする上でも個人情報保護法が弊害になって

おります。自主防災を考えている町内会や自治会の協力を得られるような地域に沿った新

たなものが必要な時代になってきていると思います。５月より実施の見守りネットワーク

事業が立ち上げられるとのことですが、第３期まちづくり計画基本目標の中にみんなでつ

くる参画と協働の町として、新しい時代の住民自治に基づく個性豊かな地域づくり、自立

的なコミュニティの形成に向けた取り組みを進め、町民と行政との協働のまちづくりに向

け、各種行政計画の策定、実施、点検、見直しへの町民参画、協働の促進など、町民との

協働体制の確立を図りますとありますが、いかがでしょうか、このことについても町民と

一緒に歩む覚悟があるかどうか、再度伺っておきます。 

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 ただいまのご質問の中で、当初要援護者台帳、そしてマップの整備

については終わっておりますけれども、高齢者の生活実態調査ということで言われたかと

思います。高齢者生活実態調査については、現在進捗状況につきまして改めてお話をさせ

ていただきます。 

 確認なのですけれども、要援護者台帳とマップについては整備は終わっております。そ

して、随時更新ということでご理解いただきたいと思います。 
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 それから、高齢者生活実態調査につきましては、進捗状況は974人中356人調査終了とい

うことで、現在２月末でございますが、進捗率36.6％でございます。この生活実態調査に

つきましては、それぞれ戸別訪問して、それぞれの生活実態を訪問してお話を聞く、そこ

から始まりますので、電話で５分、10分お話しするということではなくて、顔を合わせて、

そしてその方の生活状況を聞き取る、そして察すると、そして会話をするということを通

してこの実態調査時間がかかっておりますけれども、24年度から25年度またぐと思います

けれども、着々とこの実態調査については進めてきているところであります。 

 また、協働のまちづくりという観点から、地域住民の皆様のお力添えをいただかないと

この孤立化防止、孤立しないようにするということは困難だと思います。ただ、この防止

条例を制定すれば全て孤立死がなくなる、そういうことではなく、いずれにしても東京で

制定されましたこの条例につきましては住所、氏名、年齢、性別、この４点だけ町内会あ

るいは自治会というところに、受け皿となるところに情報を提供はしますけれども、その

後その方の状況は改めてその受け皿となる自治会、町内会が支援が必要かどうかご本人に

訪問調査をすると、そういった形で、それもいずれにしても簡単にはいかない、本当に時

間のかかるものだと思います。そして、地域住民の皆様のお力添えをいただかないとでき

ないということもこの条例の中では酌み取れるところであります。 

 浦幌町におきましては、高齢者・障がい者見守りネットワーク事業ということで、この

見守り体制づくりのために、町長の答弁にもございましたけれども、やはり高齢者等の皆

様が安心して生活できるように安否を気遣える、そして地域のつながりを保ち、お互いが

支え合えるように地域ぐるみで取り組んでいくこの事業を５月から実施していくという答

弁の内容だったと思います。現在その準備として、この見守りネットワーク事業にご賛同

いただける各関係機関及び団体、事業所に趣旨説明を行っているところであります。また、

強制的な監視をお願いするということではございません。また、見守られているのか見張

られているのか錯覚するような、そういった見守りではなくて、やわらかく、さりげない、

日常の生活の中で、そして協力事業者の皆様、団体の日常の活動、日常業務の中で、通常

業務の中で異変あるいは不調が感じ取られたときには保健福祉課に情報提供をしていただ

く、協力をしていただけるというような形で今後進めていきたいというふうに考えていま

す。また、４月に例年開催されます行政区長会議におきまして、この見守りネットワーク

事業の趣旨説明とご協力をお願いする予定でございます。各行政区にご協力をお願いする

ところにつきましては、各行政区の行っております各種諸行事の中で声のかけ合い、そし

て町内会の中で日常生活の中で隣近所の挨拶、声のかけ合いを通して隣近所がお互いに安

否の確認ができるように見守り合える、自分が見守っていると思っていたのが実は見守ら

れていたというような見守り合える地域と行政との協働ということで、強制ではなく日常

の生活の中でそういった協働による見守り体制を推進していくために協力をいただきたい

ということで行政区長会議の中で趣旨説明をし、ご賛同いただけるように、ご協力をいた

だけるように考えております。この事業の開始については、５月をめどに実施、展開して
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いきたいというふうに考えております。 

