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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、平成２３年第

１１回美幌町議会定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、８番岡本美代子さん、９番坂田

美栄子さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。

去る１２月７日、議会運営委員会を開きま

したので、副委員長から報告を求めます。

１１番大原昇さん。

○１１番（大原 昇君）〔登壇〕 平成２３

年第１１回美幌町議会定例会の開会に当たり

まして、去る１２月７日、議会運営委員会を

開催しましたので、その内容と結果について

報告いたします。

本定例会に付議された案件は、議案１０

件、意見書案１件、報告事項３件外でありま

す。

本日１３日、第１日目は、まず、町長から

行政報告があります。その後、一般質問に入

りますが、通告順に、中嶋すみ江さん、新鞍

峯雄さん、坂田美栄子さん、松浦和浩さんの

４名を予定しております。

第２日目、１４日は、前日に引き続き一般

質問を行い、早瀨仁志さん、大江道男さんの

２名を予定しております。その後、議案審議

へと入り、議案第６７号辺地に係る公共的施

設の総合整備計画の変更についてから議案第

７１号平成２３年度美幌町一般会計補正予算

（第１０号）についてまでを審議いたしま

す。

第３日目、１５日は、議案第７２号平成２

３年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）についてから議案第７６号平成２

３年度美幌町水道事業会計補正予算（第２

号）についてまで議案審議を行い、その後、

報告第１４号定期監査報告についてから報告

第１６号例月出納検査報告についてまで報告

を受けます。

次に、意見書提出を求める要請、要望を受

理しておりますので、その取り扱いについて

報告いたします。

北海道索道協会からの免税軽油制度の継続

を求める要望については、意見書を作成し、

国などの関係機関へ提出することにいたしま

す。

また、北海道町村議会議長会からの環太平

洋経済連携協定に反対する意見書の議決要請

については、平成２３年第９回臨時会におい

て同趣旨の意見書を既に可決しているため、

資料配付といたしました。

以上のとおり審議を進めることとし、会期

を本日１３日から１５日までの３日間とした

い。

なお、審議の進行状況によっては、日程を

繰り上げるなど変更する場合もありますの

で、その際は理解と協力をお願いしたいと思

います。

以上で、議会運営委員会の報告とさせてい

ただきます。

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会副委員長からの報

告があったとおり、本定例会の会期を本日か

ら１２月１５日までの３日間としたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は、本日から１２月１５

日までの３日間と決定いたしました。

─────────────────────
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◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましても、印刷したもの

を配付しておりますので、御了承願います。

なお、吉住議員、体調不良のため遅参の

旨、鈴木農業委員会会長、所用のため明日以

降欠席の旨、松本選挙管理委員会委員長、所

用のため明日以降欠席の旨、それぞれ届け出

がありました。

また、本定例会中、町広報及び議会広報用

のため写真撮影を行いますので、御了承願い

ます。

なお、報道機関の写真撮影を許可しており

ますので、あわせて御承知おき願います。

以上で、諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第３ 行政報告

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 行政報告

について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２３年第１１回美幌町議会定例会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議員

各位に対しまして心から感謝いたしますとと

もに、行政報告と提出案件の概要について御

説明申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に、御寄

附、御寄贈についてであります。

まず、去る９月３０日に、東京都大田区に

お住まいの東京電波株式会社前会長、故熊谷

秀男様の長女吉濱有紀子様から、産業振興の

ために役立てていただきたいと３００万円

を、１０月３日に、旭川市にお住まいの狩野

純臣様から、故狩野哲也様が生前町にお世話

になったことから、町のために役立てていた

だきたいと１００万円を、１０月８日に、宮

城県仙台市にお住まいの佐久間洋子様から、

故佐久間重利様がかつて在住した町のために

役立てていただきたいと１００万円を、１１

月７日に、東京都世田谷区にお住まいの本田

忠盛様から、文化振興に役立てていただきた

いと３００万円を、それぞれ御寄附をいただ

いたところであります。

次に、９月２９日に、町内大通北４丁目、

株式会社安藤商会、代表取締役安藤一幸様か

ら、前社長である故安藤幸四郎様の一周忌を

迎えるに当たり、スポーツ活動に役立ててい

ただきたいと、トレーニング器具、フリーダ

ムトレーナー１台（１２０万２,０００円相

当）及びキャンプ用テント６張（４８万円相

当）を、１１月２４日に、町内青山北４４番

地の１にお住まいの吉住ユキ様から、故吉住

清様が生前町にお世話になったことから、事

故・災害対策などに役立てていただきたい

と、ストロングスリムキャンプベッド１１０

台、封筒型シュラフ２２０個（１０５万円相

当）を、それぞれ御寄贈いただいたところで

あります。

これらの御厚志をありがたくお受けし、御

趣旨に沿って活用してまいります。

第２に、１１月２８日現在の建設工事進捗

状況についてであります。

提出いたしております参考資料のとおり、

本年度に計画しております工事件数４３件の

うち、土木工事１２件、建築工事４件、上水

道工事１０件、浄化槽工事１５件の計４１件

の発注をいたし、消化率では件数で９５.３

％、工事額で７８.１％となっております。

なお、債務負担行為により施工しておりま

す第１３１号道路外３改良舗装工事２件は平

成２３年９月６日に完成し、第Ⅲ期埋立処分

場浸出水処理施設建設工事２件は平成２４年

２月２９日までに、（仮称）文化ホール建設
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工事３件は平成２４年６月２９日に完成する

