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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11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、よろしくお願いを

いたします。 

 

    ◎日程第１ 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。 

 安藤委員長。 

〇安藤議会運営委員長 議会運営委員長報告をいたします。 

 令和４年第１回浦幌町議会定例会、本日８日以降の運営について、３月２日午後、正副

議長出席の下、議会運営委員会を開催し、その日程等について協議をしましたので、報告

します。 

 本日の議事は、一般質問、令和４年度浦幌町一般会計予算及び各特別会計予算、議案第

19号から第27号の９件であります。一般質問には通告順に阿部優議員、伊藤光一議員、沼

尾昌也議員の３名から４項目の通告がなされており、その発言は通告順に指名されるよう

議長に申し入れております。質問者は通告の内容に沿って分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、以上で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。 

 一般質問の内容については、会議規則第61条第２項の規定によって通告した要旨の範囲

内といたします。また、一般質問は、会議規則第61条第５項及び第６項の規定によって、

一問一答方式により行い、質問時間については答弁を含め45分以内といたします。なお、

制限時間３分前には予鈴を１回、終了では終了鈴を２回鳴らしますので、議員並びに理事

者及び各説明員におかれましては分かりやすい質問、答弁となるようよろしくお願いをい

たします。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 初めに、９番、阿部優議員の質問を許します。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 一般質問通告書に従い、質問させていただきます。 

 第１項目めの情報格差の解消について質問させていただきます。近年多くの民間企業で

デジタル活用によるＤＸ、デジタルトランスフォーメーションが急速に進んでいます。一

方、2021年９月１日にデジタル庁が発足し、これからの自治体のデジタル活用及び自治体
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ＤＸ、デジタルトランスフォーメーションの取組を推進する動きが全国で活発化していま

す。2020年12月25日に閣議決定したデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針において、

目指すべきデジタル社会のビジョンとしてデジタルの活用により一人一人のニーズに合っ

たサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会、誰一人取り残されない人に

優しいデジタル化が示されています。このような中、町の人口も既に4,500名を割り、町民

の４割以上が65歳以上の高齢の方が占めており、私ども団塊の世代が75歳以上の後期高齢

者となりつつあります。 

 さて、本町における行政サービスなどに関する情報は、月１回の町の広報紙をはじめと

して、近年インターネットなどを通じても多くの情報が提供されていますが、特に即応性

の高い情報や緊急かつ重要な情報の提供に関し、特に年配の方への情報提供の在り方の検

討が必要ではないかと考えます。町民の中でも携帯、スマホ、タブレットなどモバイル機

器を所持して、適宜に情報収集をされている方もいらっしゃいますが、これらモバイル機

器を持たない方や持っていても十分な操作ができない方については、既にデジタルディバ

イドと言われる格差が発生しているのではないかと想像されますが、町の現状認識と情報

格差解消への今後の対象方針と具体的な取組について、その考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員の１項目めのご質問にお答えします。 

 国は、目指すべきデジタル社会の将来像を示すデジタル社会の実現に向けた改革の基本

方針に基づき自治体が重点的に取り組むべき事項、内容を具体化したデジタルガバメント

実行計画や自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画を作成するとともに、デジ

タル社会形成の司令塔として令和３年９月にはデジタル庁を発足させ、様々な取組を進め

ております。加えて、デジタルディバイドと言われる情報格差については、内閣府の世論

調査によれば70歳以上の高齢者の方の約６割以上がスマートフォンなどの情報通信機器を

利用していないと回答していることから、総務省においてデジタル活用に不安のある高齢

者等の解消に向けて各種支援事業が実施されているところであります。本町におけるデジ

タル化につきましては、光ケーブルによる町内全域の通信網の構築をはじめ、スポーツセ

ンターや観光施設など市街地の一部に公衆無線ＬＡＮによるＷi―Ｆi機器を整備するなど

デジタル環境の改善を図るとともに、教育委員会においては昨今の情報化の進展に伴い町

民向けのモバイル端末器の操作と利用についての講座、ズームを使ったテレビ会議形式で

の道外各地や各公民館をつないだオンライン交流会などの公民館講座を開催しているとこ

ろであります。町の現状認識と情報格差解消への今後の対処方針と具体的な取組について

ですが、本町においても多くの町民がスマートフォンなどの情報通信機器を所持し、イン

ターネットを利用しているものと認識しており、個人間の情報格差はあるものと考えてお

りますが、その実態については把握していないため、現時点において具体的な取組は計画

しておりません。町としては、国の自治体デジタルトランスフォーメーションの推進計画
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に示された行政手続のオンライン化やマイナンバーカードの普及促進などの重点取組事項

に取り組むとともに、防災情報など町が発する行政情報の伝達に関しては、引き続き情報

格差が生じることがないよう努めてまいりたいと考えているところです。 

 以上、阿部議員の１項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 どっちかといいますと、まだ町の内容としてはそんなに把握をされていない、

進んでいないということだと思うのですが、情報を出される行政のほうの仕組みにつきま

しては、ある程度段取りができているのかなと感じます。 

 そこで、今さらですが、町民は今まで……いいですか。町民は今までデジタルなんかが

なくても普通に生活できていたわけなのですけれども、お仕着せのデジタルトランスフォ

ーメーション、国、自治体、その他の媒体利用しての便利で安全でという生活を、先ほど

言いましたように、特に年配の方への情報提供の在り方ということで、少しでも漏らさな

いという中で進んでいると思います。それで、私の考えでは年配者、それから興味ない人

にも、お仕着せですけれども、モバイル機器を持っている方については私らは習うより慣

れろという中でここまできました。それで、受信機器の活用方法について、先ほど公民館

事業等でされているようですけれども、もう少しお仕着せの中でされている効果、それか

らその効果による課題はあるのか、ないのか、まずその辺をちょっとお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 公民館講座等で行った部分の効果、それから課題ということでございますが、町内全般、

町全体としましては操作の説明等行っているというものは町長から答弁のとおり公民館講

座というものしかございません。あと、国においては携帯電話の会社が携帯電話のショッ

プにおいてそれぞれ操作説明を行うような部分は積極的に推し進められておりますけれど

も、繰り返しになりますが、現在公民館講座等でしかやっていないということでございま

すので、使った方に関しては操作に関しては若干使えるようになったのではないかと推察

するところでございますが、まだまだ足りない部分はあるかと思います。 

 それから、課題についてもやはり持っていても操作できないという部分はあると思いま

すので、どのような形でそこを解消するかというのは今後の、まさにそこが課題だと思っ

ておりますけれども、町としては具体的にその部分をしっかり把握しているという現状で

はないということでご説明させていただきます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今後またそのことについても考慮していただけるのだろうなと。これからも

そういうことを考えていただけるのだなと考えます。 

 それで、一歩進みます。今防災情報は例えばテレビなんかでも、フジテレビだったかな、
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市町村情報の地デジ広報ページというのが提供されているのですが、そのことは私も先日

見るチャンスがありまして、見させていただきました。結構細かいことについても出てい

るのですけれども、そのことを理解され、それ見ている町民、それから年配の方がどの程

度いるかなということは私も分からないものですから、そのことについての広報的なもの、

視聴方法の解説など、支援がないとなかなかそのことになじめないのではないかなと思い

ますが、そのことについての広報の形といいますか、今後どう考えているか聞きます。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 防災情報含めまして町の情報につきましては、ホームページ、それからメールマガジン、

それからラインなどのＳＮＳを使って発信を行っております。特には防災情報に関しまし

ては、そのほかに電話機による音声伝達ということも行っておりまして、それらでなるべ

く広いたくさんの方法使いながら皆さんに知っていただくように努めているところでござ

います。それに関しての周知ということでございますけれども、ＵＨＢのテレビを使った

地デジ広報につきましては、導入した際に皆さんに広報等でお知らせしたのですが、その

後についてはなかなか広報も強くしていないということもございましたので、情報を取る

手段としましてはそういうところもよく利用していただけるような形でまたさらに周知を

していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 それでは、今のことは分かりました。広報でまた再度通知していただけると

いうことで伺いました。 

 それで、もう一件なのですけれども、各種配信サービスがアナログからデジタルへ移っ

てきています。その中で地域、また世代間の感覚の、それから知識、認識に差があるので

はないかなと私考えるのですけれども、その辺の感覚としてはどのように行政は捉えてい

るのかお聞きします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまご質問にお答えします。 

 アナログからデジタル化に変わってということでございますけれども、デジタル化は当

然進んでいきますが、やはりそういうことを好まない方もいらっしゃいますので、アナロ

グという部分も必ず残していかなければならないということで考えてございますので、広

報等についても従来どおりデジタルでの発信もありますけれども、紙によるお知らせとい

うことで、両方並行して使っていくのが望ましい姿だなと考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 
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〇阿部議員 サービスの一つとしてやっぱり防災情報伝達システム、メルマガのほうが通

じます。これ現在大体どのぐらいの方が加入しているといいますか、登録しているという

か、町のほうで分かりますか。分かれば教えていただきたいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、防災情報伝達システムを本年度から運

用開始しております。その中で、先ほどまちづくり政策課長のほうより申し上げたとおり、

メールとラインと、あと電話、その登録ができることとなっておりまして、ちょっとこれ

昨日、おとといぐらいの情報なのですけれども、メールにつきましては今271件、ラインに

つきましては549件、電話につきましては４件のみという、そういう状況となっております。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 分かりました。まだ町民の何％かなというところだと思います。 

 それで、次行きます。ちょっとずれるかもしれません。今高齢者の方への緊急通報装置

を貸与していると思います。突然で申し訳ないですけれども、それで使用状況、先日六十

何件貸して、使用されているということはちょっと伺ったのですが、情報として、先ほど

電話回線、電話による音声ガイダンスかな、そんなのがあると聞いたのですが、緊急通報

装置には音声ガイダンスは乗せられないのかどうかと。ちょっと変ですけれども、聞きま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまの質問は高齢者、在宅の方々に対する緊急通報システムの

利用状況、これについての質問だと思いますので、私のほうから説明をさせていただきま

す。 

 現在利用者数につきましては、約43件ほどこの緊急通報システムを利用されている方が

ございます。この緊急通報システムにつきましては、あくまでも安否確認と、それから緊

急時の連絡先ということで、札幌の法人のほうに24時間体制の委託をしておりまして、こ

れ用途がちょっとこのご質問の内容とは違う利用の仕方をしているものですから、この情

報等の提供、これに使うことは今のところ検討もしていないのですけれども、実際のとこ

ろ難しいだろうなという考え方をしているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 逆にちょっと質問の趣旨が若干違ったのかなと。申し訳ございません。ただ、

せっかくこうやってそういうシステムも入っているわけですから、お独り暮らし、それか

らお年寄りの２人とかいう家庭の中にやっぱりそういう機器が入っているということで、

多少は安心の部分になるのかなと、私考えております。その中で先ほどから、この通報シ
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ステムにこちらのほうから情報を入れることは、さっき音声ガイダンスかな、音声による

通報ができると、おっしゃったものですから、その中でちょっとその辺のことを伺ってみ

たのですけれども、再度、その辺どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 答弁に時間かかりました。申し訳ありません。 

 この緊急通報システムは、先ほど説明しましたとおり、高齢者の在宅における緊急時の

連絡先という形でございまして、こちらから情報発信するという形ではシステム上なって

いないということになります。あくまでも安否確認で２か月に１回利用者の方々にこの委

託先、札幌の健康づくり財団ですけれども、こちらからお電話をし、今の状況を、現状を

確認する、そういった目的で設置しているものですから、積極的な情報発信についてはで

きないだろうと考えています。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 そこで直接こちらからの情報発信はできないと伺いましたので、今後また何

かの形の中で、別な機器の中でやっぱりそれに類したことができるようなシステムを考え

ていただきたいなと考えるのですけれども、それは行政の考えることなのか、メーカーの

考えることなのかちょっと私も疑問なところなのですが、その辺のことで分かればもう少

し教えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 繰り返しになりますが、情報発信につきましてはこのシステム上、

また委託先の財団の体制状況としては連携はできないだろうと考えています。まちづくり

政策課長等答弁している内容で町民の方々に情報発信する、これが今のところの考え方に

なると思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと私も観点が違ったかなと。申し訳ありません。 

 それで、この後のことに関係してくるのかなと思うのですけれども、災害、それから緊

急な情報というのはやっぱり町民、だんだん少なくなってきているといえど綿密にしてい

かなければならないことなのだろうと考えております。実は先日私どもの地区で停電がご

ざいました。その中で停電はこんなものなのかなと私ちょっと思ったのです。隣まで電気

が来ているのにその先には来ないと。17戸中12戸くらいかな、までが停電だったのです。

その情報、さてと思って考えていましたら、携帯電話が、私のところは特に不感地帯なも

のですから、届かない。そしたら、我が家の電気がアウトだから、駄目だと。それで、リ

ピーターといいますか、中継の各アンテナまでのところが遠いものですから、さらに通じ
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ない。さらに、情報いただこうと思ったら、逆に一歩外へ出て、電波の拾えるところまで

行かなければいけないという情報がありました。そんなこんなしているうちに、これは聞

いた話なのですが、私の近くの人がリピーターなり利用しているところで途中で何かだん

だんと感度が悪くなってきたと。そしたら、やっぱり時間が２時間か３時間程度の停電し

か恐らくその部分、運用するアンテナ自体が使えないのだろうなということで本人たちは

言っていましたけれども、やっぱりそういうこともこれから先あるのではないかなと思い

ますので、そういう機器の、接続するための機器に対してのお考えも、聞かせてもらおう

かなと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

 停電による携帯電話がつながりにくくなるという部分は、恐らくアンテナに電気が行か

なくなってということが想定されていますけれども、それぞれ町の所有ではございません

で、それぞれの携帯電話会社が所有するものでございますので、そちらに関する対応に関

しては町ができるというものではございませんが、そういうような不安の部分にありまし

てはお伝えする機会があれば携帯電話事業者のほうにそういうことが、不安を感じている

ということをお伝えをしていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 よろしくお願いいたします。いろんな会社が入っているものですから、メー