 長くなりましたけれども、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇福原議員 昨年の12月に北海道の保健福祉部で、要援護者を地域で支える関係機関連携

マニュアルというものが出ておりました。見守りの方法と手段というところで、本当に地

域での見守りを充実していくためには町村行政や福祉関係機関、団体だけでは限界がある

ことから、民間事業者や町内会、地域住民の協力を得ながら地域から孤立しがちな方を見

落とすことなく、さまざまな工夫によって見守っていく必要がありますとあります。本当

に今課長が言ったとおりのことが書かれております。このマニュアルを私たちも勉強しな

がら、これからの災害も含めていろんな高齢者、障がい者の援助をできるような体制を速

やかに私はつくっていただきたいというふうに思っております。 

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あります孤立を防ぐという取り組みについては、浦幌町

としても当然行っていくべきでありますし、そのような方向に向けていろんな事業を取り

組んでいるところであります。お年寄りが暮らす環境というのは、やはり大都市とうちの

町のようなコンパクトな町というのは環境が大きく違うのだろうというふうに思います。

それぞれ条例を制定しなければならない町というのは、やはり隣人同士のコミュニケーシ

ョンができていないという町ではそうせざるを得ないということであります。また、個人

保護法については、どうしても障がい者の情報等々についてはそれでも同意を得なければ

ならないというのも、これはやはり当然のことでありますし、条例で制定されている住所、

氏名、年齢、これは浦幌町に長く住まれているお年寄りの皆さんは隣近所はよくその辺で

は情報提供しなくてもわかっている範囲の情報でありますから、そういう隣人同士のおつ

き合いを深く重ねることによって小さな町だからできる事業、見守る方法というのはある

のだろうというふうに思います。そういう面では、本当に人と人とのおつき合いを大切に

しながら、こういう方法、事業を取り組んでこれからまいりたいなというふうに思ってい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

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、４番、中尾光昭議員の質問を許します。 

 ４番、中尾議員。 

〇中尾議員 それでは、通告に従いまして、雇用対策について質問をいたします。 

 第３期まちづくり計画の最重要課題である人口減少対策の中でも、雇用機会の新規創出

は最も力を入れるべき課題と思います。町長は、平成25年度の町政執行方針で雇用対策に

ついても継続して進めると言われましたが、具体的な事業が十分とは思えません。即効性

のある実施計画を検討する必要があると思いますが、町長の考えを伺います。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 中尾議員のご質問にお答えします。 