予定となっております。

また、繰越明許費による工事８件は、平成

２３年１２月９日完成予定の農業活性化緊急

基盤整備工事１件を残し、すべて完成してお

ります。

第３に、農作物の生育状況についてであり

ます。

ことしの雪解けは平年より３日早く順調に

進み、４月上旬は平均気温及び日照時間とも

平年を上回りましたが、５月前半は低気圧や

気圧の谷の影響により、気温は低く、日照時

間は少なく、降水量が多いことから播種作業

がおくれ、その後の農作物の生育おくれを心

配したところであります。

６月は、１０日夕刻に寒気の影響から大気

の状態が不安定となり、局地的なひょうや雷

を伴う激しい降雨により農作物も一部被害を

受けましたが、平均気温及び通算日照時間は

平年を上回りました。

７月は中旬に不安定な状況もありました

が、８月には９日連続の真夏日を記録するな

ど、平均気温、積算日照時間ともに平年を大

きく上回りました。

９月は、台風により降水量が平年を上回

り、１０月にかけての収穫期も周期的に天候

が変化しましたが、平均気温及び積算日照時

間は平年を上回りました。

こうした状況から、寒冷地作物である小

麦、てん菜、バレイショの主要３品目は高温

障害と湿害の影響を一部受けているところで

ありますが、豆類は平年に近い作柄が見込ま

れ、タマネギ等の園芸作物についても、６月

の降ひょう、降雨による影響を徹底した防除

などの肥培管理により最小限に抑えておりま

す。

農作物の予想される収量並びに品質は、水

稲は、８月上旬の高温で生育が進んだことか

ら、収量、品質ともに平年を上回り、やや良

となりました。

秋まき小麦は、６月中旬から７月にかけて

高温の日が続き、登熟期間が短くなったこと

から、収量、品質ともに平年を下回り、やや

不良となりました。

また、秋まき小麦の播種作業は、台風の影

響を受けたことから、平年より８日おくれと

なっております。

てん菜は、高温障害の影響を受けたことか

ら、糖分、収量ともに平年を下回る見込み

で、やや不良（３日おくれ）であります。

バレイショは、高温多湿の影響を受けたも

のの、平年並み（２日おくれ）であり、でん

粉価は平年を上回る見込みであります。

タマネギは、収量、品質ともに平年並み

（４日早い）となる見込みであります。

豆類は、８月上旬以降の高温で生育が進

み、大豆及び小豆は平年並み（３日早い）

で、収量、品質とも平年を上回る見込みであ

ります。

菜豆も同様に平年並み（３日早い）であり

ますが、品質については平年を下回る見込み

であります。

牧草及びサイレージ用トウモロコシは、平

年並みの収量、品質を確保することができま

した。

なお、５月から１０月における降水量、気

温、日照時間は、参考資料のとおりでありま

す。

次に、御提案いたします議案について御説

明を申し上げます。

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更について。

議案第６７号は、辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関す

る法律に基づき、田中辺地に係る公共的施設

の総合整備計画の変更を行おうとするもので

あります。

条例の改正について。

議案第６８号美幌町税条例等の一部を改正

する条例制定については、地方税法等の改正

に伴い過料及び寄附金税額控除などの改正を

行おうとするものであります。

議案第６９号災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正する条例制定については、
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災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴

い、支給する遺族の範囲の改正を行おうとす

るものであります。

議案第７０号美幌町立学校設置条例の一部

を改正する条例制定については、無償譲渡を

受ける旧北海道美幌高等学校校舎及び校舎敷

地を町立美幌中学校として活用するための位

置変更を行おうとするものであります。

各会計補正予算について。

まず、一般会計の主なものとしては、地方

債及び（仮称）文化ホール整備事業に係る債

務負担行為の補正のほか、寄附金として９９

７万５,０００円、ふるさとづくり基金積立

金として８７０万円、雇用対策事業委託料と

して２００万円、交流促進センター維持管理

委託料として３２７万２,０００円、東陽小

学校体育館暖房機修繕料として６８４万９,

０００円、（仮称）文化ホール建設外構等周

辺整備工事請負費として１,８６９万円など

を初め、事務事業の確定に係る整理及び補助

金等の確定による補正を行おうとするもので

あります。

次に、特別会計等の主なものであります

が、国民健康保険特別会計については、療養

給付費、高額医療費及び特定健診委託料の増

額を、後期高齢者医療特別会計については、

保険料の増に伴う広域連合市町村保険料等負

担金の増額を、介護保険特別会計について

は、プログラム改修委託料の増額を、公共下

水道特別会計については、地方債の増額及び

平成２２年度地方債の借入利率確定に伴う利

子償還金の減額を、水道事業会計について

は、企業債及び浄水場運転管理事業に係る債

務負担行為の補正のほか、平成２２年度企業

債の借入利率確定に伴う利子償還金の減額な

どの補正を行おうとするものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、行政報告と提出案件の概要説明といたし

ます。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） これで、行政報告を

終わります。

─────────────────────

◎日程第４ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 一般質問

を行います。

通告順により、発言を許します。

５番中嶋すみ江さん。

○５番（中嶋すみ江君）〔登壇〕 本日は２

点について質問させていただきます。

１点目、３ワクチンについて。

平成２４年度のヒブ、小児用肺炎球菌、子

宮頸がんの３ワクチンの接種公費助成事業の

継続について。

現在、本町で実施されておりますヒブ、小

児用肺炎球菌、子宮頸がんの３ワクチン接種

に必要なワクチン接種緊急促進臨時特例基金

事業は、国の今年度限りの補助事業のため、

平成２３年度で終了いたします。

ある小児科医の予防医学コラムによります

と、ヒブワクチンの効果について次のように

書かれておりました。ヒブ髄膜炎は、初期症

状が風邪症状と区別がつきにくく、診断され

ても耐性菌がふえているため、治療が難しく

なっている。このためワクチンの研究が進

み、１９８７年にアメリカで使用が開始され

ました。そして、欧米諸国では、１９９０年

前後にはすべて定期接種になりました。ま

た、現在は、世界１２０カ国でヒブワクチン

を使用しています。１９９３年に定期接種化

したデンマークでは、導入後、ヒブ髄膜炎は

激減し、ついに２００３年にはゼロになり、

世界じゅうからも同様の報告があります。ま

た、先進国では、既にヒブ髄膜炎は過去の病

気になっています。小児用肺炎球菌ワクチン

についても、世界じゅう１００カ国以上が使

用しております。そして、日本のワクチンの

導入が世界におくれること１５年、この間に

失われた命を、今なお後遺症に悩む人を考え

ると残念でなりませんと書かれておりまし

た。そして、すべての乳幼児がなるべく早期
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に接種することが強く望まれるとの内容でし

た。

また、子宮頸がん予防ワクチンも、世界で

１００カ国以上が使用しており、思いは同じ

であります。

このような観点から、予防を推進していく

ことは重要だと考えます。

来年度の国の３ワクチン接種事業の方針

は、厚生労働省から今月中に通知が出るよう

ですが、そこで、来年度におきまして、国が

補助事業を促進しなくとも、本町では、対象

者に引き続き全額補助で接種する考えはある

か、また、今後も継続していくお考えがある

か、お伺いします。

２点目、アレルギー疾患対応について。

エピペン（アドレナリン自己注射薬）保険

適用開始に当たっての対応について。

ことしの９月２２日から、重い食物アレル

ギーなどの症状を和らげるアドレナリン自己

注射薬エピペンが保険適用になったことを受

け、質問させていただきます。

このエピペンは、平成１５年にハチの毒に

よる重篤症状への補助治療薬として承認さ

れ、平成１７年には、食物・薬物によるアレ

ルギーにも使用が認められました。本人が自

分の手で太ももに注射できるものでありま

す。

また、文部科学省から、教育現場において

もアナフィラキシーショック、これは食物ア

レルギー症状が皮膚症状にとどまらず、呼吸

器、消化器など複数の臓器に強い症状があら

われ、さらに血圧低下や意識がなくなり命を

落としかねない状態で、児童生徒が危険状態

になったときに対して教職員がエピペンを

打っても医師法に触れないので、適切な対応

をとるように学校のアレルギー疾患に対する

取り組みのためのガイドラインも出ておりま

す。

ことしの日本アレルギー学会春季臨床大会

では、平成１５年の承認から平成２１年まで

にエピペンは約１１万本販売されており、解

析可能な使用症例４４９例の９５％で症状が

軽快、回復し、患者に大きな安心感を与えて

いると報告されています。

また、ＮＰＯ法人アレルギーを考える母の

会が今春実施しましたアンケートによります

と、エピペンの１本当たりの価格は１万２,

０００円から１万５,０００円と高額なた

め、エピペンの使用をためらっていた保護者

も多くいることが報告されております。

このように、保険適用で費用負担が軽減さ

れることで、今後、使用者の増加が見込まれ

ることを考え、教職員や保育園等保育士によ

るエピペン注射などの対応やアレルギーを持

たない生徒への理解と教育及び保護者への対

応についてのお考えをお伺いします。

同様に、保育園また保育所等における本件

に対する保育士への研修や保護者への対応に

ついてもあわせてお伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 中嶋議員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、３ワクチンについて、平成２４年