カーによりまして使えるアンテナと使えないアンテナあるものですから、やっぱりそうい

うことで私はそこ関係なかったのですけれども、私も出ていくしかないので、１キロ近く

走っていかないと私のところは通じない場合があります。そういうことも含めまして今お

聞きした、お願いしたと取っていただければよろしいかなと思います。 

 それで、もう一点伺おうかな。先ほど言ったことなのですけれども、ただそういう情報

を配信していただくために、例えば私の地元活平なのですけれども、よそから、兄弟が来

たのですけれども、活平、兄ちゃんのところ停電になっているぞと言ったのですけれども、

なっているのを情報がよそには伝わるのです。私のほうには分からなかったのです。その

情報が来たのが、先ほど言ったように、電気が復旧してからだったものですから、送られ

てきたのが。ラインというか、メールで来たのです。どうしたのといって、もう終わって

いるよという形の中で私は返してしまったのですけれども、そういうことがあって、今の

ような質問させていただきました。 

 取りあえずまた……従来の固定電話ですと、先ほど言われた音声による、ちょっとデジ

タル関係なくなってしまう。デジタルではないのですけれども、これはどの程度までサー

ビスしていた。この電話自体もそんなに今使っている方が少ないものですから、あと私ど

もの地域の会館に１台置いてあります、電話。これは将来どうなるのかもちょっとお聞き



                                             － 11 －

しておこうかなと思います。 

〇田村議長 阿部議員に申し上げます。 

 質問内容が不明瞭でありますので、質問内容を再度簡潔明瞭に質問していただきたいと

思います。 

〇阿部議員 申し訳ありません。先ほど黒電話の話をしました。最近黒電話でもといいま

すか、普通の固定電話でも、普通の電話でも音声ガイダンス、音声で情報発信をしていた

だけるというお言葉を聞いた気がします。それで、例えば、そういう方も件数としてはあ

ると思うのです。それから、私どもの会館にもあります。例えば電気がなくてもその電話

ですとある程度は電話ができるはずなのです。それで、その辺についても配信のサービス

なのか、どのようにするのかをお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、本年度から開始しました防災情報の伝

達手段の中でメール、ラインのほかに固定電話、もしくは携帯電話を登録していただけれ

ば、そこに音声案内、ガイダンスですけれども、それで連絡をするということができるも

のとなっております。ただ、よくラインなりメールなりで町からの情報が配信されると思

いますけれども、それを全て電話で配信するとなると回数も多く、煩わしいということに

なりかねないものもありますので、電話での配信につきましては特に重要な情報、避難を

しなければならないですとか、災害のおそれがあるですとか、そういった場合のみ使用す

ることとして、それを了承していただいた上で希望される方に登録をしていただいている

というものでございます。ですから、今現在ちょっと４件しかおりませんが、なかなか広

報にチラシを挟んでの周知等しかできていないものですから、本来であれば行政区に入っ

ていったりですとか、そういったことが可能であればそういったところにまちづくり出張

説明会などを通じて入っていって、その中でそういうものがあるのであれば私登録しよう

という方が出ていただければという思いもあるのですけれども、現在こういう状況でござ

いまして、なかなか我々が町内、行政区の中に入っていってお話をするという機会がない

ものですから、現在はたまに公民館などで高齢者向けの講座ですとか防災の講座等行って

おりますので、そういったところでこういったものを町ではやっていますので、メールと

かラインを使えない人はこれを登録していただければ重要な情報については町から電話で

連絡が行くようになるので、登録をしてくださいというお願いをしていると、そういう状

況でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 まだたまにそういう方を見かけることあるものですから、どうなっているの

かなと、どうしたらいいかなと私も考えておりました。普通ですと携帯だとかスマホです

と画面が表示されるものですから、簡単にある程度ボタンを押せば見ることはできるので
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すが、黒電話だけはそれができないので、どういうものかなという不安がありまして、お

聞きいたしました。今後登録があれば、お持ちの方、施設に対して一時的にでもそういう

災害情報等が入ればまずは安心できるのかなと思います。よろしくお願いいたします。 

 ２項目めに入りたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

〇田村議長 よろしいです。 

〇阿部議員 それでは、２項目めの質問をさせていただきます。 

 高齢者の移動手段について伺います。高齢者による交通事故が多発する中、やむを得ず

運転免許証の自主返納する方、急に移動手段を失った方に対し行政のサポートとして現在

生活維持路線バス、社会福祉協議会が運営する福祉車両有償運送事業、ＮＰＯ法人に委託

の公共交通空白地有償運送事業、町運営のコミュニティバスがあります。現在上浦幌でも

始まった公共交通空白地有償運送事業のここまでの利用実績並びに登録者数及び利用され

ている方のニーズの把握状況を伺います。また、併せてこの事業運営に関して今後のサー

ビス拡充などに向けた将来の展望について町の考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 阿部議員の２項目めのご質問にお答えします。 

 本町では浦幌町の住民福祉の向上、または交通不便の解消を図り、公共の福祉の増進を

図ることを目的に令和元年10月から交通空白地有償運送事業を実施しており、運行に当た

っては特定非営利活動法人ひだまりと業務委託契約を結び、安全運行はもとより、予約受

付、車両維持管理、乗車サポートなど当該事業全般にわたり業務を行っていただいており

ます。上浦幌地域における公共交通においては、本別浦幌間を結ぶ本別浦幌生活維持路線

バスを両町の負担で運行しているところですが、本町での交通空白地有償運送での運行が

開始から２年を経過し、上浦幌地域においても当該事業による運行を求める声が上がって

きたことから、上浦幌地域でのニーズ調査を目的に令和３年10月から令和４年３月末まで

の間、既に当該事業を受託している特定非営利活動法人ひだまりが運行主体となり、毎週

月、水、金曜日の午前10時から午後１時までの時間帯で実証試験運行を開始しているとこ

ろであります。この事業の利用実績並びに登録者数ですが、令和４年２月末までの５か月

間で延べ利用者は173人、車両稼働率は81％、１か月当たりの延べ輸送人数は3.6人、会員

登録者数は７人となっており、利用されている方のニーズの把握状況については事業受託

者からの四半期ごとに提出されている事業実績から利用者、利用時間、行き先等の利用実

態を把握するとともに、利用された方から寄せられたご意見についても事業受託者を通じ

て確認しているところです。上浦幌地域における今後のサービス拡充に向けた将来的な展

望につきましては、実証試験運行の利用実績を踏まえ、現状においても一定以上の利用者

が見込まれると判断し、令和４年４月以降も同じ運行条件の下、試験運行から本格運行へ

移行したいと考えております。しかしながら、実証試験運行において稼働率に対して登録

者数が低いという課題も明らかになったことから、より多くの方に登録していただけるよ
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うに広報等により当該事業の周知を進めるとともに、利用の拡大による実態とニーズの把

握に努め、それらの状況も見極めながら運行方法やサービスの提供方法について検討した

いと考えているところです。 

 以上、阿部議員の２項目めの答弁といたします。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 親切なご答弁をいただきました。上浦幌地区、先ほど、数は少ないのですけ

れども、利用されている方の声はすごくありがたいというお言葉をいただいております。

今後４月から本格運行を行うと私は考えておるのですけれども、その中でこの後利用者が

増え、予約といえど利用者の要望に適時応えるとすると、結構、上浦幌の場合ですけれど

も、スクールバスの合間の運送ということになりますので、タイミングとしてもう少し幅

広くするために何か、例えば要員を１人か半人増やすとかいう、そういう考えというのは

ないかどうか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 議員おっしゃっているとおり、なかなか時間帯があって使いづらいということもご意見

としていただいているのは承知しております。登録者数ですとか利用者が現在限定されて

いるという状況があるものですから、曜日や時間を増やす場合、議員おっしゃったとおり

に現在運行を担っていただいておりますスクールバスの運転手さんでは対応ができなくな

ります。そうなると、新たに専任の運転手の確保ということも必要になります。その場合

におきましては、一定数の利用者が見込まれることが重要になりますので、まずは現状の

内容で運行する中で登録者、利用者を拡大させまして、その中から実態とニーズを把握し

た上で、今後の運行の内容を検討していきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 今後の登録者数の、それから利用者数の人数の推移によるのだなと。いずれ

にしても、見ていますと結構スクールの合間のお仕事というのは何かきつそうなのであり

ます。それから、週に３回というたしかあれがあったものですから、それを例えば増やす

ことに、もうちょっといいですよということによって利用者の数も増えるのかなと。そう

すると、当然オペレーターさんといいますか、運転手さんの数も増やしていかなければな

らないのかなと私考えるのですけれども、もしそういうことも今後何らかの形でニーズ調

査をされた場合にあったとしたら、そういう格好というのはこの後やっていただけるのか

どうか伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 
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 繰り返しになりますが、現状の運行方法は今の運転手さんでは限界というところござい

まして、新たな運転手さんを確保するということになると利用がある程度なければならな

いということもありますので、地域のいろんな声も聞きながら実際それだけ利用いただけ

るのかというのを４月からの本格運行と並行しながら進めてまいりたいと考えてございま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 ちょっと広げたいと思うのですが、ＮＰＯ、浦幌の町内全体のことなのです

けれども、この後、今年予算書を見ますと全部で３台、そのうち浦幌が恐らく２台なのだ

ろうなと、貸与する車の数。ということは、結構オペレーターの数も要るのではないか、

それからそれを確保するためには若干の財源も要るのではないかと私考えるのですが、そ

れと曜日、それはあくまで運送日というのはＮＰＯ法人のほうで決めるのか、それともこ

ちらのほうからこういう曜日でやってくれという指定しているのかちょっと伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 運行日につきましては、運行主体のほうで運輸局に許可を受けるような形を取ってやる

ものですから、こちらからこうしてくださいという部分はありません。ただし、いろいろ

な利用したいという声もありますので、こちらからの要請に沿って対応をしていただける

ような形で今までもやっておりますので、曜日を増やすことが可能になれば、要請をした

上でひだまりさんのほうで手続を進めていくという形になると思います。浦幌町全体でも

今、月、水、金と曜日が限られているのですけれども、ＮＰＯのほう運行要綱のほう改正

しまして、必要に応じてというところも要綱に入れましたので、月、水、金ですけれども、

どうしても対応が必要になった場合についてはそれ以外でも対応できるようにということ

でご配慮もいただいていますので、通常毎週月から金曜日までずっと同じ形で運行してい

るわけではないですけれども、その中で少しずつできる範囲の中で利用者の方の利便性が

向上するような形でお互いに協力しながら努めているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 こちらのほうについては利用ニーズが多いから、そういうことなのかなと思

います。もし、またちょっと戻りますけれども、上浦幌についても利用ニーズが月、水、

金から例えば火、木、どうなのだろうという人数の把握があって、ある程度人数が多いと

すれば、それも可能であると取ってよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 
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 今のような形を変えないというつもりはございませんで、利用の実態がまだ把握をし切

れていないということがあるので、いろいろなご意見いただいたりですとか、そういうこ

とで利用者がある程度あるということであれば、当然車が必要になったり、運転手さんが

必要になったりということありますけれども、そのような状況に応じて必要な対応をして

いきたいということで考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 利用者があれば対応していただけると取ったのですけれども、よろしかった

かなと思います。高齢者の移動手段ということで、この後私ども同じパターンにはまって、

免許証を返納したり、それから住む場所が変わったりして、恐らくお世話になると思いま

す。やはり地域ニーズ並びに利用者のニーズに合った形の中で極力進めていただけること

を私としては切にお願いをいたしまして、質問終わらせていただきます。 

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、４番、伊藤光一議員の質問を許します。 

 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 通告に従い、一般質問させていただきます。 

 公園の整備と維持管理についてです。子どもたちや町民の憩いの場である都市公園の役

割は大変重要なものであり、子どもがいる家庭にとって昨今のコロナ禍の中、遠方にも移

動することができないことから、休日に近場の公園で遊びたいと希望する家庭は多いと思

われます。そこで、本町の公園の整備及び維持管理についてお伺いいたします。 

 １、本町の街区公園の維持管理について、夏期についてはどのような維持管理を行って

いますか。また、今後の公園の整備については、どのような展望を考えていますか。 

 ２、前述したとおり、コロナ禍の中、子どもがいる家庭は移動することがままならず、

子どもたちを遊ばせるための近場の公園ぐらいしかありません。ところで、森林公園につ

いては本町を代表する大規模な公園でありますが、残念ながら冬期期間は閉鎖しており、

利用ができない状態となっております。また、北海道は雪のため公園の遊具等は使用でき

ませんが、その代わりに公園内に大きな山を設置しておけば、子どもたちはその山を使っ

てそり滑り等で遊べることが多く、実際積雪地域の各自治体においてもそのような公園は

多いのですが、本町の公園においては冬期期間遊べる公園がないように思われます。そこ

で、冬期期間において森林公園を含め各公園が利活用できるように整備していく必要があ

ると考えますが、町としてどのように考えますか。 

 ３、令和２年12月25日付ＶＯＩＣＥ（町民の声）において、森林公園の遊具についての

意見があり、アスレチック、ふわふわドームなどの遊具の設置を希望されており、本町の

回答はご指摘のとおりアスレチックや子ども受けのよい遊具など家族連れで森林公園へお

越しいただくための遊具、施設整備は必要と考えております。現在今後の森林公園の利活

用や整備方針について協議、検討しておりますと回答しております。私もこの意見に賛成

であり、ぜひ森林公園の遊具施設の充実により、より魅力的な公園への変貌を希望してお
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りますが、その協議、検討の進捗状況は現在どこまで進んでいますか。 

 ４、本町の公園においては何ができて、何ができないのか明確になっていないと感じま

す。例えば公園内においてボール遊びやペットの散歩、自転車の走行、花火、テントの設

置やバーベキュー等の火の扱いの可否が明確ではなく、町民として利用することがはばか

られ、非常に遠慮しながら利用している状態です。また、学校やこども園等の遊具につい

て休日に利用していいのか駄目なのかもよく分かりません。そこで、各公園内のできるこ

と、できないこと及び学校、こども園内の遊具の使用について明確に表示する必要がある

と考えますが、町としてどのように考えていますか。 

 ５、さらに上記４の表示について○○禁止ではなく、○○ができると表示することによ

り、より公園内における行動が明確になり、町民の利便性が高まると思いますが、町とし

てその点どう考えますか。 

 ６、令和元年度第２回定例会において森林公園、健康公園内のペットの散歩及びドッグ

ランの設置に関して、残念ながら町としては考えていないとの答弁をいただきました。あ

れから２年、ドッグランの設置を行う自治体も増えてきており、当該場所は犬を遊ばせて

あげたい観光客であふれています。確かにペットを飼っている世帯は少数者であり、町民

の多数は影響を受けるものではありませんが、ペットを飼育している世帯にとってはペッ

トは家族の一部であり、ドッグラン等で思い切り遊ばせてあげたいという思いは容易に想

像できます。本町は、１人当たりの都市公園面積についても国の整備基準を超えており、

ゆったりとした都市空間が存在します。だからこそペットを自由に遊ばせる公園の設置に

ついても都市部よりは比較的自由に設置することは可能なのではないでしょうか。そこで、

前回は森林公園、健康公園内のペットの散歩及びドッグランの設置について質問いたしま

したが、今回森林公園、健康公園に限らず、本町全体においてドッグランやペットの散歩

ができる公園の設置に関しての考えを伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 伊藤議員のご質問にお答えします。 

 公園の整備と維持管理についてでありますが、１点目の寿町、北栄西、光南、南町、緑

町、東山児童公園の６街区公園の夏期における維持管理については、町職員による巡視等

及び業務委託による草刈り、トイレ清掃を適宜実施しております。今後の街区公園の整備

については、令和５年度に策定を予定している公園長寿命化計画において整備の方向性な

どを検討してまいります。 

 ２点目の冬期期間利用ができる公園の整備については、生活様式の大きな変化とともに

冬キャンプの需要も高まっていることを踏まえ、うらほろ森林公園においては公園の魅力

強化のために冬期期間の一部利用についての検討を始めたところです。なお、冬期間立入

りを禁止していないその他の公園等においては、保護者等の判断、責任において利用をい

ただいているところです。 
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 ３点目のうらほろ森林公園の整備や利活用に関する協議、検討の進捗状況については、