 雇用対策についてでありますが、全国的に雇用情勢が厳しい状況にある中、雇用の先行

指数である新規求人倍率は悪化の傾向が続き、景気動向指数の基調判断は足踏みから下方

への局面変化へと変更されるなど、足元の経済情勢は厳しさを増しております。本町にお

いても先行きの景気悪化が懸念されていることから、雇用の機会が少ない状況にあり、ま

た昨年７月に町民の皆様を対象に実施しましたまちづくり町民アンケート調査におきまし

ても雇用、就労対策の満足度が低く、町民の皆様の雇用、就労者対策に対する改善の優先

度が高いものと判断しているところであります。 

 町では、浦幌町第３期まちづくり計画に基づき、最重要課題であります人口減少対策と

して、子どもを産み育てる環境充実、雇用機会の新規創出、居住環境の整備充実の３つの

柱から成る重点プロジェクトを横断的に進めることで人口減少の歯どめ対策を講じている

ところであります。この重点プロジェクト２の雇用機会の新規創出として、新商品開発や

研究等を行う個人、事業者を支援する地域産業活性化補助金、新規就農者を支援する新規

就農者営農促進補助金、新規雇用を行った中小企業者等を支援する雇用促進事業補助金を

交付して対策を行っているところであります。さらに、商工業の振興と雇用、勤労者対策

として設備の近代化、技術の向上など経営の改善を図る地場工業等を支援する地場工業等

振興補助金、新たな産業創造に資する産業基盤整備等を行う事業者を支援する新産業創造

等助成事業、町内に工場等を新設する者に対し助成の措置を行う基準誘致促進補助金、離

職者への緊急雇用相談窓口の設置による対応、ハローワーク等関係機関との連携による求

人情報の提供、中小企業に就業する従業員等の福利厚生の向上を目的に一般財団法人とか

ち勤労者共済センターへの加入を奨励し、この加入にかかわる経費を事業主等へ補助する

中小企業勤労者福利厚生共済加入奨励補助金交付事業、季節労働者の通年雇用化を目的に

各種資格の取得に助成するふるさと東十勝通年雇用促進協議会支援事業により、雇用機会

の創出と促進を図るために進めているところであります。また、民間と協働で進めてきた

うらほろスタイル推進事業におきましても、町政執行方針で述べましたとおり、若者の雇

用の場づくり、若者のしごと創造事業を新たな柱に加え、その方策を探るための事業展開

を計画しているところです。 

 現在の雇用対策としての支援策、あるいは新年度からの取り組みにつきまして申し上げ

たところでありますが、即効性のある雇用対策としては新規企業の誘致が有効な雇用機会

の創出になると考えるところでありますが、現下の経済情勢からは厳しい状況であります。

このため、今年度に実施するまちづくり町民アンケート調査において、町民の皆様から雇

用、就労者対策の改善に対するより具体的なご意見をいただきながら、町内の企業等によ

る自主的、主体的な起業や新規事業展開に対する行政の支援策として新たな施策を講じる

とともに、地場工業等振興補助金の助成対象の拡充を行いながら、地元企業の事業拡大等
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による雇用の創出に支援したいと考えております。また、町内の求人がありながら、求職

者数が少なく、雇用につながらない状況もあることから、町内求人情報について町ホーム

ページ等を活用し、積極的に情報を発信してまいりたいと考えております。 

 以上、中尾議員への答弁といたします。 

〇田村議長 再質問を許します。 

〇中尾議員 今回町長も執行方針でもいろんな事業、また新たな事業もここに盛り込んで

おるということでありますから、対応しているというふうに町長としては思っているのか

なというふうに思います。しかし、私は先ほど申し上げましたように、今の体制ではとて

も十分とは思えないというのが私の実感であります。これは、町の人口減少対策として町

の人口を減らさない、この第３期まちづくり計画、平成23年から10年計画で進めるこの事

業において10年後に5,000人を切らない、5,000人を目標とするまちづくりを町長は進めよ

うとされているということであります。これは、町長は少しハードルを高く上げた中での

目標を設定されているというふうに認識をしております。試算でいけば、浦幌町は今のま

まいけば、この5,000人は切ってしまうという現状にあります。しかし、町長は平成27年度

には5,400人、平成32年度には5,000人というような計画の中で今この事業をされていると

いうことであります。実際に平成23年度から始まったこの計画でありますけれども、今こ

の３月で丸２年が終わろうとしているところであります。平成23年の４月１日、要するに

平成23年の３月末現在の人口が5,667名だったのです。今年まだ３月終わっていませんか

ら、丸２年の正確な数字はわかりませんが、25年の２月、先月の末まででありますけれど

も、5,464名となっております。要するに203名、この２年間で203名の人口減少があったと

いうことであります。単純に割れば、１年間に100名ずつ人口が減ったと、こういうことな

のです。１年間に100名ずつ減ったら、10年たったら5,000人簡単に切ってしまいます。だ

から、この計画でいいのですかということなのです、私は。人口5,000人に目標を10年後に

設定していながら、今実際に２年間で100名ずつ200名が減っている、203名の減少がある、

この状況において今のこの対策で十分でしょうかと、私は十分とは思えませんということ

を申し上げたいのであります。 

 昨年と今年比べても、私はさほど大きな変化はないと思っているのです。新たな取り組

みもされております。しかし、おっ、これは大きな手を打ったな、こういうような町民に

インパクトのあるような事業というものが、町民がそういう認識を持っているかというこ

となのです。町長はやっていると思っていると思うのです。実際にやられているところも

あるのです、これ。今回もいろんな中小企業の町融資の拡充だとか、先ほども申されまし

た浦幌づくりの若者の仕事づくり、こういう取り組みも新しく今年からされておりますか

ら、決してやっていないとは言いません。しかし、私は今こういう形の中で、今実際にこ

の２年間で200人が減ろうとしているこの現状の中で、そういった取り組みもいいですが、

若者の仕事づくりもこれからまた来年度、25年度にアンケートをとってからというような

形だというふうに伺っております。こういう部分の内容の詳細については、予算の中でま
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た詳しく私も質問させていただきたいと思いますが、こういった取り組みをしていますが、