度、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がんの３

ワクチンについての接種公費助成事業の継続

についてであります。

美幌町では、国が定める子宮頸がん等ワク

チン接種緊急促進事業に基づき、平成２３年

１月１４日から、子宮頸がん、ヒブ、小児用

肺炎球菌ワクチンの３ワクチンについて、該

当される年齢の方へ任意接種事業を実施して

いるところであります。

子宮頸がんワクチンの接種につきまして

は、中学１年生から高校１年生の女子を対象

とし、３回の接種を行うのですが、平成２３

年３月３日付、厚生労働省より、全国的供給

不足が生じたため、当分の間、初回接種者へ

の接種差し控えを行うとの通知がありまし

た。その後、供給量の確保により、平成２３

年６月付、厚生労働省の通知を受け、段階的

に接種再開を行い、７月２０日にはすべての

対象学年に接種できる体制となったところで

あります。

その間、町といたしましては、５回にわた
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り、新たに対象となる方への個別通知の実施

や、美幌医師会の御協力を得て、平成２３年

１０月末現在の接種率は、全道７４.４１％

に比べて美幌町は８６.３５％と高く、多く

の方に接種いただいているところでありま

す。

また、ヒブと小児用肺炎球菌ワクチンにつ

きましては、ゼロ歳から４歳を対象とし、接

種回数は接種する年齢により異なり１回から

４回の接種を行うのですが、平成２３年３月

４日付、厚生労働省より、接種後の死亡事例

が複数報告されたことから、一時的に接種を

見合わせるとの通知がありました。その後、

平成２３年３月２４日付、厚生労働省より、

国の専門家会議で評価を行った結果、安全

上、問題はないと判断されたことを受け、医

師会との打ち合わせを行い、個別通知によ

り、町では４月１日から接種を再開している

ところであります。

なお、平成２３年１０月末現在の接種率

は、ヒブは、全道３９.５５％と比べて６０.

４７％と高く、また小児用肺炎球菌は、全道

４４.３６％と比べて６３.５７％と高くなっ

ております。

御質問にありました子宮頸がん、ヒブ、小

児用肺炎球菌ワクチンの接種に関する国の補

助事業の延長につきまして道保健福祉部へ確

認しましたところ、厚生労働省としては、各

方面からの要望も強いことから、補助事業の

必要性をとらえ、継続実施に向けて現在、財

務省と調整中との状況であると確認している

ところであります。

今後につきましても、美幌町としましては

任意接種事業でありますが、予防効果も高い

ことなどから、国の接種補助事業継続に向け

て、引き続き、関係機関へ要望を続けていき

たいと考えているところであります。

次に、アレルギー疾患対応について、エピ

ペン（アドレナリン自己注射薬）保険適用開

始に当たっての対応についてでありますが、

学校の対応もありますが、私のほうで１回目

は一括して答弁をさせていただき、学校に関

する２回目以降については、教育委員会のほ

うから答弁をさせていただきたいと思いま

す。

エピペンは、アナフィラキシーショック症

状が起きた際に、本人もしくは保護者がみず

から注射する目的でつくられたアドレナリン

自己注射薬です。

このエピペンの使用に当たって、そのとき

の症状によっては、児童生徒がみずから注射

できないことも考えられますので、万一の際

に、学校としての対応を定めておくことは非

常に重要なことであります。

学校における児童生徒のさまざまなアレル

ギー疾患の対応として、文部科学省監修の

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガ

イドライン」に沿って対応しておりますが、

現在、町内の学校でエピペンを処方されてい

る児童生徒はおりません。今後、エピペンを

使用する児童生徒が在籍する際には、それぞ

れの主治医から学校生活管理指導表の提出を

受け、それをもとに保護者と十分協議を行い

ながら、エピペンの保管場所や緊急時の対応

などについて各学校で定め、養護教諭はもと

より、クラス担任、教頭など複数の教員が注

射できる体制をとってまいります。

また、アレルギーを持たない生徒への理解

と教育につきましては、他の児童生徒の理解

を得ることは重要ですが、一方で、アレル

ギー症状はさまざまであり、また、当事者で

ある児童生徒及び保護者の意向を踏まえて対

応しなければならないことから、児童生徒の

発達段階に応じて総合的に判断してまいりた

いと考えております。

また、保育園等におきましては、保育所保

育指針及び保育所における質の向上のための

アクションプログラムを受け、平成２３年３

月に作成された「保育所におけるアレルギー

対応ガイドライン」により対応しておりま

す。具体的には、入園前に保育士等が保護者

と面接し、アレルギー疾患等を含め、保育に

特別な配慮が必要な園児につきましては、保

護者の同意を得た上で主治医と連携するな
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ど、事前に把握し、保育体制を整えて受け入