令和２年度より着手している梦の森グランドデザイン委託業務により、うらほろ森林公園

の現状や課題を抽出、把握するとともに、うらほろ森林公園のコンセプトを明確化し、併

せて他施設の整備状況や取組を調査しながら検討を進めており、検討過程ではファミリー

層の利用促進が見込まれる遊具の設置についても取り組むべき課題として挙げられており

ます。現在具体的な遊具の設置場所や形状、整備年度などは未定ですが、早急に解決すべ

き課題として挙げられた遊歩道や公園内河川の損壊施設について改修を進めているところ

であり、並行して遊具の設置について検討を重ねてまいります。 

 ４点目、５点目の公園内における利用許可、注意事項の表示については、公園等の利用

において他の利用者や近隣住民の迷惑とならないこと、公序良俗に反しないことが社会通

念上の原則となっております。本町では注意事項を明示、または周知し、許可事項に関し

ては利用者の倫理や道徳意識により判断をいただいているところですが、許可事項を明確

にすることで許可範囲が縮小され、自由に利用することができないなど利用者の不利益に

つながることが懸念されます。本町としましては、これまでと同様注意事項を明示、また

は周知し、迷惑行為等が行われた場合は関係者、関係機関と連携を図りながら、必要な対

策を実施してまいります。また、学校や認定こども園の遊具については、教育活動や保育

等を目的に設置しており、一般利用者のための施設でないことから、休日等の遊具の利用

開放は行っていないため、遊具に対する利用制限の表示等は考えておりません。 

 ６点目のドッグランやペットの散歩ができる公園の設置については、これまでうらほろ

森林公園では利用者の安全確保、施設の衛生的環境の確保を図るため施設内におけるペッ

トの立入りを禁止しているところですが、近年のドッグラン設置に対するさらなる需要の

高まりに加え、町内においてペットを自由に運動させる場所がないことから、広大な面積

を有するうらほろ森林公園内でのドッグラン設置に向け指定管理者と検討してまいりま

す。ドッグランの管理運営に当たっては、安全面や衛生面などの課題が多いことから、当

面は試行的に設置し、ドッグラン利用者及び一般利用者の声を踏まえて本格設置の可否を

決定してまいります。なお、ペットの散歩に関しては一部公園等において認めているとこ

ろですが、うらほろ森林公園以外の既存公園等においては、ドッグランスペースの確保が

難しいと判断しているところです。 

 以上、伊藤議員の答弁といたします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、再確認のため再質問させていただきます。 

 １点目、今後の街区公園の整備については、令和５年度に策定を予定している公園長寿

命化計画において整備の方向性を検討してまいりますと答弁いただきました。例えば具体

的なものは今現在考えていらっしゃるでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 
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〇早瀬施設課長 ただいまの議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 現在のところ具体的なものについては考えておりません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 具体的なものは考えていらっしゃらないという答弁でしたが、例えば私が考

えているのは最近温暖化で、夏は非常に暑くなっています。なので、日よけになるベンチ

やテーブルなどの設置も考えてほしいですし、あとトイレについてもちょっと使用するの

がはばかられるほど古くて、汚いと私は感じております。なので、そういう点もちょっと

検討していただきたいなと思いますが、いかがお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 今後における公園の部分につきましては、遊具及びベンチ等の設置並びにトイレについ

ても公園の施設の一部となると考えております。今後におきまして検討したいと考えてお

ります。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 では、次２点目に移ります。 

 街区公園の雪山については、どのようにお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 街区公園における築山の考え方になりますけれども、街区公園につきましては比較的小

規模な街区公園のため築山を整備することでほかの遊具との交差が考えられるものですか

ら、遊具の機能が損なわれることとなるため、現在のところ整備することは考えておりま

せん。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 北町公園に雪山らしき山が存在しておりますが、高さもそんなになくて、ち

ょっと私が感じるのは少し物足りないと感じています。これに関しては個人の価値観の問

題ではあると思いますので、町民の意見を聞きながらこの雪山の高さに関してもちょっと

検討いただいたらよろしいのではないかと思いますが、いかがお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 北町公園の雪山につきましては、利用者が幼児から小学生等まで、利用が多岐にわたる

ような形をしていると思われます。現在のところそのような状況を踏まえて、造成につい

ては考えておりません。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 
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〇伊藤議員 次、森林公園において冬期期間の一部利用について検討始めたという答弁い

ただきましたが、検討することに至った経緯、あと利用開始時期についてどのようになっ

ていますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 森林公園の冬期期間の一部利用についてでございますが、検討を始めた

経緯といたしましては、３点目のご質問にお答えをさせていただいた内容と重複するので

すが、梦の森グランドデザインという業務を業務として今発注をさせていただいておりま

す。その中で、３点目の遊具と併せて森林公園の利活用ですとか魅力の強化、また山に親

しんでいただく、そういった場面の課題の整理の中で冬期においても、やっぱり冬は冬の

山の景観がございます。価値もございます。そういった意味において冬のキャンプ、最近

社会的な需要が多いという観点もございますので、これらの課題の中から冬の利用につい

て検討してみようという形での検討が始まったという経緯でございます。また、冬期の利

用の開始時期につきましては、まだ検討が始まったばかりということもございますし、現

在指定管理者において管理をいただいているというところもございますので、開始時期に

ついては現在この場でお答えをする段階には今のところはございません。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 では次、３点目に行きます。 

 うらほろ森林公園について具体的な遊具の設置場所や形状、整備年度は未定と答弁いた

だいておりますが、グランドデザイン委託業務がなされて、行われていると答弁いただい

ておりますが、その委託業務の内容、完了日というのはいつ頃になるでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 梦の森グランドデザイン、これにおきまして森林公園のほうの利活用を

今検討しているというお答えをさせていただいているところですけれども、この梦の森グ

ランドデザインというのは何も森林公園だけに特化したものではございませんで、浦幌町

の未来へ向けた森林づくり、そういったテーマを持ちまして、浦幌町全般において町民で

すとか林業関係者の方々に対するワークショップですとか、ご意見をいろいろと伺う中で、

今後木育活動ですとか森林環境教育、またあと山のあるべき姿といった総体的なものを課

題整理をしていきながら、林業の振興に関する全体構想を検討しているのが浦幌の森グラ

ンドデザインでございます。この中で派生したものの一つとしては、昨日森の輪というも

のを贈呈をさせていただいたのですけれども、お子さんがお生まれになった場面に小さい

頃から木に親しんでいただけるといった活動もこの梦の森グランドデザインの中の取組の

一つにもなってございます。その取組の一環として、地域に親しんでいただけるフィール

ドとして適しているというところの観点から浦幌の森林公園が浦幌町を代表する森林資源
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を普及啓発するステージとしては望ましいであろうと。そういった中で、今現在利活用に

ついて検討しているという内容のものでございます。 

 あと、終期につきましては、そういった過程でございますので、事業量といいますか、

業務内容の変化とともにその時代、時代に合わせた形での検討というものは当然出てこよ

うかと思います。とはいいながらも、まずの目安としましては前期のまちづくり計画の終

期であります令和７年、ここを一つの目安として業務は行ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、委託業務は続いていく中で、森林公園としてこうしたほうがい

いのではないかとアイデアが出て、それは早急にやるべきだと判断すれば、委託業務が終

わらない中でも森林公園の遊具だとか整備は着手するという理解でよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 ただいまのご質問にお答えいたしますが、課題として挙げられたもので、

まずできるものから着手をしていこうという姿勢につきましては、今ご質問にあった内容

のとおりでございます。答弁の中にもお答えさせていただきましたけれども、親水護岸の

階段部分が破損していて、危険が伴うですとか、今年度の予算にちょっと計上させていた

だいている内容でもございますが、下流側の護岸につきましてもコンクリートの水路がク

ラックといいますか、破損している状況が以前から確認されておりまして、そういった内

容をまずは優先するですとか、遊歩道の共同部分、遊歩道が損壊している部分、その部分

をまず先行してこれまで取り組んでまいりました。その後におきましては、遊歩道の位置

ですとか種別ですとか、そういったものは検討重ねて、できるだけ場面としては我々とし

ても明確になった段階で予算提案をさせていただいて、整備に向けて実施の方向で考えて

まいりたいと考えています。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今回公園について私もちょっといろいろ調べたのですが、最新の公園につい

てはユニバーサルデザインの視点を取り入れた公園というのが結構できています。どんな

ものかというと、誰もが公平にアクセスできて、どんな方でも遊びに参加できるというよ

うな公園です。例えば車椅子や歩行器のまま遊べる遊具だとか、あとは日よけ付砂場、ほ

かには一人がこぐともう片方も一緒に揺れるブランコ、このような遊具もこのユニバーサ

ルデザインの視点を取り入れて、このような遊具が出てきています。このような遊具につ

いて全ての公園に整備することは私は難しいと思うのですが、この浦幌を代表する森林公

園についてこのような遊具も取り入れていただくことが観光客の増加や浦幌町の魅力につ

ながると私は考えますが、その点どう考えますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 
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〇小川産業課長 今後今ある森林公園、それをよりよくしていこうと。利活用、多くの方々

に来場して、有効に活用していただくという視点からも、今議員がおっしゃられたそうい

った視点というものは非常に大切なものであろうと私自身としては考えております。今後

先ほどの検討する場面におきましては今おっしゃられたご意見、そういったものも参考に

させていただきながらどういったことができるのか、今おっしゃられた遊具を導入できる、

できない、なかなかスペース的なものも、問題もありますし、遊具の内容みたいなものも

まだ決定をしているわけではございませんので、そういったものができるということはこ

の場では申し上げられませんが、そういった視点に立った検討はしていきたいと考えてい

ます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは次、４点目、５点目に行きます。 

 答弁いただいた内容は理解できました。そうすると、街区公園について公序良俗に反し

なければ基本的には自由に使用することができるという考え方でよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 ただいまの議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど町長の答弁の、繰り返しになりますが、対象行為につきましては公序良俗に反し

なければ、利用者の倫理や道徳意識により判断をいただき、幼児や小学生など利用者によ

り配慮した中で近隣住民の迷惑とならないようご利用願いたいと思います。よろしくお願

いします。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 それでは、６点目に入ります。 

 前回ドッグランの設置に関して完全否定されたのですが、一転このような設置に向けて

進めていくという答弁をいただいて少し驚きましたが、感謝しております。ペットを飼わ

れている方は少数者なのですが、民主主義の根幹であります少数者の意見を尊重していた

だいたことは、地方議会制度の在り方から考えても大変喜ばしいと感じております。あり

がとうございます。それで、前回の一般質問ではドッグランの設置に関して考えていない

という答弁だったのですが、今回検討することになった詳細、あと試行的な設置から本格

設置の運用と答弁いただいておりますが、その時期に関してはどのようにお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 令和元年の第２回の定例会での一般質問の答弁と今回の考え方が若干変

更になった、その経緯につきましては、前回の質問を踏まえましてといいますか、ご意見

を伺いながら、先ほどの梦の森グランドデザインでの森林公園の利活用という話題になる

わけなのですが、その中で森林公園の魅力向上のためには何がいいだろうか、そういった

ものも含めた中で先ほどの遊歩道の整備ですとか冬期の利活用ですとか、それと併せた場
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面におきましてドッグランの設置というものもその課題として、課題といいますか、改善

すべきであろう検討課題として挙げられておりました。それも踏まえまして、また最近で

は十勝管内だけでも新たな施設においてはドッグランが当たり前のように設置されている

など、そういった管内状況も踏まえ、今回まずは試行的ではありますけれども、森林公園

においてドッグランの整備ということを今回はご回答としてさせていただきました。試行

に関しましては、できれば令和４年度の早い段階で試行に入らせていただいて、令和４年

度の利用状況、これを皆さんのお声をお聞きしながら本格設置に向けて検討をさせていた

だきたいと考えております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 あと次に、森林公園内のペットの散歩について私ちょっと誤解していた部分

がありまして、いろいろお話を聞いてみると、森林公園内の芝生においてはペットの立入

禁止ですよと。あとは、キャンプ場はペットの立入禁止だけれども、その他遊歩道とかの

道路部分は散歩はオーケーというお話を聞いたのですが、その点ちょっと明確に回答いた

だけますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 この点に関しましては、令和元年度のお答えの中でも駐車場及び道路部

分については規制はしてございませんというお答えをさせていただいておりますとおり、

一般の市街地内の道路も含め、野球場近辺の森林公園の駐車場含め、再度言いますと、例

えばウサギ小屋のほうに向かう園内通路、ああいう舗装になっている形態の部分、あとキ

ャンプ場に向かう、キャンプ場用の駐車場に向かう河川沿いの通路、ああいった道路形態

の部分につきましては特に規制をしてございません。逆に規制をしているという部分につ

きましては、大まかには林間広場、真ん中の大きな広大な芝生広場、それとフリーサイト、

オートサイトのキャンプ場区域、この部分についてはペットの同伴をされないようにお願

いしているところでございます。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 その道路部分について私もあまり明確ではないのですが、今ちょっとうらほ

ろ森林公園の地図を見ているのですが、例えば眺望の丘展望台にも歩いていけるとは思う

のですけれども、そのような部分の道路についてもペットを連れていくことは可能なので

しょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 眺望の丘展望台に向かうのは遊歩道の一部だと思うのですけれども、園

内における遊歩道、この部分についても散歩の一環としてペットをお連れいただいて散歩

される、そういった行為については特に規制をするものではないと管理者側としては考え

ているところです。 
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〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 すみません。そうすると、つり橋とかもペットと一緒に散歩するのは構わな

いという理解でよろしいですね。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 つり橋についても道路部分の一部と捉えておりますので、安全面という

ところでは若干個人的には不安な部分もございますけれども、そういった部分につきまし

ても道路形態の一部と捉えております。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 今日ちょっと森林公園を見に行ってきました。そうすると、森林公園の入り

口部分にキャンプ場内は犬の立入禁止という看板、あと芝生内の犬の立入禁止の看板が存

在しています。犬の散歩、犬を飼っている者にとってトラブルを少しでも避けるために犬

が散歩できる公園なのか、できない公園なのか非常に細かく気にしています。必ず看板を

見て判断して、少しでも犬が散歩できない公園と疑われる場合には散歩をちゅうちょして

しまう状態なのです。今お聞きすると、基本的に芝生内及びキャンプ場はペット、犬は立

入禁止ですよ、そのほかの道路部分については散歩もオーケーですよということであれば、

その辺きちんと明確に看板等設置して、例えばここは犬、散歩オーケーです、ただし芝生

内及びキャンプ場はペットの立入禁止ですよという看板を設置したほうが非常に分かりや

すく、使いやすくなると思いますが、いかがお考えですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 産業課長。 