実際にこの２年間、まだ今月終わっていないが、200名減っている、203名減っているこの

現状において私は今のままの雇用対策で本当に十分なのであろうかと。私は、もう一歩踏

み込んだ対策が必要でなかろうかなというふうに思い、質問させていただいているところ

であります。 

 今回の答弁の中にもありましたけれども、本当は企業誘致でもありまして、新たな企業

が来て何十人という雇用がどんとふえる、これが一番確かに手っ取り早いといいましょう

か、しかし町長も言われているように、今現実的にこの浦幌に新しい企業が来て、企業誘

致で企業が来て雇用が何十人も急にふえるなんていうことは現実的には難しい、はっきり

言って無理だと思います。私は、今ある中においてはやはり今ある企業、産業をどうやっ

て育成をした中で新規の雇用を結んでいくのかなというところに大きな可能性を見出して

いかなければならないのではないかなと思うのです。 

 それで、この冊子の基本構想の中にもあるのですが、やはり浦幌町は１次産業の町であ

ります。やはりこの１次産業、ここにも書いてあるのですけれども、１次産業の産品を加

工するために商工業等々の関係機関と連携を図り、高付加価値の地域産業を育てる、そし

て雇用の増大に結びつけると、これをやっていけるかが問われていると、私はここだと思

っているのです。私は、この部分に合致するならば、農業振興、漁業振興、林業振興もっ

ともっとすべきだと思っているのです。こういう雇用に結びつかないような形での農業振

興、漁業振興、林業振興、１次産業の振興をしても全く無駄とは言いませんけれども、私

は今あるこの浦幌の産業をしっかり育てることによって、この雇用の１点に絞ってももっ

と具体的な雇用を生むような、そういう施策が必要ではなかろうかなというふうに思って

います。天から何かが降ってくるような、そんな時代ではありません。今浦幌の足元を見

て、やはりここにあるのは１次産業です。１次産業をしっかりと育て、この１次産業を柱

にして、そこに付随する企業がまた潤っていくという、こういう構造をしっかりと町がリ

ーダーシップをとった中で生み出していかなければ、私はなかなかこの浦幌において新産

業が発達していくということにはならないと思います。私は、やっぱりそういった部分で

も新しい取り組みが喫緊の課題ではなかろうかなというふうに思いますので、この点につ

いて質問させていただきます。 

 また、これと並行してでありますけれども、今回もそうなのですが、この人口減少の中

にも転出者も結構いるのであります。やっぱりこういった人口動態というものをしっかり

と私は認識すべきだと思うのです。これもちょっと調べさせていただきましたけれども、

転入、転出、人が動きますけれども、では実際に出ていく人になぜ出ていくのかというと

ころまでは調査されていないと、どういう理由なのですかと、学校で行くのですか、どう

いう理由なのですかと、やっぱりされていないと思うのです。これは、個人情報的な部分

もありますから、どこまで調査できるかということなのですけれども、なぜ出ていかれる

のか、逆に言うと入ってくる人もいますから、なぜ浦幌に来たのかと。やっぱりこういっ
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たことの調査というものもしっかりとして、今浦幌にどういうことが起きているのかと、