れることとしております。

現在、エピペンを処方されている園児はお

りませんが、近年、アレルギー疾患を有する

園児が増加傾向にあることから、エピペンの

取り扱いを含め、研修等により知識を深め、

アレルギー疾患を持つ園児が安心して保育を

受けられるよう、保護者、嘱託医及び消防機

関等と十分に連携しながら対応してまいりた

いと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） それでは、３ワク

チンについてから再質問をさせていただきま

す。

今の御答弁から、全道の接種率より美幌町

の接種率が高いことをお聞きしまして、美幌

町は保護者の方々の予防に対する意識が高い

ことを認識させていただきました。子供は未

来の宝であります。健全に育つことは大切で

あります。

また、予防の意識の高さから思うことは、

現在、小学校６年生女子のお子さんを持って

いる保護者、また、来年度に出産される対象

者の親御さんにおきましても、次は我が子が

無料で予防接種できる番と思っているのでは

と考えます。

補助がなければ金額も高く、接種率も下が

るのは目に見えます。任意接種であります

が、来年度の対象者は、子宮頸がんワクチン

におきましては、新中学１年生女子のみ、９

月現在で１１３名が対象者となっておりま

す。来年度、本町独自でも全額補助で推進す

る取り組みはあるか、お考えをお伺いいたし

ます。よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この３ワクチンにつ

いては、一つは、子宮頸がんについては、が

んの中でも唯一予防できるというようなこと

であります。また、ヒブと小児肺炎球菌につ

いては、やはりお子さんが将来にわたって重

い障害をしょわないようにということで取り

組んできたところであります。

これは定期接種の中に入っておりません。

それで、国もこういったことに着目して、平

成２３年度について、都道府県で基金を使っ

て、それで実施をするということで、ただ、

これは１年限りということでありますけれど

も、けさの新聞をちょっと見ましたら、政府

は１２日、２０１１年末で期限切れとなるこ

ういった取り扱いをさらに１年延長するとい

う方針を固めて、これから協議を重ねていく

ということで、見通しとしては１年延期され

るのかなと思っております。

ただ、やはりこれは定期接種になっており

ませんので、毎年の予算でどうにかするとい

う話では、なかなか各市町村も取り組みが鈍

る部分もあるのではないかなと思いますの

で、私どもとしては、一つは、定期接種に

しっかりと位置づけていただくということを

声を上げて言っておりますし、今後も上げて

いきたいし、定期接種になることによって、

交付税なりで財源措置がされるということで

ありますので、我々としても非常に取り組み

やすいと、そんな思いでおります。

過日、１０月２６日に札幌で行われた全道

町村会の政策懇談会の中でも、私、たまたま

民生部会に入りましたけれども、その中でも

話題として、このワクチンの継続、これを強

く国に求めていくべきだという話がありまし

た。

ただ、これは道が基金を持って、道がやっ

ているような事業という勘違いされる方おり

ますけれども、これはあくまでも国でありま

す。高橋知事も就任時に女性の立場として子

宮頸がんについては取り組んでいきたいと

言ったのですけれども、国がこういった措置

をとったので、道は今のところ特段の措置が

ないということでありますから、定期接種に

向けて、そして財源措置は道もしっかりと考

えてほしい、そして、国もそういったこと

で、定期接種にすることによって財源措置も
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しっかりとってほしいということを引き続き

声を上げていきたいと、そんなふうに考えて

おります。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 今のお話を聞きま

して、ぜひ、定期接種になることが一番望ま

しいことだと思います。

そこで、今、小児科医のコラムも御紹介い

たしましたけれども、ワクチンの導入がおく

れたことで失われた命、また、今なお後遺症

に悩む人を考えると残念でなりませんと、こ

の言葉は本当にすごい重みを感じます。

それで、今年度は、今お話しされたように

国としても継続の方向性があるようですけれ

ども、それをはっきり今、美幌町として継続

していただけるかどうか、本当に失われた命

とか、そういう言葉の重みを感じますので、

来年度、２４年度は継続する考えがあるのか

どうか、もう一度お伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほど１回目の答弁

で、全道的にもかなり高い接種率ということ

で、これは議員おっしゃるとおり、保護者の

意識が高いということもあると思いますけれ

ども、何より、医師会の先生方の協力が非常

に大きいというようなことであります。ま

た、美幌町独自の取り組みとして、個別通知

を行っているということもあわせてやってお

りますので、そういったことが接種率が高い

という結果にあらわれているのではないかな

と思っております。

今、今後においても町独自でもというお話

でありましたけれども、２４年度以降、対象

人数から積算すると約２,２００万円ぐら

い、この３ワクチンにかかるということであ

ります。このほかにいろいろ三種混合とか、

たくさん定期接種のものを町としてやってお

りますので、これらを含めると相当な金額に

なるということでありますので、引き続き、

先ほど申しましたように、国あるいは道の財

政措置をしっかりとってもらいたいと。

これは一つには、少子化対策の具体的なも

のだと、そういう位置づけをしっかりしても

らいたいなと思います。議員も政党から出て

おられるということでありますから、ぜひ、

党のほうにも強い要望を言っていただきたい

なと思いますし、我々も、全道レベルでそう

いう話題としても出ているということであり

ますから、今後しっかり声を上げながら、継

続的にそういう対応ができるように声を上げ

ていきたいと、そんなふうに思っています。

特に、子供さんが将来にわたって重い障害

を持たれることがないようにというのがやっ

ぱり一番ではないかなと思っております。仮

に、単費でやるとしたら、やはりどこかお金

を削りながら、これに充てていくというよう

なこともやっていかなければいけないので、

全部が今までどおりやって、これも上乗せす

るというのは、なかなか現下の状況では厳し

いというようなこともありますので、そう

いった国、道の動向も見ながら対応していき

たいと、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 公明党もこのワク

チンにつきましては、小宮山厚生労働大臣の

ほうに訴えております。さらにまた訴えてい

ただくように私のほうからもお話しさせてい

ただきます。

そこで、本当に子供が健全に育つというこ

とは、美幌町にとりましても宝になります。

それで、ぜひ、来年度、再来年度も継続化、

国とともに、国よりも先に美幌町が、国がし

なくても美幌町がやるのだという思いで、美

幌町の将来のためにやっていただけるよう、

継続化していただけますように要望いたしま

して、この質問は終了させていただきます。

続きまして、エピペンの保険適用に当たっ

てについての再質問をさせていただきます。

今の御答弁から、現在、美幌町は、エピペ

ンを使用されている児童生徒がいらっしゃら

ないということでしたが、平成２０年４月に

出ております「学校のアレルギー疾患に対す
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る取り組みガイドライン」では、近年は生活