〇小川産業課長 これまでお答えをさせていただきましたとおり、管理側といたしまして

は皆さんが大きな芝生の中で寝そべったりなんなり、足を踏み入れたり、そういった場面

ではペットの同伴というものはお断りをさせていただいている。そういう観点から一般の、

先ほど町道ということをお話しさせてもらいましたが、そこと同じような道路という観点

から特にそういった、管理側の気持ちとしましては特に規制をしているという感覚はなか

ったのですけれども、利用者側からそういったお声ももしあるのであれば、どういう周知

が望ましいのかというところ、そういった注意事項につきまして指定管理者もホームペー

ジ上でお願いをしているのですが、表現も含めてどういった周知、注意について、どうい

った方法があるかないか検討してまいります。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 あともう一点、令和２年度に行われました中学３年生の地域活性化案発表会

において、子どもたちからドッグランの設置についての提案がなされておりました。子ど

もたちが一生懸命に地域活性化案を考え、発表し、今回試行的にしろドッグランの設置が

決まったことをぜひ子どもたちにご報告し、またありがとうというお礼を添えることで子

どもたちの自信、自己肯定感が高まると私は考えますが、教育委員会としてどうお考えで



                                             － 24 －

すか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいまの質問でございますけれども、浦幌中学校では９年間の総合的

な学習におけるキャリア教育ということで、中学３年生が町の活性化について自ら計画、

そして立案、実行することにより探求しようとする姿勢、そして様々な人との関わりから

多くのことを学びながら、９年間の総括として地域活性化案の発表会を行っております。

この発表会につきましては、中学生が主体的に、そして町を活性化させるためにどのよう

にしたらよいのかということを考え、その解決に向けた方策について取り組むような発表

会でございますが、町の活性化について真剣に取り組んでいただいていることに対しまし

て、教育委員会はこの発表会に出席しておりますので、その場において全ての中学生に感

謝、お礼を申し上げているところでございます。ですので、このドッグランを発表した中

学生にかかわらず、この活性化案に真剣に取り組んでいただいているという中学生に対し

まして感謝を申し上げているところでございますので、今後もこの発表会の席において引

き続き全ての中学生に感謝申し上げていく考えでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 そうすると、特に今回のドッグランの試行に関して発表した生徒たちに通知

等はしないということですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇熊谷教育次長 ただいま説明しましたとおり、このドッグランにかかわらず、ほかにい

ろいろな活性化案を発表してくれていますので、過去に。ですので、この発表会の席を借

りまして全ての中学生に感謝を申し上げるということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇田村議長 ４番、伊藤議員。 

〇伊藤議員 分かりました。ただ、私的には先ほど申し上げたとおり、子どもたちの自信

だとか自己肯定感を高めるためにも自分たちの提案が町としてこうやって採用されたよと

通知いただくことは子どもたちにとって非常にうれしいのではないかなと私は思います。

なので、もう一度ちょっと再考いただければなと私は感じております。 

 最後になりますが、本町の各公園が魅力ある公園に生まれ変わり、日本を代表する公園

になることを希望いたしまして、一般質問を終わります。答弁は不要です。 

〇田村議長 これで伊藤光一議員の一般質問を終わります。 

 次に、１番、沼尾昌也議員の質問を許します。 

 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 通告に従い、一般質問をいたします。 
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 労働力不足解消による地域課題解決と自治体職員のキャリアアップ。近年浦幌町では小

売店や飲食店の閉店、農家戸数の減少等、民間事業所が減少しており、その背景には後継

者不足や労働力不足が一つの原因としてある。現在営業している事業所からは忙しい時間

だけでも働いてくれる人はいないかとの声もあり、畑作農業者からもこれからの時期、ビ

ートポット作りや牧草の収穫等、繁忙期での労働力を求める声もある。国においては2018年

に副業、兼業の促進に関するガイドラインを策定し、2019年には国家公務員の兼業の許可

基準が明確にされたところであり、地方自治体についても副業や兼業を認める自治体が出

てきた。本町では、この副業や兼業について行政職員の中では認められてはいない。しか

し、十勝うらほろ創生キャンプでは都会の企業人の副業を活用してまちづくりを行ってい

る側面もあり、行政職員についても副業、兼業を可能にし、これら地域の課題解決に取り

組むべきと考える。そのため、以下の点について伺う。 

 １、行政職員が浦幌町内において副業や兼業等を行うことについて労働力不足解消のほ

かに地域住民との人脈が増えることや行政サービスを行う中では得られない経験ができる

など、職員のスキルアップにもつながると考えるが、その点どのように考えるか。 

 ２、メリット以外に行政職員が副業や兼業を行うことについては懸念も多く存在するの

は承知している。その点について現在浦幌町として副業や兼業を認めていない理由や認め

た際に考えられる課題等をどのように考えているのか。 

 ３、町内の事業所の労働力不足を解消するため場所、時間、方法、その他必要な基準を

定めた上で副業、兼業を活用していく考えはないか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 沼尾議員のご質問にお答えします。 

 地方公務員の副業や兼業につきましては、地方公務員法第38条に営利企業への従事等の

制限に関する規定があり、職員は任命権者の許可を受けなければ営利企業を営むことを目

的とする会社、その他の団体の役員、その他地方公共団体の規則で定める地位を兼ね、も

しくは自ら営利企業を営み、または報酬を得ていかなる事業、もしくは事務にも従事して

はならないと定められております。一方、総務省は任命権者の許可等に関して、近年多様

で柔軟な働き方への需要の高まりや人口減少に伴う人材の希少化を背景とし、民間労働政

策において副業や兼業が促進されている状況を踏まえて、地方公務員も地域社会のコーデ

ィネーター等として公務以外でも活躍することが期待されるようになっており、社会貢献

活動等を含む職員の兼業の許可に当たっては、職務の能率の確保、職務の公正の確保、職

員の品位の保持といった観点で行われるものであることを条件として、適切に運用するよ

う通知されているところです。そのため、地域貢献活動や地域の発展及び活性化に寄与す

る活動のため営利企業への従事等を希望する職員に対し任命権者が許可するものであり、

労働力不足解消を目的として行うものではないと考えております。 

 １点目の職員の副業や兼業等がスキルアップにつながるのではという点についてです
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が、副業や兼業等にかかわらず、地域の産業に関わり、その産業を知ることは職員のスキ

ルアップにもつながるものと考えます。 

 ２点目の副業や兼業を認めた際に考えられる課題等についてですが、本町では副業や兼

業を全て認めていないわけではなく、総務省通知で示された観点を満たす内容であれば、

任命権者は許可すべきものと考えており、これまでも報酬を得て行う地域貢献活動に対し

ては営利企業への従事等について許可しているところです。懸念されるものとしては、勤

務時間外に活動することとはいえ、本来業務以外の業務に携わることが影響し、本来業務

に支障を来すことは避けるべきであると考えます。 

 ３点目の必要な基準を定めることについてですが、先ほども申し上げたとおり、営利企

業従事者等の許可は労働力不足解消を目的として行うものでないため、労働力不足解消を

目的とした基準を定める考えはありません。しかしながら、総務省通知では兼業許可の透

明性や予測可能性を確保し、社会貢献活動等の兼業を希望する職員が許可申請をちゅうち

ょなく行えるようにする観点から許可基準を公表すべきであるとしていることから、今後

管内市町村における運用状況の調査と職員の意向等を踏まえつつ許可基準の在り方を検討

してまいります。 

 以上、沼尾議員の答弁といたします。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 誤解のないように今回このような質問させていただいた思いを少し話をさせ

ていただきながら質問をさせていただければなと思いますが、今回副業や兼業でお金をも

うけようですとか稼ごうということを意図しているわけではありません。また、便宜上副

業、兼業という言葉を使用しましたが、選択肢の幅を持たすことによる人員交流や知識の

上昇等を考えて質問しているものでございます。これから人口が見る見る減ってしまう予

測の浦幌町において、どうやってこの広大な畑を守っていくのか、受け継いでいくのか、

この森林を守っていくのか、受け継いでいくのか、また海を受け継いでいくのか、産業を

受け継いでいくのか、これについて少しでも課題解決に向けて何かできないかという思い

であります。その中で望む職員については制限を設けた上で職務外でも経験を積んでいた

だけるような流れがつくれないかと私の中で思いました。副業や兼業することが全て正し

いと思っていませんし、解決策の一つでしかありませんが、この課題解決に向けて柔軟に

個人の力が発揮されることを望んで質問しているものでございます。 

 また、もう一つ、何も行政職員だけが副業や兼業すれば解決すると思っているわけでは

なく、行政のみならず各産業団体や民間企業についても望む職員、社員がいるならそのよ

うな働き方を認めていくこと、これは国も推進をしていこうとしておりますが、これを浦

幌町という行政がまず進めていくこと、引っ張ってもらいたいと、これをお願いしている

ところでございます。 

 職務外の地域貢献活動に参加することで職員と住民とのつながり、産業知識を得ること

でのスキルアップ、それによる住民との協働のまちづくりがより一層活発になると思いま
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すので、まず先ほどご答弁の中にありましたように、職員の意向を踏まえてとご答弁があ

りましたけれども、意向調査を少しずつ進めていただければと思ってございますが、まず

この意向調査についてどのような方法で行う等考えが今のところあるかどうかお聞きして

よろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 職員の意向調査についてでございますが、この副業、兼業に関しまし

ては、議員もそうですけれども、私どもも職員の意向、そういった意向を持っている職員

がいるかどうかというところまで把握は今現状できていない状況であります。ですから、

今までそういった希望したいという話も聞いたこともなかなかなくて、そういったものも

ありませんでしたので、それにつきましては方法についてはまだどのような方法というも

のは決まっておりませんが、例えば職員組合を通じて聞いてみるですとか、また個々に確

認をするですとか、そういったもので何かしらの業務外の部分でそういったことを希望す

る職員がいるかどうかというものをまず確認をして、その上でいるようであれば基準を設

けたほうがいいかどうか、そこら辺について考えていきたいと考えております。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 私も、今ご答弁いただいたように、制度をつくったけれども、結局誰もそれ

を望んでおらず、職員もその制度を使わないとなるのも懸念点の一つなのかなと思ってお

りますので、そこについては少しずつ調査を進めていっていただきたいなと思っていると

ころでございます。 

 また最後に、もう一点だけちょっとお聞きしておきたいのですけれども、答弁の中でこ

れまでも報酬を得て行う地域貢献活動に対しては営利企業への従事等について許可してい

るところというご答弁をいただきましたが、こちらのこれまでの実績、どのようなものが

あったのかだけお聞きしてよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 これまでの実績でございますが、職員の営利企業等の従事制限に関す

る規則というものがございまして、その範囲内において報酬を得て行う地域貢献活動につ

いては許可しているところでありまして、具体的には中学校の部活動の外部指導者ですと

か、十勝管内町村職員の研修の講師、そのほか消防団員もそうですし、また鳥獣被害対策

実施隊、こういったものについて許可をしているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 今のご答弁ですと、それではいわゆる営利企業、会社のような企業には今ま

で実績としてはないということで認識は間違っていないでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 総務課長。 

〇獅子原総務課長 現行では、営利企業に対しての従事については許可はしていないとこ

ろでございます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 承知いたしました。懸念点は確かにこの副業、兼業ということに対してはま

だ非常に多くあるのだろうなと思ってございまして、ご答弁にもありましたように、本来

業務に支障を来しては本末転倒になってしまいますので、意向調査ですとか管内市町村の

運用状況、ご答弁にあったように、調査をしていただきながら進めていただければと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 これで一般質問終わります。 

〇田村議長 これで沼尾昌也議員の一般質問を終わります。 

 これで一般質問を終結いたします。 

 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１１時４１分  休憩 

午後 ０時５９分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 お諮りをいたします。これより令和４年度浦幌町一般会計及び特別会計の予算審議に入

りますが、議案第19号から第27号までの９議案は会議規則第55条の規定を適用しないで審

議を進めたいと思います。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、議案第19号から第27号までの９議案は会議規則第55条の規定を適用しないで審

議することに決定をいたしました。 

 

    ◎日程第３ 議案第１９号 

〇田村議長 日程第３、議案第19号 令和４年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本議案の審議は、審議の都合上、提案理由の説明、予算説明書附

表の説明、予算書第３表、地方債までの説明の後に質疑は歳入歳出予算事項別明細書の各

款ごとに先に歳出から行い、地方債までの質疑はその後歳入の質疑と併せて行いたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案の審議は提案理由ほか説明の後、質疑は各款ごとに先に歳出から行い、

予算書第３表、地方債までの質疑はその後歳入の質疑と併せて行うことに決定をいたしま

した。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇水澤町長 浦幌町令和４年度予算をご審議いただくに当たり、私から概要を説明させて

いただきます。 

 令和４年の国家予算が衆議院で可決されました。年度内成立が確実になったところであ

りますけれども、新型コロナウイルス感染症で日本経済は大打撃を受けており、新型コロ

ナ感染症拡大防止と経済対策の両立の考え方で令和３年度補正予算と一体的に16か月予算

を編成して、成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現を図る予算として、コロナ

対策のための予備費５兆円を含んだ３年連続で100兆円超えの107兆5,964億円、前年対比

0.1％増となって、10年連続で過去最高となったところであります。地方交付税交付金につ

いては、出口ベースで6,615億円の増となり、18兆538億円となり、地方一般財源総額でも

62兆円と前年度と同水準で確保されたところであります。しかし、普通交付税と同じ意味

合いを持つ臨時財政対策債については地方税収の伸びが著しいということから、3.6兆円、

67％の減ということで1.8兆円となり、大幅な減額となりました。浦幌町としては、公共施

設等の適正管理推進事業債などが５年延長され、0.1兆円という拡充されましたことから、

引き続き国庫補助金等の有利な財源を最大限に利用しながら必要な予算の確保に努めてま

いりたいと考えているところであります。 

 浦幌町の令和４年度の予算につきましては、歳入に地方交付税を前年対比4,300万円増の

33億3,300万円を見込み、臨時財政対策債は国庫で大幅な減額となったことから、前年対比

１億300万円の減で4,600万円とし、財政調整基金を２億6,000万円繰り入れて、一般会計は

69億8,500万円として、前年対比で５億7,200万円、8,9％の増といたしました。８特別会計

合わせて全会計で96億7,545万4,000円とし、前年度予算対比では５億9,336万4,000円、

6.5％の増といたしました。 

 令和４年度は、第４期まちづくり計画の２年目ということになりますので、執行方針で

も述べさせていただきましたが、浦幌町の将来像である想いをつないで未来を創る“わた

したちのまち”うらほろの実現に向けて町民が安心して安全な暮らしを確保できるよう重

点プロジェクトを推進して、限られた財源の中で財政の健全化に最大限配慮した予算編成

を行いました。 

 それぞれの詳細につきましては副町長、担当課長から説明させますので、皆様にはよろ

しくご審議いただきますようお願い申し上げまして、令和４年度予算の提案に当たっての

概要の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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〇田村議長 次に、令和４年度予算説明書附表の説明を求めます。 