出ていく人の中で何が理由で出ていくのかというようなことの浦幌の状況というものも私

はしっかりと調査すべき部分があると思うのです。 

 その調査の中でもう一つ言えることは、仕事がない、仕事がない、浦幌に仕事がない、

雇用の場がないと言うのですが、では実際にハローワークに募集を出したら来ないのです。

募集出しても全然応募がないのです。地元の企業の人方に聞いて、求人出しても全然来な

いと言うのです。では、ここどういうことなのだということです。雇用の場がないといい

ながら、では募集出しても人が来ないと。では、それは何なのかということです。給与が

安いのか、待遇が悪いのか、何でそういうことが起きるのか。２月、先月私たちもコスミ

ックホールにおいて議会の意見交換会を行いました。その中でも、今回これに載っており

ましたけれども、うらほろスタイルの代表がやっぱりこういった形での若者の雇用の場を

きちっと設けていきたいと、検討していきたいというような意見をされていました。その

とおりだなと思いました。しかし、一方で、その方は介護に関係する方でありましたけれ

ども、いやいや、私たちのところは人手足りないのですよと、どうぞ私たちのところに来

て仕事してくださいという意見も出ているのです。片方では仕事がないと言いながら、片

方では人が足りないと言っているのです。ここは、どういうことなのだということです。

なぜこういうことが起きるのかということ、やっぱりこういったことも私はきちっと調査

すべきだと思うのです。実際に平成23年度の緊急雇用の国の補助制度の中でやったときも

そうだったですよね。町の事業で緊急雇用で町の職員をやったときも、あのときも緊急雇

用といいながら、実際に募集少なかったはずなのです。私そのこと質問した記憶がありま

す。ですから、働く場所がない、ないといいながら、実際に募集すると働く人がいない、

労働意欲がないのか何なのか、どこにどういうミスマッチが起きているのか、何がそこに

あるのか、どういう需要があるのかということもやっぱりしっかり調査して、需要のある

ところの政策に手を入れないと、ただやっている、やっているといっても必要ではないと

ころに手を打っていても意味がないと思いますから、私はやっぱりそういう部分で今緊急

に、今の浦幌に対してどういう状況なのだというような調査というのは早急にやっていく

必要がある、その現状をしっかり踏まえた上で雇用対策について早急な一手を打たなけれ

ばならないなと。それでないと、10年後にこの5,000人という人口は、私は本当に絵に描い

た餅に終わってしまうなというふうな危惧をしているものであります。 

 そういったことで、１次産業をしっかりと見据えた上での新しい取り組みを私はぜひ町

にリーダーシップをとっていただきながらやっていただきたいなと思うのと、やっぱり今

言ったミスマッチの部分、この調査もしっかりとしていただいて、町が本当に今の浦幌に

合った雇用対策を私は打っていただきたいという思いから質問させていただいておりま

す。答弁求めます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇亀山産業課長 何点かありましたけれども、その中で１次産業が大事であると、それを

加工して販売していくということの中で雇用を生んでいこうというお尋ねだと思います

が、やはりこれも現在６次産業化とよく言われておりますが、１次産業、２次産業、３次

産業が合わさって６次産業化して地域を興していこうということの取り組みかと思います

が、そういうふうな町内に動きがあれば、やはり町としては地場工業等振興条例の現在改

正も25年度中には考えていきたいというふうに考えておりますので、そういう中でも支援

はできるものかなというふうに考えております。 

 また、転出者が多いという中で、なかなかこのための調査というのは非常に困難をきわ

めることだと思うのです。窓口でそういうことを聞けるかということになると、ちょっと

非常に難しいというところではあります。 

 また、仕事のミスマッチと言われますが、求人を出しても求職者が来ないということの

関係につきましてはやはり十分仕事の内容も理解していただくことも必要なのかなという

ところはあるかと思います。現在町の広報紙で町内の求人状況お知らせしておりますが、

これは仕事の内容といっても主に土木工事技術者だとか、そういう大ざっぱな言い方でご

ざいます。それで何人というふうな、何社で何人というふうな形でございますので、これ

らについては今後はハローワークのほうとも協議しまして、もう少し詳しい情報が載せら

れるような形、もしくは町民の皆さんの目に触れるような形を考えていきたいと。また、

早急にできることとしては、町のホームページに現在よりも詳しい状況、募集している企

業の名前だとか所在地は伏せますが、そういうふうな情報を発信していきたいというふう

に考えております。また、現在検討している中では、雇用の面談の相談会、これは町内の

求人をしている企業、そして場所的には帯広を想定しているのですが、管内の住民を対象

にして求職者とそこの面談をする場を設けていこうと。これは、ハローワークの協力もい

ただきながら、そういう場を設定していってはどうかなと。そういうことと町からも移住、

定住対策担当、そして公営住宅担当だとか労政担当というふうなことで、いろいろな部分

で心配なことがあれば、その場で相談に乗れるような形をとっていきたいなというふうに

検討しております。これらについては、まだ検討段階ということで具体性がないわけです

が、現在はそのようなことも考えております。 

 まちづくり町民アンケートももちろん答弁の中にはありましたが、ただ町内の企業に対

するアンケート、これもあわせて雇っていただく方の状況についてもアンケート調査をし

て町内の実情についてお伺いしたいなと。双方のニーズを把握した上で、近ければ来年度

には新しい施策を打っていきたい、それらのニーズを反映したものを施策を打っていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 再々質問を許します。 

〇中尾議員 今最後にも言われましたけれども、アンケート等によってやっぱりそのニー

ズをしっかりと把握するということ、今どういう現状にあるかということをしっかりと把
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握するということは、まず第一歩です、やっぱり。そこが見えないと、現状が把握できな