環境の変化により、アレルギー疾患はまれな

疾患ではなく、学校やクラスに各種のアレル

ギー疾患を持つ児童生徒がいるという前提に

立った取り組みが必要であるとの認識が示さ

れております。

また、全国の学校栄養士を対象に行われた

文部科学省の調査では、学校給食による食物

アレルギー症状の約６０％は新規の発症であ

り、小学校入学以降に初めて食物アレルギー

を起こす児童生徒が半数を超えていた。ま

た、本人以外で食物アレルギーの症状の第一

発見者は、学級担任が４０％で最多であっ

た。養護教諭が対応した例が５４％で最も多

かったとの調査結果があります。

また、ショック症状を起こすと症状の進行

が早く生命を脅かす危険な状態になるので、

敏速な対応、行動が要求されるので、保護

者、主治医、学校と連携を図り、対応を整え

ておくことが大切です。

以上のことからも、アレルギー疾患は本当

にまれな疾患ではなくなったなと考えられま

す。そして、アナフィラキシーをお持ちで苦

しんでいる方にとっては、命を落としかねな

いショック状態の重症化の不安から解消され

るものが唯一エピペンであります。それが保

険適用になりました。アナフィラキシーをお

持ちの方は本当に待ちに待っていたことと思

います。

そういう観点からも、エピペンが処方され

る子供さんが出るという想定、前提の対応は

大事かと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） ただいま議員が御

指摘のとおりでございまして、このアナフィ

ラキシーショック症状に限らず、さまざまな

アレルギー症状がございます。美幌町におき

ましては、新入学児童も含めて給食を提供し

ております。その中で食物アレルギーですと

かさまざまなことがございますので、当然に

保護者の皆さん方と学校との間で、その子供

のそういう症状を持っている状況も十分把握

をした上で給食の提供を行っているというこ

とであります。

このアレルギーにつきましては、食物アレ

ルギーのみならず、ハチの問題もございます

し、さらには樹木の問題ですとか、さまざま

な分野でアレルギー症状が起こっているとい

うことでありますので、学校におきまして

も、これは今どうのということではなくて、

もう既にこのさまざまな症状を持っている子

供たちに対する対応も含めて、学校内では一

定のそういう体制ができているということで

あります。

ただ、このアナフィラキシーショックも含

めて、現実に状況も変わるというようなこと

もございますので、これは各学校において教

職員を初め、それらに対応できるような、そ

ういう資質といいましょうか、そういう対応

するために準備はしなければなりませんの

で、これは引き続き、教職員に対しても対応

をとれるような研修を深めてまいりたいとい

うふうに思います。

あわせて、そういう症状を持っているお子

さんがどうのこうのということではなくて、

こういう食物アレルギーも含めて、さまざま

なことが今子供の周りで起こっているという

ことの理解を深めていただくということも一

方で必要なことだろうというふうに思います

ので、保護者の皆さん方にも、このような状

況にあるよという状況をお知らせするよう

な、御理解をいただけるような場も設けてま

いりたいと、このように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） そこでちょっとお

伺いしたいのですけれども、平成２０年１２

月時点で、エピペンを携帯されていた児童生

徒が１人おりましたが、そのときには、この

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガ

イドライン」は出ておりましたが、よろしけ

れば、在学しておりました学校ではどのよう

な対応をとられていたか、そして、どの児童

生徒がエピペンを携帯し、どこに置いてある
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かなど具体的な情報を教職員が共有し、万が

一に備えて打ち方を練習し、教職員が打てる

体制であったか、お聞かせいただけるでしょ

うか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 打ち方の練習はど

うであったか、ちょっと定かではございませ

んけれども、現実に中学生に１人いたことは

事実であります。当然そういう子供が自己注

射薬を持っているわけでありますから、教職

員はその状況を当然のことながら承知をして

おりましたし、このケースの場合は、このお

子さん、クラブ活動もやっておりまして、そ

のクラブ活動に参加している生徒の皆さん

も、実はこの症状というか、こういう状況を

承知しておりまして、そのクラブ活動におい

ては、もし万が一そういうような状況が発症

したときに、どこそこに連絡をするとか、そ

ういう体制もとっていたと、こういう状況に

ございます。当然のことながら、クラブ活動

の中でそういうこともやっていただいており

ましたので、教職員もそういう認識といいま

しょうか、情報はともに共有をしていたとい

うことであります。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） わかりました。い

や、こういう症例があったものですから。

エピペンを預かっていたにもかかわらず、

対応しなかった症例がありました。それは

ショック状態のときに、教職員が注射してい

いことが伝わっていなかった。また、担当教

員と保護者が献立を確認していたが、気づか

ずに食べてしまったが、注射をする取り決め

を交わしていなかったとか、医師法に触れな

い通知を誤認して児童本人、保護者、搬送先

の医師が使用するものと思っていた、そうい

うような取り組みの不徹底があったというこ

とが載っていましたので、ちょっとそのとき

はどうだったのかなと。そういう体制がとれ

ておりましたら、このたびのようにエピペン

が保険適用になったことにおきましても、少

し安心かなと思いました。しかし、どの職場

でも初めて使用するものは、研修、練習する

のは当然であります。不安なく使うべきとき

に使えるようにするためにも、教職員、保育

士にとってもすぐ注射を打てるわけではあり

ませんので、研修、練習は必要と思います。

それに対していかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） この御質問、実

は、ちょっと時期は定かでございませんけれ

ども、過去にこういう御質問をいただいてお

ります。そのときに、教職員が医師法違反に

問われるのではないかとか、何か事故が起き

たときの責任を問われるのではないか、そう

いうような御質問がございまして、これは明

らかに緊急時の救命ということでありますの

で、これはそういうことはございませんとい

う御答弁を申し上げた覚えがございます。

今、確かにそうそう起こり得ることではご

ざいませんので、もしそういう場合が生じた

ときに、ある意味で現場においては突発的な

対応をしなければならないということで、研

修というのは非常に重要だというふうに思い

ます。練習というのは、事実、注射を打つと

いうことについての練習というのは、なかな

かこれは難しい話ではあると思いますけれど

も、そういう研修というのは、当然、その

時々だけではなくて、いつの状況が起きても

対応できるような、そういう研修というのは

当然のことながら必要なことでございますの

で、これは先ほども申し上げましたとおり、

その徹底を図ってまいりたいと、このように

思います。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 次です。アレル

ギーを持たない生徒への理解、教育について

でありますが、ガイドラインには、アレル

ギーを持たない児童生徒から理解を得ながら

進めていくことが重要であると示されており

ます。そして、アレルギーを持つ児童生徒

も、ほかの児童生徒と同じく、不自由なく安
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心して学校生活が送れるよう、学校がどう取

り組むかのガイドラインでもありますが、ア

レルギーの症状の皮膚炎を一つとりまして

も、ひどくなると衣類が触れることで出血し

たり、目が腫れ上がったり、見た目も大変な

状態であります。本人も大変苦痛でありま

す。また、人目を避けたいという、そういう

気持ちも働きます。それがいじめ、登校拒否

などの原因にもなりかねません。その大変さ

をアレルギーを持たない児童生徒が理解し、

同じ痛みを感じ取り、ともに共有し合うよう

に導いていくのは大切なことと思います。い

かがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 今御質問の中に、

そういう症状を持っているお子さんが他の児

童生徒に、知識のないままにそういう症状が

わかったときにいじめにつながるというよう

なお話もございました。まさに子供たちがこ

ういう食物アレルギー、その他いろいろな疾

患に伴って大変な思いをしている子供がいる

ということの一般的な知識というのは、これ

は当然必要なことでありますけれども、ある

特定の子供さんがこういう状況にあって、そ

れを他の子供たちが理解をするという話にな

りますと、今みたいな問題も出てくるという

ことでありますので、先ほど町長から答弁を

申し上げましたけれども、やはりその子供の

発達段階に応じて何ができるかということが

とても大事なことだろうというふうに思いま

す。

このアナフィラキシーにとどまらず、さま

ざまなアレルギー症状ですとか、これ、アレ

ルギー症状のみならず、例えば身体的なさま

ざまな課題を抱えている子供さんもいます。

そういうことも含めて、他人を思いやる心と

いうことだというふうに思いますけれども、

これらのことについては、それは日常的に子

供たち、児童生徒にしっかり伝えていかなけ

ればならないということだろうというふうに

思いますので、その中で対応してまいりたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 学校保健会には啓

発に使える紙芝居とか本とかがあるそうで

す。その学年に合ったものを活用し、単に給

食などが食べられない、飲めないというので

はなくて、命にかかわる問題ということを

知ってもらい、正しく理解してもらうことは

大切かと思います。また、同じく保護者にも

理解をしていただく、理解を広げることは大

切かと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 理解を求めるため

の手段というのはさまざまあるだろうという

ふうに思いますので、今お話があったような

ことも含めて対応してまいりたいというふう

に思いますけれども、要するに、ある部分

で、ある一点だけをとらえてどうのこうのと

いう話にはなかなかなり得ないと。つまり、

先ほども申し上げましたが、総体的にアレル

ギー疾患も含めてさまざまな分野で命を大切

にするという気持ちを養っていくと、培って

いくということは大事なことでありますの

で、そういう意味で対応してまいります。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） アナフィラキシー