 副町長。 

〇山本副町長 それでは、令和４年度予算説明書附表を説明させていただきます。 

 お手元の予算説明書附表の１ページを御覧願います。最初に、ページ左側の各会計予算

比較表についてご説明いたします。こちらは、令和４年度と令和３年度の当初予算を比較

したものでございます。令和４年度予算額、一般会計で69億8,500万円、町有林野特別会計

など８特別会計を含む総計で96億7,545万4,000円となります。比較増減でありますが、一

般会計につきましては５億7,200万円、8.9％の増となっております。一般会計、特別会計

の総計では５億9,336万4,000円、6.5％の増となっております。 

 次に、右側の歳入歳出予算の総計表及び純計表についてご説明いたします。下から３行

目の総計の行を御覧願います。一般会計と特別会計の総計が歳入、歳出ともに96億7,545万

4,000円、このうち他会計からの繰入金、繰出金が６億6,586万2,000円でございます。総計

から重複計を引いた純計は90億959万2,000円で、前年度と比較しますと６億1,517万

8,000円の増となっております。 

 ２のページの一般会計歳入歳出総括表につきましては、説明を省略させていただきます。 

 次に、３ページを御覧願います。３ページからの一般会計の歳入及び歳出に係る款別比

較表についてですが、歳入歳出に係る各科目の内容につきましては、後ほど課ごとに説明

員から各会計歳入歳出予算書の説明で前年度と比較して大きな増減や新規事業につきまし

てご説明させていただきます。令和４年度の予算の編成につきましては、第４期まちづく

り計画の前期計画を基本として重点プロジェクトを中心に各施策、事業を推し進めるため

の編成を行ったところでございます。 

 一般会計歳入款別比較表についてご説明いたします。１款町税1,586万5,000円の減につ

きましては、個人町民税が180万円、法人町民税が100万円及び固定資産税が1,596万9,000円

の減が主な要因でございます。２款地方譲与税3,201万2,000円の増につきましては、地方

揮発油譲与税が300万円、自動車重量譲与税が1,500万円及び森林環境譲与税が1,401万

2,000円の増となっているところでございます。10款地方交付税4,300万円の増につきまし

ては、前年度実績と国の動向を踏まえ、普通交付税は5,000万円の増、特別交付税は700万

円の減になると見込んでいるところでございます。12款分担金及び負担金3,770万2,000円

の減につきましては、上から２行目の栄穂地区水利施設等保全高度化事業受益者分担金が

1,998万5,000円、３行目の恩根内地区水利施設等保全高度化事業受益者分担金1,009万

3,000円及び６行目ほか老人保護措置費事務費負担金等の減が主な要因でございます。 

 ４ページを御覧願います。14款国庫支出金１億6,284万9,000円の増につきましては、上

から４行目の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金5,123万6,000円、下から

４行目の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金1,067万8,000円、次の行

の社会資本整備総合交付金8,875万円及びその次の道路メンテナンス事業補助金988万

3,000円の増などが主な要因でございます。15款道支出金は、４ページから５ページにかけ
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て記載しておりますが、3,693万1,000円の増につきましては、４ページ、下から３行目の

環境保全型農業直接支援対策事業補助金555万円、下から１行目の多面的機能支払事業補助

金307万9,000円、５ページ上から２行目、３行目及び４行目の次世代農業促進生産基盤整

備事業補助金、栄穂地区507万円、恩根内地区559万円、美園地区256万円、下から３行目の

プレミアムつき商品券発行支援事業費補助金500万円及び今年７月に執行予定の参議院議

員選挙費委託金746万3,000円の増などが主な要因でございます。17款寄附金２億3,540万円

の増につきましては、ふるさとづくり寄附金が3,000万円及び企業版ふるさと寄附金が２億

540万円の増が主な要因でございます。18款繰入金5,938万3,000円の増につきましては、財

政調整基金繰入金8,000万円、ふるさとづくり基金繰入金889万7,000円及び森林環境譲与税

基金繰入金が259万7,000円の増、公共施設整備基金繰入金が3,211万1,000円の減となって

いるところでございます。21款町債2,650万円の増につきましては、臨時財政対策債が１億

260万円及び過疎対策事業債が620万円の減となっておりますが、道路整備事業等に充当す

る緊急自然災害防止対策事業債が１億200万円及び緊急防災・減災対策事業債が4,330万円

の増となっているところでございます。 

 次に、６ページからの一般会計歳出款別比較表についてご説明いたします。１款議会費

については、新規事業としてオンライン会議等環境整備備品購入として41万円を計上して

おります。 

 ２款総務費については、下から６行目の街路灯ＬＥＤ化電気工事5,250万円は、令和３年

度からの継続事業で、市街地等の街路灯のうち残り298基のＬＥＤ化を実施するものでござ

います。また、下から２行目の地方創生業務委託料２億9,400万円は引き続き地方創生推進

交付金と企業版ふるさと寄附金を財源として副業ボランティアを活用した十勝うらほろ地

域創生事業を実施するもので、議案説明資料の政策等調書に記載のとおり、これまで十勝

うらほろ創生キャンプ事業に加えまして新たな取組として企業版ふるさと寄附金を財源と

して浦幌町未来づくり事業を実施するものでございます。次に、７ページを御覧願います。

上から３行目の戸籍情報システム改修委託料899万円は、戸籍法の一部を改正する法律に基

づき戸籍情報システム改修を実施するものでございます。 

 ３款民生費については、上から２行目の新規事業、補聴器購入費補助金50万円のほか、

９行目の浦幌町介護事業等ネットワーク協議会運営費補助金100万円、下から３行目の老人

ホーム業務用大型洗濯機購入230万円及び次の行の業務用大型乾燥機購入135万円を計上し

ております。 

 ４款衛生費については、上から２行目の新型コロナウイルスワクチン接種予約受付等委

託料600万円のほか、上から５行目の葬祭場２号路耐火物積替え工事528万円及び下から３

行目の保健福祉センター空調設備設置工事800万円を計上しております。 

 次に、８ページを御覧願います。５款労働費については、上から２行目の就業チャレン

ジ事業は継続事業として委託料480万円を計上しております。 

 ６款農林水産業費については、上から５行目の模範牧場看視舎屋根改修工事320万円のほ
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か、その２行下の多面的機能支払交付金7,302万7,000円、水利施設等保全高度化事業工事

負担金として継続地区の恩根内地区と栄穂地区、新規地区として美園地区を計上しており

ます。また、下から４行目の森林公園内河川改修工事3,300万円及び一番下の行の十勝太共

同作業所漁業共同利用施設高圧受電設備更新工事340万円を計上しているところでござい

ます。 

 ７款商工費については、一番上の行のプレミアム商品券発行事業補助金2,250万円のほ

か、新規事業として５行目の観光情報サイト、観光パンフレット制作業務委託料450万円、

レストラン施設暖房設備改修工事900万円、冷房設備改修工事430万円、留真の里交流施設

内外装補修工事200万円及び機械設備改修工事400万円を計上しているところでございま

す。 

 ９ページを御覧願います。８款土木費については、一番上の行のパトロール車購入550万

円のほか、国の交付金事業の社会資本整備交付金事業及び起債充当によりまして４行目の

相川川西線道路整備事業２億5,760万円、北栄６条通道路整備事業6,230万円、北栄１条通

道路整備事業6,720万円、橋梁長寿命化修繕事業１億円、下から４行目の東山町団地既設改

良住宅除却工事7,750万円及び一番下の行の空き家等町営住宅再生事業3,642万円を実施す

るものでございます。 

 ９款消防費についてですが、上から２行目の高機能消防指令システム及び消防救急デジ

タル無線機器更新事業につきましては、とかち広域消防事務組合を構成する全市町村を対

象として令和４年度に情報系機器を更新するもので、本町の負担金1,836万7,000円を計上

しているところでございます。また、新規事業として下から６行目の消防団員用防火衣購

入486万2,000円、デジタル無線機器更新工事422万8,000円、指定緊急避難所一時避難施設

等の購入484万円を計上しているところでございます。 

 10ページを御覧願います。10款教育費については、一番上の行の浦幌小学校教員住宅新

築工事4,000万円、３行目の浦幌小学校体育館トイレ改修工事2,350万円、下から８行目の

厚内公民館屋根防水改修工事640万円、その３行下の教育文化センター暖房ボイラー取替え

700万円、下から２行目のスイミングプール屋根防水改修工事600万円を計上しているとこ

ろでございます。 

 次に、11ページから14ページまでの会計別、節別集計比較表並びに15ページ及び16ペー

ジの各会計予算性質別一覧表につきましては、説明を省略させていただきます。 

 17ページをお開き願います。17ページから18ページは一般会計債務負担行為総括表にな

っております。17ページ、１行目の電算機器等借り上げ料から18ページ一番下の行の浦幌

町総合スポーツセンター及び周辺施設指定管理委託料まで19事業となっております。令和

４年度予算の合計は18ページの下の段になりますが、１億6,163万8,000円、そのうち一般

財源につきましては１億3,911万6,000円でございます。右側の令和５年度以降支出予定額

は、合計が２億9,612万1,000円で、うち一般財源につきましては２億9,532万8,000円とな

っております。 
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 次に、19ページ以降の全会計主な事業調べにつきましては、説明を省略させていただき

ますが、最後のページの31ページをお開き願います。下段の注意書きでございますが、事

業名の後段に米印のついているものは投資的経費で、普通建設事業費及び災害復旧事業費

の対象事業となっております。投資的経費には、事務費が含まれております。事業名の後

段に二重丸がついているものは、一般財源に引上げ分の地方消費税収を一部充当している

社会保障経費となります。このほか、事業名が太文字で網かけになっているものは新規事

業でございます。 

 続きまして、給与費明細書附表についてご説明いたします。給与費明細書附票につきま

しては、ピンク色の表紙からとなります。ピンク色の表紙の次のページが浦幌町一般会計

予算書附表（給与費明細書）となっておりますが、次の１ページから90ページまで、一般

会計から各特別会計までの全会計における給与費明細の内容となります。まず、１ページ

を御覧願います。一般会計の給与費明細書、特別職に係る内容で、一番左側の列では上か

ら本年度、前年度比較となっております。職員数では、そのほかの特別職の人数が前年度

比21人の減となっています。本年度の計の右側に給与費と共済費の合計が載っております

が、１億1,366万円となっております。また、前年度比は合計の欄の一番下になりますが、

136万円の減、給与費の計で112万円の減、共済費が24万円の減という内容でございます。 

 次に、２ページをお開き願います。こちらは、一般会計における一般職についての内容

でございます。上段の括弧書きは短時間勤務職員で、会計年度任用職員のパートタイム職

員の人数となっております。下段は、正職員と会計年度任用職員のフルタイム職員の人数

の合計となっております。前年度との比較では、上段のパートタイム職員が26人の減、下

段の正職員とフルタイムの職員が増減なしとなっております。また、給与費と共済費の合

計は12億2,611万5,000円となっており、前年度比で70万9,000円の増は給与費の計で371万

6,000円の減、共済費が442万5,000円の増という内容でございます。 

 次の３ページ以降につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で令和４年度予算説明書附表の説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 次に、第３表、地方債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 予算書の１ページを御覧願います。議案第19号 令和４年度浦幌町一

般会計予算。 

 令和４年度浦幌町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69億8,500万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、
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期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

10億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 令和４年３月１日提出、十勝郡浦幌町長。 

 次のページの２ページから６ページまでの第１表、歳入歳出予算につきましては、説明

を省略させていただきます。 

 ７ページを御覧願います。第２表、債務負担行為、事項、総合行政情報システムハード

ウエア借り上げ料（顔認証システム）、期間、令和４年度から令和８年度、限度額112万

9,000円、事項、図書館情報システム借り上げ料、期間、令和４年度から令和６年度、限度

額397万6,000円。 

 ８ページを御覧願います。第３表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、限度額３億4,590万

円、内容につきましては、うらほろスタイル推進事業、限度額900万円、移住・交流・若者

の定住促進対策事業、限度額600万円、高等学校等就学費補助事業、限度額200万円、紙お

むつ購入費助成事業、限度額100万円、介護事業運営補助事業、限度額4,560万円、医療費

無料化事業、限度額800万円、雇用促進事業補助事業、限度額200万円、道路維持事業（朝

日線）、限度額1,550万円、道路建設補助事業、限度額１億7,090万円、橋梁長寿命化修繕事

業、限度額3,090万円、住宅リフォーム補助事業、限度額300万円、教職員住宅整備事業、

限度額4,000万円、学校給食費補助事業、限度額1,200万円、以上が過疎対策事業に係る内

容でございます。緊急自然災害防止対策事業債、限度額１億200万円、内容につきましては

街路灯ＬＥＤ化電気工事事業、限度額5,250万円、普通河川整備事業、限度額1,000万円、

老朽化対策事業、限度額3,600万円、道路維持事業（学園通排水設備更新）、限度額50万円、

道路維持事業（豊北９号線横断管渠補修）、限度額300万円、以上が緊急自然災害防止対策

事業債に係る内容でございます。緊急防災・減災事業債、限度額4,330万円、内容につきま

しては指定避難所整備事業、限度額2,500万円、これにつきましては浦幌小学校体育館トイ

レ改修工事及び浦幌小学校玄関スロープ設置実施設計委託料に係るものでございます。高

機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線機器更新事業、限度額1,830万円でござい

ます。過疎対策事業、緊急自然災害防止対策事業債、緊急防災・減災事業債につきまして
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は、いずれも充当率100％、交付税措置率70％でございます。臨時財政対策債、限度額4,600万

円。限度額の計５億3,720万円でございます。起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、

年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件に

よる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又

は低利債に借換することができる。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑は、歳出から各会計予算審査順序予定表に従って進めます。説明員の説明は説明要

領に従って行い、また質疑、答弁における発言は簡潔かつ的確にお願いをいたします。 

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。 

 

午後 １時３１分  休憩 

午後 １時３８分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 それでは、１款１項１目議会費及び２款６項１目監査委員費の説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〇小島議会事務局長 予算書30ページ、予算説明資料は14ページを御覧願います。１款１

項１目議会費、本年度予算額8,369万8,000円、この科目につきましては議会活動及び運営

と会議の開催に係る経費であります。なお、12節委託料、13節使用料及び賃借料、17節備

品購入費につきましては説明資料に記載のとおりでありますが、備品購入費につきまして

は議案説明資料71ページにも記載しておりますとおり、新たにオンライン会議の実施に要

する設備費用を計上したものでございます。そのほか特に説明を加える事項はございませ

ん。 

 次に、予算書48ページをお開き願います。予算説明資料の記載はございません。２款総

務費、６項１目監査委員費、本年度予算額281万6,000円、この科目につきましては監査委

員の監査業務に要する経費で、特に説明を加える事項はございません。 

 以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 次に、２款１項１目一般管理費から４項２目参議院議員選挙費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 一般会計予算書31ページから33ページを御覧願います。あわせまして、

予算説明資料14ページを御覧願います。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額３億1,565万7,000円、この目につきましては総務所管事務に要する経費及び