いと次の一手が打てないわけですから、私はそのことを強く求めたいと思うのです。それ

によって、本当に浦幌の現状に合う対応というものが見出せてくるのではないかなという

ふうに思いますし、また先ほども町外に出ていく方々にはなかなかあなたは何で出ていく

のですかというようなことは聞けない、確かにそのとおりです。窓口ですぐ聞けないとい

うものもありますけれども、でもこれは強制ではない中での持ち帰っていただいた上での

アンケートとか、そういった部分で協力していただける方にでも、私はそういった部分の

中でも出ていかれた方のどういう事情で出ていかれたのかというような把握、やっぱりそ

ういったことも含めての行政の把握をしっかりしていただくと。そして、それを把握した

上で各１次産業、また商工業、企業も含めてやはり悪いところは悪いなりに町としてもし

っかりと指導もいただきたいと思うのです。お金だけつければいいということではなくて、

やはりつけたものがしっかりと実になるように指導もいただかなければならないでしょう

し、町がしっかりとその辺を誘導していっていただく役目があるかなというふうに思って

おります。まず、そのことを踏まえること。 

 それと同時に、先ほども言った１次産業の部分というのは、これは基本構想の中に、私

がこれをやったらいいということではなくて、町の基本構想の中にあるのです、これが。

こういうことをやっていかなければならないよということが書いているわけですから、私

はこの書いてあることを具体化していくということ。これは、ある意味帯広の米沢市長が

言われているフードバレーの一つなのです。十勝全体でやろうとしているのです、米沢市

長が今。これの一つなのです、これは。ただ十勝が農産物、食糧の供給基地ではなくて、

そこにきちっと付加価値をつけて、そこに雇用を生んでいくというのは、これフードバレ

ーの一つの柱でもありますから、私はそういったものを含めてオール十勝で、本当にただ

の原料供給基地ではなくて、ここにまだまだ付加価値をつけていくというような取り組み

をしていかなければならないと思います。今この時間にはＴＰＰの参加表明もしているで

しょう。やっぱりそういう状況なのです。ですから、やっぱり今までと同じではだめなの

です。１次産業も含めてやっぱり変わっていかなければ、地域は守っていけないというよ

うに思います。それだけではなく、国の施策も必要ではありますけれども、やはりそうい

った新たな取り組みが私はこれからも必要になってくると思いますし、その取り組みをし

ていく上では人口減少は別に浦幌だけが減少しているわけではなくて、十勝管内みんな減

っているのですから、帯広の近辺以外は。ですから、みんながいろんな施策を打っている

のですから、そんな中で浦幌に行こうか、住もうかと思うのであれば、やっぱり人とも違

うような新しい取り組みというものをどんどんアピールしてどうぞ浦幌に来てくださいと

いうような、浦幌にこんな仕事があるのですよというような形でどんどんアピールしてい

かないと、それは浦幌になかなか来てくださいといったって無理だし、やっぱり先ほども

言いました企業誘致のような、そんな夢物語ではなくて、地に足のついた今あるものを有

効に利用しながらの雇用対策というものが急務であるなというふうに改めて感じておりま
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すので、最後町長の答弁いただいて私の質問終わらせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 中尾議員言われる雇用対策であります。人口減少につきましては、私も毎月