を発症する比率は、食物アレルギーの１０％

の人が発症するそうです。その症状は、先ほ

どもお話ししましたけれども、皮膚にあらわ

れ、どんどん症状が進行し、呼吸器、消化器

にと陥ったとき命を落としかねない症状にな

ります。学校ではそういう状態を常に想定し

た対策をとることがガイドラインで強調され

ていると思いますので、エピペンが保険適用

になったことを受けて、防災対策と同じく想

定した対応を学校、保育園、保育所、学童保

育所等にも取り組んでいただけるよう要望い

たしまして、きょうの質問を終わらせていた

だきます。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。
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○教育長（川崎俊郎君） エピペンがこうい

う保険適用になったということで、使われる

頻度が多くなるのではないかということもご

ざいますけれども、本当にアレルギー症状を

抱えている児童生徒というのは非常に多く

なってきています。そういう中で、学校生活

管理指導表というのがございまして、この中

で、例えば食物アレルギーですとか、あるい

は、そのほかのいろいろなアレルギー症状が

ございますけれども、これの具体的な、何に

よって起こるのかとか、さまざまな観点から

指導表というものを作成いたして、個々の子

供さんの症状に対応するということで今進め

ておりますので、お話としてはそのとおりで

ありますので、そういう方向で頑張ります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、５番中嶋す

み江さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１１時１０分といたします。

午前１０時５９分 休憩

────────────────

午前１１時１０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により、発言を許します。

１番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 私は、さき

に通告いたしました２点２項目について質問

をいたします。

まず、１点目でございますけれども、節電

対策についてでございます。内容は、街路

灯、公園灯の節電についてでございます。

３月１１日発生の東日本大震災による節電

の取り組みとして、町では、街路灯の一部に

ついて、間隔を置いて間引き消灯を実施して

おります。この節電については、私自身、当

分の間このまま継続すべきであると思ってお

ります。間引き消灯から約１０カ月を経過し

ておりますけれども、これまでにどの程度の

節電効果が得られたのか、お示し願いたいと

思います。

２点目につきましては、ごみ処理対策であ

ります。生ごみの再資源化に対する取り組み

についてであります。

現在、町で回収しているごみの４０％は生

ごみであります。今はそのまま埋めています

けれども、資源として再生させ、有効に利用

することで、経済効果と埋立施設の延命化に

もつながります。町としては、避けては通れ

ない課題として早急に取り組むべきであると

思いますが、町長の考えをお伺いいたしま

す。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 新鞍議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、節電対策について、街路灯、公園

灯の節電対策についてでありますが、３月１

１日に発生した東日本大震災により、全国各

地において節電の協力要請がなされ、本町に

おきましても、災害事情をかんがみ、３月２

２日から街路灯の一部において間引き消灯の

節電に取り組んでいるところであります。

節電の実施内容でありますが、当初、防犯

上及び安全上支障がないと判断いたしました

町道４路線に設置されております街路灯１３

８灯のうち４２灯の消灯に取り組み、その

後、街路樹により遮光されたことなどから３

灯を点灯し、現在は３９灯を消灯していると

ころであります。

御質問の節電効果についてでありますが、

節電に取り組んでいる４路線のうち最も消灯

数が多い公園通におきましては、４月から１

１月分までの８カ月分の使用電力量で約１万

２００キロワットの節電効果となっておりま

す。また、ほかの３路線におきましては、定

額料金となっている街路灯もあることから節

電実績が把握できない状況ですが、試算を

行ったところ、４月分から１１月までの８カ

月間の使用電力量で約９,０００キロワット

の節電効果が見込まれるものであります。

今後も節電に対する意識づけや地球温暖化
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対策の観点から、街路灯の間引き消灯は継続

実施する予定ですが、防犯上及び安全上に配

慮し、状況に応じて柔軟に対処していく所存

でありますので、御理解のほどをお願いいた

したいと思います。

次に、ごみ処理対策について、生ごみの再

資源化に対する取り組みについてであります

が、本町のごみ処理につきましては、昭和６

２年度に最終処分場を整備し、混合収集によ

る埋立処分を行ってきましたが、急増するご

みにより、第Ⅰ期埋立処分場が平成８年度途

中で計画高となり、平成９年２月から第Ⅱ期

埋立処分場の供用を開始いたしております。

埋立処分場の延命化方策として、平成９年

度から資源ごみの分別収集を開始し、平成１

７年４月からは容器リサイクル法に基づくプ

ラスチックを資源ごみとして収集し、さらに

同年９月から一般ごみを有料化し、ごみの減

量化を図った結果、当初計画の平成１８年度

から平成２３年度まで５年間延命化をするこ

とができ、分別化、有料化による年間処理量

も１万４,０００トンから７,０００トンへの

減量化が図られました。

生ごみを減らす最もよい方法としては、堆

肥化などの方法によって再資源化することで

あり、町としても、これまでに一般家庭を対

象として、平成３年度から平成８年度にかけ

て、生ごみの堆肥化容器、いわゆるコンポス

ト１,５００個の購入助成やごみの有料化に

伴い、平成１７年度から平成１９年度におい

て２３４台の電気式生ごみ処理機の購入費助

成を行うなどの取り組みを行ってきました。

しかし、申し込み件数が伸びなくなったこ

とから、コンポストの購入助成費は平成８年

度をもって終了し、電気式生ごみ処理機の購

入費助成についても、平成１９年度をもって

終了している状況であります。

生ごみの再資源化に当たっては、分別精度

が特に重要であり、堆肥化、飼料化を選択し

た場合には異物混入を避けなければならな

い、炭化であっても有機性廃棄物以外のもの

がまざってはならないなど、町民の協力や努

力が不可欠となります。また、施設によっ

て、処理を進めようとすれば、必然的に建設

費用や維持管理費、収集にかかる費用も新た

に増加することとなります。

さらに、分別の品目の増加や収集日の設定

など町民の負担にもつながりかねないことや

再生品利用先の確保も必要となってきます。

生ごみの再利用については、堆肥化、飼料

化、バイオガス化、固形燃料化など多様な選

択肢がありますが、その地域、場所に適した

方法が何かを検討する必要があると考えてお

ります。

今後においても、生ごみの減量化と有効利

用を具体化すべく、各家庭、事業所でのごみ

の減量化に対する啓蒙啓発を継続し、費用対

効果も含め、引き続き、調査研究を進めてい

きたいと考えておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） まず、節電対策につ

いての再質問をさせていただきます。

この質問の意図するところは、厳しい暮ら

しの中で、町を支えている多くの町民と、そ

して町の財政に対する思い、これを念頭に再

質問をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。

この節電対策でありますけれども、始まり

は東日本大震災ということでしたけれども、

とりあえず今の範囲をさらに広げてはいかが

かと思っております。

美幌町全体を通してみますと、照明が適正

でないと言ったらおかしいですけれども、暗

いところもあったり明るいところもある、そ

ういう感じで、まず、私の提言を申し上げた

いと思います。

まず、現在は、４路線で実施しているわけ

でございますけれども、４路線のうち２つの

路線について間引きの節電を若干ふやすと。

さらに、もう２区間を新たに設定するという

ことでありますけれども、具体的に申します
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と、まず新たに設定する区間でありますけれ