庁舎管理に要する経費でございます。増額の主なものは人件費でございます。１節報酬、

12節委託料、13節使用料及び賃借料につきましては、予算説明資料に記載のとおりでござ

います。 

 次に、予算書33ページから34ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料は14ペ

ージから16ページを御覧願います。２目情報化推進管理費、本年度予算額１億4,854万

6,000円、この目につきましては総合行政ネットワークシステム、総合行政情報システム、

庁内ネットワークシステム等、各種電算システムの維持管理に要する経費であります。減

額の主なものは、12節委託料でシステム改修委託料618万2,000円減額の内容でございます。

12節委託料、13節使用料及び賃借料、17節備品購入費、18節負担金、補助及び交付金につ

きましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書35ページから36ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料は16ペ

ージを御覧願います。５目財産管理費、本年度予算額806万9,000円、この目につきまして

は町有財産の管理に要する経費であります。減額の主なものは、14節工事請負費で旧上浦

幌小学校校舎解体工事費3,000万円減額の内容でございます。12節委託料、14節工事請負費、

16節公有財産購入費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書36ページを御覧願います。６目財政調整等基金費、本年度予算額１億4,847万円、

この目につきましては基金の積立てに要する経費でございます。増額の内容は、ふるさと

づくり基金積立金3,000万円、森林環境譲与税基金積立金1,401万2,000円増額の内容でござ

います。 

 次に、予算書39ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料18ページを御

覧願います。９目公平委員会費、本年度予算額２万3,000円、この目につきましては公平委

員３名による公平委員会開催に要する経費でございます。１節報酬につきましては、予算

説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書40ページから41ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料は引き続き

18ページを御覧願います。12目職員厚生費、本年度予算額939万8,000円、この目につきま

しては職員の福利厚生、職員研修等に要する経費でございます。１節報酬、12節委託料、

18節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書41ページから43ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料は引き続き

18ページを御覧願います。13目諸費、本年度予算額4,698万6,000円、この目につきまして

は行政区の振興、コミュニティ施設の管理、コミュニティバスの運行、常室簡易郵便局の

維持管理並びに各種団体の活動促進に要する経費でございます。増額の主なものは、12節
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委託料で交通空白地有償運送運営事業委託料208万7,000円、18節負担金、補助及び交付金

で本別浦幌生活維持路線バス運行補助負担金158万7,000円増額の内容でございます。１節

報酬、７節報償費、12節委託料、18節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説明

資料に記載のとおりでございます。 

 予算書46ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料19ページ下段を御覧願い

ます。４項選挙費、１目選挙管理委員会費、本年度予算額982万6,000円、この目につきま

しては選挙管理委員４名及び選挙管理委員会事務局に要する経費でございます。増額の主

なものは人件費でございます。１節報酬につきましては、予算説明資料に記載のとおりで

ございます。 

 予算書46ページから47ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料20ページを

御覧願います。２目参議院議員選挙費、本年度予算額746万3,000円、この目につきまして

は本年７月に執行予定の参議院議員選挙に要する経費でございます。１節報酬、14節工事

請負費につきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 次に、９款１項１目常備消防費から14款１項１目予備費までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 予算書88ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料35ペ

ージ下段を御覧願います。９款１項消防費、１目常備消防費、本年度予算額１億9,388万円、

この目につきましては浦幌消防署の管理運営、浦幌消防署職員の給与費等に係るとかち広

域消防事務組合への負担金及び消防署職員待機宿舎の維持管理に要する経費でございま

す。増額の主なものは、18節負担金、補助及び交付金で高機能消防指令システム及び消防

救急デジタル無線機器更新事業によるとかち広域消防事務組合負担金本部共通費1,719万

5,000円増額の内容でございます。17節備品購入費、18節負担金、補助及び交付金につきま

しては、予算説明資料に記載のとおりでございます。なお、参考といたしまして浦幌消防

署費に係る12節委託料、13節使用料及び賃借料、17節備品購入費につきましては、予算説

明資料36ページに記載のとおりでございます。また、消防職員等感染症対策資機材購入事

業の詳細につきましては、議案説明資料87ページの政策等調書に記載のとおりでございま

す。 

 予算書89から90ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料は35ページから36ペ

ージを御覧願います。２目非常備消防費、本年度予算額3,074万8,000円、この目につきま

しては浦幌町消防団の運営等に要する経費でございます。減額の主なものは、17節備品購

入費で第４分団の小型動力ポンプ付積載車の更新終了に伴い1,100万7,000円減額の内容と

なっております。１節報酬、14節工事請負費、18節負担金、補助及び交付金につきまして
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は、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書90ページから91ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料36ページか

ら37ページを御覧願います。３目災害対策費、本年度予算額2,328万2,000円、この目につ

きましては防災、災害対策、国民保護に要する経費でございます。減額の主なものは、12節

委託料で業務継続計画作成業務、ハザードマップ改定業務終了などにより防災訓練等実施

支援業務等委託料652万9,000円、防災情報伝達システム整備委託料135万3,000円、14節工

事請負費で公衆無線ＬＡＮ環境整備工事費2,380万円減額の内容となっております。１節報

酬、10節需用費の消耗品費、12節委託料、13節使用料及び賃借料、14節工事請負費、16節

公有財産購入費、17節備品購入費、18節負担金、補助及び交付金につきましては、予算説

明資料に記載のとおりでございます。なお、指定緊急避難所案内看板設置事業の詳細につ

きましては議案説明資料88ページの政策等調書に記載のとおりでございます。 

 予算書109ページ下段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料41ページ下段を御覧

願います。11款災害復旧費、３項その他公共施設等災害復旧費、１目その他公共施設等災

害応急費、本年度予算額225万円、この目につきましてはその他公共施設における災害時の

応急対応に要する経費でございます。10節需用費、11節役務費、13節使用料及び賃借料に

つきましては、予算説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書110ページ中段を御覧願います。12款１項公債費、１目元金、本年度予算額８億

4,650万7,000円、この目につきましては長期債に係る償還元金に要する経費でございます。 

 ２目利子、本年度予算額3,192万5,000円、この目につきましては長期債に係る償還利子

及び一時借入金利子に要する経費でございます。 

 13款諸支出金、１項１目過年度支出金、本年度予算額２万円、この目につきましては過

年度分の支出に要する経費でございます。 

 14款１項１目予備費、本年度予算額100万円、この目につきましては予備の支出に備える

経費でございます。 

 次のページからは、参考のとかち広域消防事務組合、浦幌町分になりますので、後ほど

御覧願います。 

 参考予算の４ページの次の附表と書かれたピンク色の表紙の次のページを御覧願いま

す。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出

額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。１ページから３

ページまで記載しておりますので、後ほど御覧おき願います。 

 次に、４ページを御覧願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高見込みに関する調書でございます。下段に記載の合計金額の

みご説明をいたします。前々年度末現在高89億8,653万7,000円、前年度末現在高見込額86億

7,088万9,000円、当該年度中増減見込み、当該年度中起債見込額５億3,720万円、当該年度

中元金償還見込額８億4,650万7,000円、当該年度末現在高見込額83億6,158万2,000円でご

ざいます。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、森議員。 

〇森議員 予算資料の90ページ、災害対策費の関係になると思うのですけれども、災害の

関係では情報発信というのは昨年の４月から登録制でなされていると思います。先ほども

同僚議員のほうからライン、またメール、電話ということで……科目違いますか。 

 それぞれ登録の件数、分かりました。ただ、全体的にはまだ世帯数の割には少ないのか

なと思います。先ほど課長のほうからもこの登録の推進についてしていくということで、

私はその辺は結構だと思うのですが、ただ電話について、私はこれいろいろ課題があるの

でないかなと思います。今現在町でこの固定電話、黒電話とそれ以外の電話というのはど

れぐらいずつあると把握しているのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのご質問はそれぞれのご家庭の黒電話の数ですとか、そうい

ったものの台数ということだと思いますが、その台数、総体につきましては私どものほう

では把握はしておりません。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 固定電話につきましては、以前からある黒電話、これ例えば停電になっても使

えるということをお聞きしています。ただ、今黒電話からいろいろ変えて、自宅で使って

いる電話ありますよね。そういう電話のことを話しますと、昨今停電がやっぱり生じてく

るのです。そういうときにはそういう電話で発信をするということはこれできないと思う

のですけれども、この辺については行政としてはどのようにお考えになっているのでしょ

うか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいま議員言われるとおり、停電の際にはどうしても、黒電話等は

電話、停電になっても使用することができるので、防災情報伝達システムで電話への通話

ということが可能ですけれども、停電ということになってしまいますと、やはりどうして

も通話することができないので、その場合は伝達することができないとなってしまうもの

であります。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 情報発信が停電のときはできないということなのですけれども、最悪これ何か

あったときにはどのような対応を取るのかということなのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 その辺の部分につきましては、やはり停電になりましてもほかのライ
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ンですとかメールという部分では情報発信はできまして、情報をお伝えすることはできま

す。それで、やはりこの部分になってきますと、以前からお話ししているとおり、自主防

災組織の設立というものがどうしても必要になってくるものだと考えております。ですか

ら、行政区の中で自主防災組織なり防災委員なりを設けていただければ、情報を受けるこ

とができますし、情報を受けることができない方の情報というものもそれぞれの自主防災

組織の中で把握をしていただければ、避難の際に手助けが必要な方と同じようにそういっ

た方がいるということを把握していただければ、その地域の中での伝達というか、そうい

ったものをしていただく、そういう形しか今のところはないのかなと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 すみません。もう一度お願いしたいと思います、今の説明。 

 ただ、電話回線のときに、今いろいろ詐欺の犯罪もありますでしょう。そういうときに

かかってきても、私課題というのはかかってきても取っていいものか悪いものかというこ

ともあります。そして、停電のときの対応というのは、申し訳ないです、もう一回お話を

していただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 停電の部分の対応でございますが、先ほども申し上げたとおり、黒電

話であれば電話の通話が可能ですので、伝えることはできますが、最近ついている普通に

買えるような電話であれば、電源自体が別になっているものであれば、当然停電してしま

うと通話することができないというような状況になってしまいます。ですから、そういっ

た部分については、自主防災組織なりでカバーをしていただくということしか今現状とし

てはないという状況であります。 

 以上です。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 固定電話を持っておられる方、これ強制ではないのですけれども、個別受信機

と、そういうものも私は希望者にとって置いてもいいのでないかなとは思いますが、その

辺についてはどうお思いなのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 個別受信機の設置ということでございますが、当然御存じのように海

岸線につきましては津波の対策ということでデジタル防災行政無線整備しておりまして、

幾つかのご家庭には個別受信機設置しておりますが、それ以外の地域につきましては個別

受信機を設置するためにはデジタル防災無線を拡張するなり、また新たなシステムを構築

するなりということが必要になるということで、以前もお話ししたことがございますが、

どうしても整備をするのには１億5,000万円から２億5,000万円ぐらいかかるということが
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我々の調べた中で分かったものであります。また、今動いておりますデジタル防災行政無

線につきましても、当初設置したときに約３億円ほどかかっておりますが、今回10年たつ

ということで一部機器の更新も行いますが、まちづくり計画の後期計画の中では大幅な更

新も必要だと言われておりまして、その費用も当初整備したときと同じぐらいの約３億円

ぐらいかかると言われております。また、先ほど申し上げました新たな設備についても１

億5,000万円から２億5,000万円かけた上でその保守費用、毎年のランニングコストが大体

1,000万円から2,000万円かかると言われております。それも同じように10年、もしくは15年

で更新ということになってきます。また、先ほど説明しているとおり、消防のほうの無線

もありまして、その無線もそれなりの金額で整備をしておりまして、それもまた10年から

15年という形で、今回も一部更新しますが、また二、三年後にはもう少し大きな更新が必

要と言われております。そうすると、そういったものが数が増えてきて、やはりそれらの

無線、システム等を維持していくためにはどうしても10年ないしそれぐらいで毎年２億円

から３億円ぐらいの費用を毎回かけなければならないということが、財政を考えた中では

現実的ではない、難しいかなという判断に至っているものですから、現状としては今うち

のほうで今年から始めました防災情報伝達システムの中で、そういった中での対応と結論

づけたものでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 多額の費用がかかるということの説明なのですが、町民の生命、財産を守るの

が私は行政だと思います。今の説明からいきますと、多額にかかるから、この辺はやむを

得ないだろうというような捉え方なのですけれども、この辺のことも今後十分に考えて、

もうちょっと安い発信方法ありましたら、私は停電のときにどのような対応するかという

のが一番心配になっていますから、その辺のことも今後十分に考えていただきたいなと思

います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇獅子原総務課長 お金がかかるからそこは我慢してくださいとか、そういった意味では

なく、どうしてもやはりハードで整備する部分も必要ではありますけれども、ハードで整

備できない部分につきましてはソフトといいますか、先ほど申し上げたとおり、自主防災

組織の設立なり、そういったところでのカバーというものもどうしても必要だと思ってお

ります。ですから、そういった方を整備できないから諦めてくださいというものではなく

て、そういった部分につきましては違う形でのカバーができないかとお話ししていること

でございますので、よろしくお願いしたいと思いますのと、また今言われたように、確か

に個別受信機で費用のかからないものがもしあるようであれば、今現状としてはなかなか、

うちの町内でそれを設置しようとしたときに費用のかからないものというのが我々の調べ

た中ではどうしてもありませんでした。ですから、それが開発されて、安い費用でできる

というものがもし出てくるのであれば、その場合には当然またその辺財政的なものも考え
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ながら、考慮しながらできるものについては考えていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いします。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 今個別受信機等々の話が出ました。まさに町民の生命、財産を守る緊急性の

あるもの、これについては津波等々の緊急性、素早く避難しなければならない、そういう

ものについては町として配備をしたところであります。まさに費用対効果ということであ

りませんけれども、これはどこの町、浦幌だけではなくて、大都市だって全てこういうも

のは停電のときに対応できないというのが現状であります。しかし、そのために個人個人

が一つ一つ緊急防災無線を持つということも、これもまた非現実的な話でありまして、こ

こはどのように町としてそういう対応していくのかということはいろんな部分で考えてい

かなければならないと思います。全て個人の情報システムを整備するということについて

は、確かに安全性の意味からいえばそれが必要な部分については必要だということで配備

しなければならないと思いますけれども、即緊急性のあるもの、これを重点的に町として

は整備していく必要があるだろうということから、海岸線津波対策については各家庭に１

台ずつの整備をしたという状況であります。ただ、市街地なんかの河川の情報等について

はいろんな情報伝達手段がありますから、これは個々で各自情報を得ながら対応していた

だく必要があるだろうと思っておりまして、個々が情報無線を配備していくということは

町としてはできかねるという状況でありますので、ぜひご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 森議員、発言ありませんか。 

（何事か声あり） 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 説明員入替えのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０５分  休憩 

午後 ２時０７分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き審議を続けます。 

 次に、２款１項３目文書広報費から５項２目指定統計調査費までの説明を求めます。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 それでは、一般会計予算書の34ページを御覧願います。あわ