表をつけさせていただいておりまして、２月末現在5,464名、本当に昨年からすれば200人

減っているということであります。人口の減少については、社会的な減少と自然減少とい

うのがありまして、まさに生まれる方と亡くなられる方、自然減少が大きいというのが浦

幌町の特徴であります。最近でも社会的な減少、出る人と入ってくる人の差が比較的少な

くなってきているという状況でありまして、一昨年、昨年から比べると人口減少の減少が

緩やかになっているというのが実態であります。今までは、100名以上が減っているという

状況でありましたけれども、去年あたりで75名ということでありますから、低減少しおさ

まってきているかなということで、自然減少ではなくて、社会的減少の部分をしっかり抑

えていかなければならないだろうというふうに思っているところであります。 

 今言われたように、浦幌町としては町が事業を起こすということについては、これ三セ

クとか、そういう方法でありますから、これについてはもう今はできないということもは

っきりしております。ましてや企業誘致についても、議員が言われるように、今中小企業

が世界に出ていく時代でありますから、これを新たに浦幌町に誘致するというのはなかな

か難しいだろうというのも認識しておりますけれども、ただこれは継続的にいろんな分野

でアピールしながら、推進することをやめるということではなくて、いろんなチャンネル

を使いながらやっていかないとならないだろうなというふうには思っているところであり

ます。ただ、現実的にはなかなか難しいというのも現状だというふうに思っています。 

 あと、今言われた私どもとしては今年も新規事業としていろんな部分の助成、企業に対

する、工業へ対する助成というのは取り組んでまいりました。今年の新年度予算について

も、今後議会の皆さんに新たな予算を審議していただくわけでありますけれども、その中

で新規事業も取り組ませていただいています。そういうものを含めて、やはり地場産業と

いうか、地場産業ももちろん元気になる、基幹産業は１次産業でありますから、１次産業

が元気になる事業の取り組み、そして今ある既存の企業、これに対してやはり雇用が生ま

れるだけのそういう助成をしっかりしていくというのが町の行政としての仕事だろうとい

うふうに思っているところであります。そういう面では、新規雇用の助成金も含めて、そ

れも去年させていただきました。これの新規雇用につき１名幾らということ、これは企業

を応援するという意味で創出させていただいた事業でありますけれども、こういうもの含

めて結構浦幌町はいろんな部分での助成はあるのだろうというふうに思っています。ただ、

それに対して雇用が生まれるかどうかということがやはり現実的な問題でありますから、

この現実的な問題にどう対応するかというのがポイント、ポイントをしっかり押さえてい

くというのは当然議員言われるとおりだと私も思います。 

 そういう面では、今新たに去年アンケート調査をさせていただきました。１回目の調査
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は、大枠の調査ということでありますから、この調査を受けて、より雇用の問題とか、人

口動態の問題とか、そういうものを細かい調査をこれから続けていきたいなというふうに

思っています。そこで、アンケートでいろんな部分での分析をしたいなというふうに思っ

ていますけれども、ただ分析しただけでは決してそれがすぐ効果に結びつくとは限りませ

んから、いかにポイント、ポイントで新たな事業、そして本当に役に立つ事業を行ってい

く必要があるだろうというふうに思っているところであります。付加価値をつけるという

のは、本当に大変なことだなというふうに思っていますけれども、最近の新聞では議会の

承認を得て農協でつくりました雪氷倉庫が、新たに農協の付加価値をつくる芋が今出荷さ

れようとしているということであります。ある程度種をまいたものが今成長として芽が出

てきているのかなというふうに思っているところでありますし、長い目でそういうものも

取り組んでいかなければならない。ただ、即効となると、なかなか難しいところでありま

すけれども、その即効性はやはり企業が元気になる、そういう補助金、助成金制度をつく

っていくということが大切だろうというふうに思って、いろんな商工会の皆さん、またそ

れぞれ協同組合の皆さんと相談させていただきながら、新たな事業を取り組ませていただ

いているところであります。 

 そういう面では、本当に私どもも募集をしても人が来ないというのがなぜかなというの

は、まさにミスマッチとよく言われます。これは、浦幌だけではなくて、全国的な傾向で

はあります。求人があっても応募がないというのが全国的な傾向でありますけれども、こ

れは最近の動向を浦幌町だけで解決するというのはなかなか難しいかもしれませんけれど

も、少なくてもミスマッチにならないような、そういう情報提供をしっかりしていく必要

があるだろうというふうに思っています。それの情報をいろんなポイントで受けながら、

それをまた企業にお返しをして、企業にそれを取り組んでもらうと、なぜ来ないのかとい

うことも考えてもらうということも大切だろうというふうに思っています。そういう面で

は、いろんな調査をしながら、そして即効性のあるものを今後とも取り組んでまいりたい

というふうに思っていますし、本当に何が即効性があるのかなというのが一番私どもとし

ても課題でありますから、人口の減少を防ぐというのはまさに課題でありまして、5,000人

を切らないまちづくりというのはまさに大きな旗を掲げておりますから、その旗をおろす

ことなく、これからも事業展開をし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。 

〇中尾議員 終わります。 

〇田村議長 これで中尾光昭議員の一般質問を終わります。 

 以上で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。 

 ここでお諮りをいたします。明日から３月17日までの２日間、議事の都合により休会と
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し、３月18日午前10時から本会議を開きたいと思いますが、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、あすから３月17日までの２日間、議事の都合により休会とし、３月18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 ７時５９分 