ども、青山南から青葉１丁目にかけての通称

東雲通、ここは設置街路灯数が１５ございま

す。現在、１灯が消灯しております。それか

らもう１区間としては、美園団地内ですね、

ここは設置街路灯数が３７ございます。この

２区間、私の提言でございますけれども、４

分の１程度の間引き消灯ということでありま

す。

また、継続中の区間でありますけれども、

一つは、町道の１２２号道路、給食センター

前の通りから稲美の工業団地のほうに向かっ

ている約１.５キロの区間であります。ここ

はナトリウム灯が３３灯ありまして、１２灯

が節電しております。この区間は、歩道が夏

でも悪く、積雪になりますと結構歩きにくい

という感じで、付近にはかなり道幅が広く整

備されている歩道、学園通があります。です

から、散策するのでしたらそちらのほうを利

用していただくという感じで、ここは冬場は

すべて消灯してよろしいのでないかという提

言を申し上げます。

それからもう１カ所、ここは学園通、通

常、街路灯は１基に１灯でございますけれど

も、ここは１基に１灯と、それから２灯つい

ている部分がありますけれども、１灯の部分

はすべて消灯されております。２灯の街路灯

が８基あります。８基のうち１灯消されて、

１灯はついているというのが２基、あと６基

が２灯そのままでついているわけですけれど

も、私も何回もあちこち周りを見ていろいろ

検証しましたけれども、１灯でよろしいので

はないかという提言であります。

以上、いろいろ申し上げましたけれども、

町としての考えをお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） ただいま御

提言いただきました路線につきまして、若干

御説明をさせていただきたいと思います。

町としては、節電するために、２１年、２

２年にかけまして、水銀灯をナトリウム灯に

変えるという形で節電をしております。議員

も御存じだと思いますけれども、今回の自治

会連合会の絡みの中で各自治会の要望の、例

えば今言っている学園通についても、それぞ

れ照明、街路灯の要望が上がってきておりま

す。

それで今回、大震災による国の要望を受け

た中で、この４路線の節電をしておりますけ

れども、これにつきましても、各自治会、周

辺自治会の御協力をいただいて、ある程度認

知していただいた中で実施しております。な

おかつ、街路樹の中にありまして、繁茂する

形の部分で、照明が通らないということで周

辺の方から苦情が来まして、それに対して

は、安全上、点灯しているという形になって

おります。

いずれにしても、今御提案のありましたこ

とにつきましては、周辺自治会、または、先

ほどの給食センター前を点灯している中で、

冬場であったとしても、散歩というかウオー

キングされている方もおりますので、要は、

うちがそういう形の部分で節電するとなれ

ば、そういう関係、自治会だとか、そのこと

の周知をした中でしていきたい。なおかつ、

うちのほうでそういう自治会に照明をつけた

のですけれども、節電消灯中という何らかの

形で掲示をしないと、各自治会のそれぞれの

周辺の方から、消えていますよということで

随時、要望とかいろいろな形で入っておりま

すので、それらもろもろを検討した上で、今

の御提案について検討していきたいと思って

おります。

それと先ほど言いましたように、消費電力

量は節電によって減らされておりますけれど

も、先ほど財源的なことも言われましたけれ

ども、結局そういう形で消費電力を下げたと

しても、２１年、２２年の部分でナトリウム

灯に変えて下がったとしても、ことし２３年

の実績ではふえております。これは電気料金

の絡みの中で、節電をそういう形でやったと

してもふえてくるということもありますの

で、そういうもろもろのことを考慮しながら

進めていきたいと思います。
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御提言の路線につきましては、現場の状況

を把握しながら、随時、検討していきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ただいまの答弁の中

で、給食センターから稲美の工業団地、１２

２号道路ですか、夏の間、大体８割方、消灯

していました。私も散歩がてら、結構あちこ

ち歩いているものですから、一応、電気が消

えているので、自分自身の気持ちとしては、

節電、省エネは大変よろしいということで、

関係機関のほうには連絡していなかったわけ

ですけれども、関係機関のほうではきちっと

把握していたわけであります。

いろいろ自治会絡みはありますけれども、

私が先ほど提言した区間は、あくまでも現状

把握したときには、現在節電している区間と

比較しても問題はないのではないかというこ

とで４点ほど申し上げた次第であります。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 今御指摘さ

れました給食センターの前でございますけれ

ども、実を言いますと、そこは連続照明の形

の中で、連続照明の中に自動点滅器の部分の

電気がつく部分と、あとタイマーでつく部分

がありまして、夏の時期、冬の時期という形

で、うちのほうでそれぞれ時間設定だとか、

そういう制御方式の中で調整をしておりまし

て、多分、新鞍議員が来られたときに、本来

的に言えば、そこはある程度間引きの部分で

すから、全部が消えているのではなくて、つ

いていなければならなかった部分がうちのほ

うの調整でなった部分だとか、あとは街路灯

のそれぞれの局部照明が交差点の絡みで、そ

ういう部分の点検、チェックが、議員のほう

からも道路だとかいろいろな部分でこの間、

御指摘をいただいた中で、そういう部分の

チェック漏れとかいろいろなことがありまし

た中で今なっている部分もあります。

それで、今言った２路線、それから周辺自

治会の街路灯の部分、街路灯ができないとこ

ろは防犯灯という形の部分で、毎年かなりそ

ういう照明関係の部分で設置要望が来ている

中で、財源的には今ない中で、今いろいろと

やっておりますので、本来的に言ったら、そ

ういう間引きができれば、違う形の部分です

ればいいという方法もあるのかもしれません

けれども、施設自体のいろいろな問題点があ

る中で進めておりますので、御提案あった部

分については、現状を必ず把握しながら、関

係自治会、または周知方法、それらを含めた

中で今後対応していきますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 理解いたしました。

次に、公園灯についてでございますけれど

も、公園灯につきましても、いろいろと定義

とか、そういう慣例、規則があります。た

だ、はっきり申しまして、公園灯は非常に明

るい。例えば周囲１キロほどのせせらぎ公

園、ここには公園灯が１０基ございまして、

８,０００ワットの明るさ、すぐ近くに遊歩

道がございまして、その分も入れますと約１

万ワットの明るさです。それから、日の出地

区のほうにございますウッディーパーク、こ

こは１０基ございまして、４,０００ワット

の明るさであります。

夜中歩いていても、本当にもったいない、

正直申しましてそう感じているわけでありま

すけれども、担当者にお聞きしますと、冬場

は本当に多くの雪が降らなければ、公園灯は

消せないということも聞いておりますけれど

も、ただ、私のほうから提言申し上げます

と、夏場、４月から１１月は、夜は１０時で

消灯、それから１２月から３月は、積雪がな

くても消灯してよろしいのではないかとい

う、そういう提言を申し上げます。

公園灯が整備されたころは、町の財政もあ

る程度健全化、町民の暮らしも若干ながらゆ

とりがあったと思います。しかし、今はその

ような時代ではないと思っております。

ですから、いろいろと御考慮の上、町の考

えをお伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。
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○建設水道部長（磯野憲二君） 引き続きま