せまして、予算説明資料の16ページ上段を御覧願います。２款総務費、１項総務管理費、

３目文書広報費、本年度予算額842万6,000円、この目につきましては広報誌「うらほろ」

の発行など広報広聴事業に要する経費でございます。増額の主なものは、10節需用費で広

報紙の印刷代の単価アップにより98万円の増額という内容でございます。13節使用料及び
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賃借料については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、36ページから38ページを御覧願います。あわせまして、予算説明資料の16ページ

下段から18ページ上段を御覧願います。７目企画費、本年度予算額１億452万5,000円、こ

の目につきましてはまちづくり計画、広域連携、地域情報通信基盤整備推進事業、定住・

移住・交流推進事業、国内交流推進事業及び地域づくり支援事業に要する経費でございま

す。増額の主なものは、11節役務費でふるさと寄附奨励費からの組替え並びに移住、定住、

交流を目的とした雑誌への広告料、合わせて300万円の増、12節委託料でうらほろスタイル

事業のサポート人材に係る経費の増などによりうらほろスタイル推進業務委託料304万

4,000円の増、隔年で実施しております町民アンケート調査委託料86万9,000円の増、18節

負担金、補助及び交付金で町民の学びの場と道内外の人材の交流を目的として開催される

とかち熱中小学校サテライト校開催負担金24万円の増、任期満了の地域おこし協力隊の増

により地域おこし協力隊起業支援補助金200万円の増、新規事業として議案説明資料72ペー

ジに記載しておりますが、結婚に伴う新生活のスタートアップを支援する結婚新生活支援

事業150万円の増額という内容でございます。減額の主なものは、１節報酬でうらほろスタ

イル担当、常室ラボ担当及び林業担い手担当の地域おこし協力隊員の減員により会計年度

任用職員報酬497万円の減、７節報償費で結婚お祝い事業の件数見直しにより100万円の減、

12節委託料で地域情報通信基盤設備保守業務委託料114万6,000円の減、地域おこし協力隊

の減員に伴う地域おこしコーディネート業務委託料248万3,000円の減、18節負担金、補助

及び交付金で補助対象戸数の減により民間賃貸住宅建設促進事業補助金560万円の減額と

いう内容でございます。１節報酬、７節報償費、10節需用費、11節役務費、12節委託料、

13節使用料及び賃借料、14節工事請負費、18節負担金、補助及び交付金については、説明

資料に記載のとおりでございます。 

 次に、43ページ上段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料の19ページ上段を御

覧願います。14目ふるさとづくり寄附奨励費、本年度予算額5,145万4,000円、この目につ

きましてはふるさとづくり寄附者への記念品及び記念品発送業務等に要する経費でござい

ます。増額の主なものは、ふるさと寄附金の増額に伴い、７節報償費で返礼品購入費900万

円の増、11節役務費で返礼品の運送料420万円の増、代理納付等に係る手数料99万円の増、

12節委託料でふるさと納税事務代行業務委託料330万円の増、13節使用料及び賃借料でふる

さと納税ポータルサイト使用料198万円の増額という内容でございます。減額の主なもの

は、11節役務費で支出科目の組替えにより広告料200万円の減、13節使用料及び賃借料でシ

ステム変更によりふるさと納税管理システム使用料66万円の減額という内容でございま

す。７節報償費、12節委託料、13節使用料及び賃借料につきましては、説明資料に記載の

とおりでございます。 

 次に、予算書43ページ中段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料の19ページ上

段を御覧願います。15目地方創生推進交付金事業費、本年度予算額２億9,481万3,000円、

この目につきましては国の交付金並びに企業版ふるさと寄附金を活用した地方創生に係る
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事業の推進に要する経費でございます。増額の主な内容は、12節委託料で拡大事業として

議案説明資料74ページから75ページに記載しておりますが、企業との連携を強め、協働し

て地域課題を解決するための浦幌町未来づくり事業の実施により地方創生業務委託料２億

80万円の増額という内容でございます。12節委託料、18節負担金、補助及び交付金につき

ましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 次に、予算書47ページ下段を御覧願います。５項統計調査費、１目統計調査総務費、本

年度予算額1,346万円、この目につきましては統計調査に係る職員人件費に要する経費でご

ざいます。特に説明を加えることはございません。 

 次に、予算書48ページ上段を御覧願います。あわせまして、予算説明資料の20ページ上

段を御覧願います。２目指定統計調査費、本年度予算額11万円、この目につきましては法

律に基づく指定統計調査に係る経費でございます。減額の主なものは、１節報酬で経済セ

ンサスの終了等による指導員、調査員報酬32万7,000円の減額という内容でございます。１

節報酬につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、澤口議員。 

〇澤口議員 15目の地方創生推進交付金事業の企業版についてお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 今回の、恐らくこれ樂舎の関係だと思うのですが、国道支出金5,200万円、企業版ふるさ

と納税分でこれ指定寄付金とあります。その指定寄付金が収入、そのままそっくりと２億

4,200万円が入っているのです。総額２億9,400万円ということで、この内容をちょっと調

べさせていただきましたら、１月10日の十勝毎日新聞に、ノースプロダクション代表とい

うことだから、樂舎の代表にもなると思うのです。コラムの記事がありまして、コラムの

内容で体調不良ということで、コロナにかかって大変な目に遭ったのだと。この内容は町

の大事な仕事があったから行って、コロナにかかったということでありますので、大変苦

労したという記事が載っていたのですが、体調不良の中で行くということになれば、そし

て町の大事な仕事だということであれば、恐らく町職員も同行されていたのかなと察する

のですが、その辺はいかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 企業版ふるさと寄附金でございますけれども、個人版のふるさと寄附とは違いまして、

目的を持ったことに対して企業様からご寄附をいただいて、それを充てるということにな

ってございますので、それを目的に各企業さんからいただいているので、そのままその事

業に充てるという仕組みになってございます。それと、委託業務として委託をしているわ

けなのですが、企業版ふるさと寄附の集めるという部分も委託業務の中に入っているもの
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ですから、そこは仕事としてやっていただいているという部分でございます。 

 それから、町も同行しているのかという話でございましたけれども、東京については同

行はしてございません。必要に応じて関係職員が対応したりですとか、場面によっては町

長等トップセールスでということも行いますが、通常の寄附金のご理解いただいて、納め

ていただくということに関しては業務としてやっていただいているということでご理解い

ただきたいと思います。 

〇田村議長 ５番、澤口議員。 

〇澤口議員 それでは、指定寄付金ということで、それ総額十勝うらほろ創生を通して樂

舎のほうにそのままそっくり入金するという考えでよろしいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長補佐。 

〇田村まちづくり政策課長補佐 澤口議員のご質問に回答します。 

 ただいまご質問にありました件については、この制度といいますか、この地方創生事業

につきましては国への申請を経てどのように活用するかといった部分も決めた上で計画書

を提出しております。そういった中身から今回お願いしていますこの副業ボランティアを

活用した十勝うらほろ地域創生事業、この趣旨に御理解いただいて、実施できる企業とい

うのが町内には１社しかないと考えております。 

〇田村議長 ５番、澤口議員。 

〇澤口議員 言っていること十分分かります。 

〇田村議長 澤口議員、ちょっと待ってください。今課長のほうから……。 

 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 すみません。失礼しました。ご質問のところちゃんとご回答

できていなかったので、補足させていただきます。 

 委託料がどう流れていくのかというご質問だったと思うのですが、まず町からは産業団

体等を中心としました町長を会長とする地域協議会を設立しておりまして、そちらのほう

と委託契約を結んでいます。その中で総会等で事業内容を説明しながらご承認をいただい

て、今度は協議会の予算から十勝うらほろ樂舎のほうに委託をしているという形を取って

ございまして、新年度に関しましても同じような形で事務を進めていく予定でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、澤口議員。 

〇澤口議員 分かりました。 

 それで、もう一点なのですが、このノースプロダクション、また今樂舎の代表という方

は恐らく今から25年ぐらい前に浦幌に着いたという中で、浦幌について漁師の方に大変お

世話になったのだという経緯、私も聞いておりますし、本人とも話したこともあります。

昨年の海の関係で、赤潮で大変漁師が苦しんでいるというのは皆さんが御存じだと思うの
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ですが、やはりそういうところにも手を差し伸べていけるのであれば、なるべくいくよう

にして、せっかく若手の漁師が頑張っているところがありますので、人口減にならない歯

止めにも十分対応できると思うのです。そういうところにもぜひとも目を向けていただき

たいなと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 地方創生事業、地域課題を解決するという部分ありまして、産業関係部分の課題解決も

目的としては入ってございます。一部水産加工品の部分に関して後継部分や何かも相談受

けていることもございますし、広く漁業、それから農業、林業ございますので、産業団体

等も地域協議会にも参画していただいていますので、その中でしっかり課題を共有して、

地域づくりにつなげていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、澤口議員。 

〇澤口議員 一つ今の言葉聞いて少し安心しましたけれども、なるべく、浦幌は農林水産

業、そして商工業の町でありますので、いろんな方面からいろんな苦情もいい話も来ると

思いますが、何とか、私自身も漁業に対しては大変悩んでいるところたくさんありますの

で、ぜひともそういう道を開いていただければなと。同じ企業版でありますので、ひとつ

考えていただきたいと。 

 終わります。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、大変大きな金額、企業さんから浄財もいただきながらという事業で

ございますので、しっかりまちづくりにつながるような形で進めてまいりたいと思います。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 先日の町長の行政報告で地域おこし協力隊の方が事故を起こしたということ

でございますが、今までこの関係について地域おこし協力隊の方が公用車を運転するとい

うことはあったのですか。どうなのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇井上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問にお答えします。 

 かねてから地域おこし協力隊に関しましては、一部公用車を使用しております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 そしたら、今常室ラボにも地域おこし協力隊の方が行っておりますが、あの
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方々については公用車であそこまで行っているのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇井上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問にお答えします。 

 現在公用車を配備しているのは、十勝うらほろ創生キャンプ担当の隊員に２台配車して

おりまして、現在常室ラボで働いている隊員に関しましてはそこからほかの場所に行くこ

とが少なかったものですから、あえて公用車の配備はせず、私用車を使わせております。

あとは、上浦幌から本町への往復に使っているという意味合いです。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 その辺、地域おこし協力隊の方、今10名近くいると思うのですが、やはり同

じ扱いにしないと、常室のところだから私用車で行け、ほかの、上浦幌だから公用車でい

けと、そんなことで本当にいいのかどうか。その方々に旅費といいますか、車代を与えて

いるのかどうか、その辺も聞きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇井上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問にお答えします。 

 先ほど言いましたが、十勝うらほろ創生キャンプ担当の者は上浦幌に事業所がありまし

て、そこと本所にある事業所との行き来が多かったものですから、公用車の配備をしてお

ります。また、常室ラボの担当の者に関しましては、その場での仕事が大半を占めるもの

ですから、通勤という部分でご自身の車を使っていただいているというのが実態でありま

す。また、隊員全員には通勤手当相当分の経費が毎月計上されております。毎月支払われ

ております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 今通勤手当を渡していると。それ車馬賃で渡しているのか、本当に通勤手当

というものがあるのかどうか。これ任用職員みたいにしてやっているのであれば、町の職

員とある程度同等にしないと、そうやって勝手につくるというわけではないけれども、旅

費を支給していますとかなんとかとちゃんとしないと、たまたま今事故起こしたから、こ

うだったというのが私分かったので、地域おこし協力隊にはそういう公用車も運転できな

いのだなという感じはしていたのだけれども、そういう事故が起きたということですから、

やっぱりそういうのはちゃんと全部やっていかないと、こっちはいいです、こっちは公用

車ですと、そんなことになっていいのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 
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 基本的には私用車を使っていただくということで、交通費をコーディネーターを通じて

お支払いをしています。パートタイムの会計年度任用職員でございますので、給料、それ

から期末手当に関してはそれに準じて支出をしておりまして、私用車使うに当たってはや

っぱり事故の心配もありますことから、私用車で使った場合の車を登録させていただいて、

保険対応も考えてございます。たまたま上浦幌の隊員がこちらのほうに来ることが頻繁な

ものですから、配置をしたということで、基本的には市街にいる隊員に関しましては私用

車を使っていただくということを原則としておりますが、町外、帯広ですとか泊まりを伴

うような出張の場合は基本的に事故の心配もありますので、公用車を使うようにというこ

とで指導をしているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 そうやっているのだということは分かりますが、ただ常室に行こうと上浦幌

に行こうと、勤務地がそこなのだと言ってしまえばそれまでなのだけれども、町との絡み

もあるし、やっぱり役場にも来る機会もあると思うのです。だから、やっぱりその辺ある

程度まとめていかないと、たまたま事故起こしたからこうでした、全損でしたと、そうい

うことにはなってこないのでないかなと私は思うのです。ですから、ちゃんとこれ公用車

の使用というのは町の職員はある程度決めているのだけれども、地域おこし協力隊だから

公用車を使ったら駄目だとか、そういうこと言っているわけでなくて、一体にやっぱり考

えてやってほしいなと、私はそう思うのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 言葉足らずで、基本的に公用車使っては駄目だということではなくて、私用車で使いや

すいようにということで交通費を支給をしております。隊員それぞれの任務に応じて役場

の勤務時間内で終わらない、始業より大分早く移動しなければならないとか、そういうこ

ともあって、なるべく活動しやすいというところも考慮しながらということでございまし

て、事故を起こしたことは、行政報告させていただいたとおり、こちらのほうで指導なり

も悪かったというのは反省をしております。注意喚起もしながら車の運転にはこれからも

指導していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 いろいろ地域おこし協力隊が個人的にというか、そういう現地に行くときに

事故を起こしたとか、そういう私用車で事故を起こしているという話は聞いているのです。

ただ、それは町長の行政報告にも出ないし、表面化しなかったと。ただ、その事故がどう

いうときに起きたのかと、そういう報告も何も私のほうは分かりませんが、担当課のほう

では分かるのではないですか、そういうことは。 
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〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 

 事故を起こした場合については、報告をもらうようにもしておりますし、私用車の場合

は全て把握をしています。また、場面によっては保険の対応もございますし、公務災害も

関係しますので、それは町の職員の違反もそうですが、同じにのっとって報告をしてもら

って、適宜対応しているということでございますので、協力隊員の事故が全然知らないと

ころで行われているということではございません。 

〇田村議長 ６番、安藤議員。 

〇安藤議員 私は、やはり公用車貸出しするのであれば、みんなほかの協力隊も含めて平

等に扱っていただければと思っております。 

 以上です。 

〇田村議長 副町長。 

〇山本副町長 先ほどから安藤議員から今回の事故も伴ってご意見をいただいているとこ

ろなのですけれども、まずもって職員の交通安全については徹底を図っているつもりなの

ですけれども、今回こういった全損事故が２件続いてしまったということで、改めて職員

の中では周知徹底をしていきたいと考えています。また、地域おこし協力隊の関係ですが、

先ほど来まちづくり政策課長から説明のとおり、まず勤務地に行く分については、それぞ

れ職員も同じですが、私用車で行くことになります。そこから出張が伴う場合は、本来で

あれば公用車と。配置できればいいのですけれども、全ての場所に公用車の配置までは今

至っておりません。そこで、地域おこし協力隊につきましても上浦幌が勤務地になってい

るところに関しましては本町で会議があったりとか、ほかの用務でやっぱり出向くことが

多いので、公用車を今まで２台配置していたということになっています。常室は、先ほど

の説明と重複してしまうのですが、比較的近い距離なものですから、私たち職員もそうな

のですけれども、登録した上で私用車での公用移動も可能としておりますので、そのよう

な取扱いをさせていただいております。ただ、今回公用車で全損ということになりました

し、またこれが仮に私用車で移動中の出張の場合の全損となると、またいろいろ保険の対

応とか、そういったもの確認して、登録をして、使用はさせているのですが、また別な問

題も発生するのかなと考えているところであります。 

 それから、議会とかいろんな報告関係なのですけれども、職員の交通違反等の基準に基

づきまして町のほうでそれぞれの措置をさせていただいていますが、今回は全損というこ

ともございましたので、行政報告をさせていただいて、本件の対応等も説明をさせていた

だきました。今後につきましてもそういった基準に基づきまして報告をしなければならな

いものはきちんと報告させていただきますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 予算書の38ページ、企画費の笑顔輝く地域づくり支援事業についてお聞きし
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ます。 

 先般補正でこのことについては１件のみということで理解をさせていただいたわけです

が、せっかくいい制度があるのだけれども、この活用についてやはり町民にそういったも

のを周知していく必要があるのかなという感じがするわけですけれども、その辺の考え方

についてお聞きしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇井上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問にお答えします。 

 笑顔輝く地域づくり支援事業、それに関しまして、町民の皆様に関しては年度末、ホー

ムページにより実績の報告をするということを毎年行っております。また、この２年、コ

ロナ禍において本来やるべき、もしくは継続して行っていた事業がなかなかできていない

という実態から、実績自体はこの２年間以前に比べて大幅に減っているのが現状でござい

ます。ただ、今議員が言われたとおり、この事業自体はボランティア精神を推進する上で

は非常にいい事業だと捉えておりますので、今後周知方法につきましては広報やホームペ

ージ等で積極的に行っていきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 この制度については、災害等についても対応していくというような説明を受

けたいきさつがあるわけですが、今23行政区ですか、自主防災のそういったものに対応し

ているということですが、そういった防災への活用ということでは何かそういった働きか

けとか、そういうのはしているわけですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり推進係長。 

〇井上まちづくり政策課まちづくり推進係長 ただいまの質問にお答えします。 

 自主防災に関して、防災資機材等の整備に関しましてもこちら笑顔輝くの事業で利用す

ることが可能となってございます。現在は、活平地区において以前そういった防災関係に

関するものを配備したという経過がございます。今後につきましても自主防災の組織の推

進に関しましては課題となっておりますので、こういった部分が使えるというこれまでの

実績を周知しながら、ぜひこの部分に関しても笑顔輝くで使えるのだということを各行政

区にも理解していただきながら自主防災組織も同時に進めていただければいいなと考えて

おります。 

 以上です。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、同じく企画費のその下の、新しく政策等調書に記載されております新婚生活支

援事業補助金についてお聞きしたいと思いますが、この政策等調書を見ますと、39歳以下
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の新婚世帯ということで、これ対象費用に年齢が29歳と39歳で、１世帯当たりは29歳の場

合は60万円で、39歳までは30万円ということが書かれておりますが、この辺の年齢におけ

る区切りという考え方についてちょっと説明受けたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課課長補佐。 

〇田村まちづくり政策課長補佐 議員のただいまのご質問にお答えいたします。 

 今回新規事業となりました結婚新生活支援事業につきましては、国の地域少子化対策重

点推進交付金事業、こちらのほうの事業を活用して行うとなってございまして、この事業

の中で示されている対象世帯についてこういった年齢制限を設けられておりますので、こ

の制度にのっとった形での制度設計とさせていただいております。よろしくお願いいたし

ます。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 予算書37ページ、説明資料は17ページ、２款総務費、１項総務管理費、７目

企画費の中のうらほろスタイル推進業務委託料についてご質問したいと思います。令和３

年度のこちらのうらほろスタイル推進業務委託料の予算が934万1,000円で、令和４年度が

1,238万5,000円、約300万円の増額で、先ほどの説明の中にサポート人材ということでの増

額だということでご説明ありましたが、このサポート人材というのはどういう人材になる

のか教えていただけますでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 うらほろスタイルの推進業務委託料でございますが、今回うらほろスタイル事業に関し

ましては地域おこし協力隊員を３名配置をしております。今回今年度をもって１名が卒業

いたしまして、２名ということになります。同じように補充も考えていたのですがうらほ

ろスタイルの協力隊員というのは学生時代から浦幌に来て、浦幌のことを分かっていて、

ここで働きたいという方を採用していた経過がございまして、ここ数年のコロナの状況で

浦幌のことを全く知らない学生たちが多いということで、協力隊員をなかなか募集するの

は難しいのではないかということで、まず１名の減員が理由になります。 

 それと、学校の中でもサポートする部分というのが非常にやっぱり求められているとこ

ろが大きくなりまして、それで協力隊員がいながらも今の現員の中ではそこの部分を実際

には運営することは難しいということもございましたので、今ＮＰＯのほうで事務局長と

１人選任の職員おりますが、同じような形でそういう社会教育、学校教育とかの資格なり

経験のある人材に人件費をお支払いして、協力隊員足りない部分をサポートしていただこ

うということで増やしているものでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 
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〇沼尾議員 今の説明ですと、今現在うらほろスタイル推進業務に携わっている地域おこ

し協力隊が今年度退職されると。その退職された地域おこし協力隊員がそのままうらほろ

スタイルサポートさんに入る、そのための人件費をお支払いするという認識でよろしいの

でしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 今年卒業する協力隊員がそのままサポート隊員ということではございませんで、卒業す

る隊員については町内に残っていただけるということで、側面的なサポートなり協力はし

ていただけるかなと思っていますが、別な形の新たな方をお願いしたいと考えてございま

す。 

〇田村議長 １番、沼尾議員。 

〇沼尾議員 ちょっと僕が理解できないのは、うらほろスタイル推進業務委託料で今現在

協力隊が入っていて、協力隊が１名抜ける。抜けたところの人件費を補填するというよう

な恐らくニュアンスなのだと思うのですが、その補填というのは行政がやるべきものなの

かということがちょっと理解できないのですけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、ＮＰＯなので、全て人件費をということでは考えてございません。

協力隊員が配置できない、業務が立ち行かないということで、協議もした中で今年限定の

措置ということで、あと令和５年度以降はどのような形でやっていけるのかということを

内部で相談しながらやってくれということでございますので、今年はうらほろスタイルの

事業が止まってしまっては困るという部分もありましたので、予算措置させていただいた

ということでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 先ほどの十勝うらほろ地域創生事業の件について伺います。 

 ページ数は政策等調書の中の74ページを見てください。この中で企業版ふるさと寄附金

とございますけれども、２億4,200万円、この寄附金というのはもう確定した寄附金なのだ

ろうか。まず、その辺伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長補佐。 

〇田村まちづくり政策課長補佐 ただいまのご質問にお答えします。 

 ただいまこの２億5,200万円の予定であります企業版ふるさと納税については、ある程度

の企業の目星というのは、全てではございませんが、つけさせていただきながら進めてい
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ますが、まだ確約といったところまでには達していないというのが現実でございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 そしたら、確定していないということで、ひょっとしたらこれだけの金額、

寄附金がないという可能性もあるのでないかと私自身は心配するわけなのですが、そのと

きにあくまで２億9,400万円の仕事を、創生事業にしていくということをうたっていると思

うのですが、今年度もしそれがなかった場合にこの事業が縮小するのか、それともこの事

業を満たすために町から金額を出すのか、ちょっとその辺伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 課長補佐。 

〇田村まちづくり政策課長補佐 ただいまのご質問にお答えします。 

 この事業につきましては、あくまでも推進交付金と、それから企業版ふるさと納税のみ

による事業の実施と考えておりますので、町から単費を出してということは一切考えてい

ません。そうしたことから、もし集まらないということになれば、事業の縮小と考えてご

ざいます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 なかなか私どもには、私どもというか、私には分かりにくい事業がいっぱい

あるのですが、やはりその中で創生キャンプ事業がありますけれども、この中で、企業協

働事業というのはあるから、何かそちらのほうからも恐らくこれに対する見返りがあるの

ではないかなと思うのですけれども、その効果とか、それからどういう形の中で効果を見

極めるのか、浦幌町にどれだけのメリットがあるのか少し伺います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長補佐。 

〇田村まちづくり政策課長補佐 ただいまのご質問にお答えします。 

 本町としてこの事業に取り組んでいる成果としましては、国に提出しております実施計

画というものがございまして、その中でいろんな数値目標としましてＫＰＩというものを

提出させていただいています。このＫＰＩを達成することが目標ということにさせていた

だいておりますので、それの達成に向けた事業と考えております。よろしくお願いします。 

〇田村議長 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問、補足させていただきます。 

 ＫＰＩという目標数値を立てておりまして、それも国のほうに事業承認をしていただい

ておりますので、その中では新規事業数ですとか、そういうような目標設定を立てながら、

それを効果としてやっていくということで、国の交付金もいただいておりますので、そう

いう実績の中で成果と、それから達成できていなければ今後の対応ということも当然言わ

れるという形になってございます。 
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 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 その数値目標というのは、具体的に町といいますか、町職員の方がつくるの

でなくて、事業起こした方も中心となってやっぱりこの事業の数値をつくっているのだろ

うと思うのですが、それでいいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長補佐。 

〇田村まちづくり政策課長補佐 ただいまのご質問にお答えします。 

 ＫＰＩの数値につきましては町のほうと、それから事業者のほうで協議をしながら達成

に向けて進めているというものになります。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 すみません。よく今言った数値目標のあれが私ちょっと理解していなかった

ものですから、申し訳ありません。それは、あくまで職員の皆さんが決めるのでなくて、

やっぱりこの事業に携わっている人たちがその目標をつくって、共につくって、その目標

に向かって、このうらほろ創生キャンプの事業として持っているということでいいのです

よね。その数値目標に至らない場合もたまにはありますよね。その報告というのはあるの

ですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃっているとおり、数値目標に関しては事業実施、任せるところとある程度

すり合わせをしながらどれぐらいの新規創業だとか新しい事業を起こせるのか、事業創出

できるのかということは相談しながら、事業費に応じてというところもございますので、

今回のように事業費が増えて上がってくるときには当然どういうところに成果なり、どう

いうものが出てくるのかという話があって、では同じような目標ということで立てている

ということでございまして、それに関しては、先ほど申し上げたとおり、間に入っている

のは地域協議会、産業団体等で構成する地域協議会の中で、その中で委託した事業に対し

てどうだったのかというような報告をいただいて、その中でご審議いただいているという

流れになってございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 すみません。何かあまり理解しないで勝手に聞いて思って、申し訳ありませ

ん。 

 それでは、今回この事業が全部行われている中でその数値目標が達成されるということ

で、今何となく気になるのは事業費によっては達成されない部分があるような話がちょっ

と聞こえたのですが、だからこの後は取りあえず予算としては２億円集める、企業版いた
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だくと、この後の年度からは、数年あるのですけれども、その金額も含めた中での事業の

達成を見ているということになりますね。それでよろしいでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長補佐。 

〇田村まちづくり政策課長補佐 ただいま議員のおっしゃるとおり、そういった形で認識

していただいてよろしいと回答させていただきます。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 申し訳ありません。いじめるつもりはございません。ただ、あくまで年度に

よって目標が違う。では、今年度は今年の目標がどの程度だったかというのは報告されな

がら次回の年度のまた目標も変わっていくと私は取ったのですが、それでいいですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇岡崎まちづくり政策課長 議員のおっしゃっているとおり、もともとこの事業は一般財

源を持ち出さずに企業版の中でやっていこうとは大前提でやっているものですから、企業

版の寄附がいただけない場合は一般財源を投入してやるべきものではないと思っていまし

て、それに見合った事業を実施してということになりますので、現在これだけの浄財を予

定していながら事業やっておりますけれども、もし集まらなければ事業費が下がるので、

目標もそれに伴って効果も変わってくるとご理解いただければと思います。 

〇田村議長 町長。 

〇水澤町長 まず、企業版ふるさと納税のそもそもの話ですけれども、これ国が今企業に

対して地方創生を図るべく税制の法人税の10％の中で全体のカバーを、基本的に納税して

いいですよということで、大々的に今進めている国の政策であります。町としては、この

企業版ふるさと納税を活用して、いかに浦幌町の活性化を図るかということが最大の課題

でありまして、それに向けてこのふるさと納税の活用する事業を国に上げて、そしてこれ

を国といろいろ協議をしながらこの形をつくってきたという状況であります。その中の財

源としては、国の財源とふるさと納税が寄附してくれる企業等を財源として行う事業であ

ります。それだけに一般財源がここから出ているという話では決してありません。ふるさ

と納税を使って事業をするためにはいろんな大きな枠組みをつくっていく必要があります

から、当然町とそれを行う、実行する企業体との中で組み上げてきた事業でありまして、

そういう面では予算は確保するためにいろんな事業体も苦労しながら今各企業に当たりな

がらこの財源を集めているという状況であります。今回のこの予算はこのぐらいの予算規

模でまず想定をして、組み上げてきた予算でありますから、当然これを目標にして企業の

皆さんに納税をしていただくということを目標に今進めているという状況でありますか

ら、これが確約されたのかどうかという点では今まさに各企業にお願いをしている状況で

ありますから、これが確約されているかといえば、されてはいないという状況であります。

ただ、この金額がなければこの事業は進めていけませんから、もし集まらなければ当然こ
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の事業自体が縮小されていくということになるだろうと思います。ただ、いずれにしまし

てもこの副業ボランティアを活用した十勝うらほろ創生事業とかいろんな部分がここに書

いてありますけれども、これらの事業を浦幌町の活性化に資する事業として町としてはこ

れを推進していきたいと思っていますから、何とか各企業からの協力を得ながらこの事業

を遂行していきたいなと思っているところであります。ぜひその辺は議員の皆様にも、前

にも説明したと思いますけれども、理解をしていただきたいなと切にお願いをしたいなと

思っているところであります。まず、間違いなく誤解されては困るのは、町の一般財源が

ここに入ってくるということは決してありませんので、よろしくお願いをしたいなと思い

ます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 

    ◎延会の議決 

〇田村議長 お諮りをいたします。 

 審議の途中でありますが、本日の会議はこの程度にとどめて、延会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、本日はこれをもって延会とすることに決定をしました。 

 なお、会議の再開は明日午前10時といたします。 

 

    ◎延会の宣告 

〇田村議長 本日は、これをもって延会します。 

 

延会 午後 ２時５７分 