して公園灯についての御提案をいただきまし

て、今、提案されましたせせらぎ公園とウッ

ディーパークにつきましては、それぞれ冬場

の部分だとか、使い道、いろいろありまし

て、検討はしておりますけれども、要は公園

施設ということの、他の公園については局部

照明ということで、一画全部を照らしている

わけではなくして、周辺道路との絡みもあり

ました中で随時やっておりますので、それ

を、例えば街路のそばのところとそこの公園

の部分を複合した中で、そこまで要らないの

でないかという現場につきましては、検討し

ていきたいと思います。

それから、せせらぎ公園の遊水池の関係の

中で、冬期間について、災害とかそういう部

分もありませんけれども、本来的に遊水池に

ついては、通年、常時管理する照明でござい

ますので、その照明目的と、それから公園の

位置づけ、また防災だとかいろいろな絡みの

中で、議会でも質問ありましたけれども、冬

期間の災害が発生したときの一時避難、そこ

に集まる部分だとか、いろいろな使命がござ

いますので、そういうもろもろを検討した中

で、今後、御提案について検討していきたい

と思います。

いずれにしても、これは町民の皆様の総意

だとか、そういうことを周知して、そのこと

に対して理解がないと、せせらぎ公園の遊歩

道を散策するために除雪したときに、他の町

民の方から苦情が来て、何で無駄なことをし

ているのだといういろいろな意見もございま

すので、やはりそういうことを踏まえた中

で、慎重に進めていきたいと思いますので、

御提案について検討させていただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 本当に貴重な御提言

をいただきました。私どもの町は、地域資源

の活用というようなことで、低炭素なまちづ

くりということも取り組んでおりますし、地

球環境に配慮したまちづくりということを

やっておりますので、そういった意味で、従

来もさまざまな取り組みをしてきました。た

だ、今回の３・１１で全国的にもそういった

機運が高まってきたということであります。

そういった意味で、個々の御提案の内容に

ついては、今、建設水道部長のほうから答弁

させていただいたとおり、今後においてもさ

まざまな、公園灯、街路灯以外のことについ

ても、従来の取り組みに増して、さらなる節

電対策を検討してまいりたいと思いますの

で、御理解をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ただいまの町長の言

葉、大変理解したわけでありますけれども、

昼、夜、暇を見ては町内を歩いて、歩いてと

いうか、要するに関心を持って歩いているわ

けでありますけれども、先ほど部長がおっ

しゃいましたけれども、結構、ダブってい

る。例えば橋の街灯と道路の街灯、本当に２

０メートルも離れていないという、そういう

箇所も結構あります。そういう中で、とにか

く一つ一つ、そういう一つ一つの無駄をなく

すことによって、町の財政にも少しずつプラ

スになっていくと、そういう感じで、それで

なくてもいろいろと医療、教育、もろもろ、

どんどん出費が多くなっていくという状況で

すので、私の提言でございますけれども、よ

ろしくお願いいたしたいと思っております。

次に、ごみ処理対策ですね、生ごみの再資

源化に対する取り組みということであります

けれども、生ごみ対策として、各自治体では

１０数年前から生ごみの再資源化に取り組

み、また、もう実施しているところもあるわ

けですけれども、それぞれ一長一短がありま

して、美幌町ももろもろ考えて、とにかく今

は、要するに、例えば堆肥化とか、そういう

ふうに決める時期ではないということで、答

弁の中にもありましたけれども、費用対効果

も含め、引き続き調査研究を進めたいという

中身でありますけれども、この点について、

具体的に御説明できる部分がございました

ら、お聞かせ願いたいと思います。



－ 19 －

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの御質

問でございますけれども、先に町長から答弁

させてもらいましたけれども、その中でいろ

いろなことを検討してまいりました。最終的

には、コンポストを含めて利用件数が少なく

なったこと、あるいは、そういうことで今現

在やめていますけれども、ごみの有料化に

伴って、有料化の前は年間１万４,０００ト

ンが、その後、７,０００トンに変わったと

いうことで、いろいろ減量化に向けてやって

いかなければならないということもさらに

思ってございます。

それで、御指摘の検討でございますけれど

も、全道の状況でございます。これは北海道

の環境生活部で調査した内容でございますけ

れども、当時の資料ですけれども、今現在は

１７９市町村でありますけれども、そのうち

７３の市町村がいろいろな堆肥化、広域的な

取り組みをやっていると。実施率については

大体４割ということであります。

その中で生ごみの利用による内訳を見ます

と、堆肥化が３８市町村、それからメタン回

収が１４市町、それから汚泥再生が１４市町

村、その他で６市町村ということでありま

す。堆肥化の割合が大体５割を占めている状

況であります。

その中で、先ほど町長から御答弁させても

らいましたとおり、一番の課題は、やはり何

といっても費用対効果の中で、例えば堆肥化

の施設にしますと、単純計算ですけれども、

美幌の年間のごみが７,０００トン、生ごみ

の割合が２３年度においては４７％というこ

とでございますので、日１０トン当たりが必

要な建設費になるだろうと思います。建設費

については、１トン当たり３,０００万円で

すから、約３億円がかかると。あるいはま

た、メタン施設、バイオガス化であれば、建

設費１トン当たり４万５,０００円で４億５,

０００万円、あるいは堆肥化施設であれば、

ざっとの計算ですけれども、全部で５億円ぐ

らいかかると。それにかかる維持管理経費も

トン当たり４万２,０００円で１億３,８００

万円と、これはおよその試算でございますけ

れども、そういったことで非常に経費がかか

るということで、今現在、事務的な話になり

ますけれども、実は広域的なごみ処理の斜網

ブロックの担当者会議ということがございま

す。この中で、それぞれの町村が持ち寄っ

て、事務担当者でそういったことも検討課題

を出しながらやってございますので、そう

いったことも含めながら、今度、その中で、

やっぱり単独ではなくて広域的な処理が必要

であるということで、今現在、情報交換を

やっているところでございますので、御理解

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ただいま堆肥化とか

汚泥化とか、いろいろお話がございましたけ

れども、とにかく設備投資、そしてまた、そ

の設備投資をしても、その後の維持費、これ

が問題であります。今現在では、各市町村で

取り組んでおりますけれども、金もかから

ず、その後の維持費もかからない、そういう

具体的なものはないということでございま

す。

そこで、私のまた提言でございますけれど

も、平成１７年に一般ごみを有料化にして、

一気にごみの量が半分になりました。この有

料化というのを一つの考えとして提案でござ

いますけれども、まず１点目は、町指定の有

料ごみ袋の価格改定、早い話が値上げでござ

い。一つの案でございますけれども、今、２

０円、４０円、６０円、８０円袋がありま

す。２０円は３０円に、４０円は５０円に、

６０円は８０円、８０円は１００円という例

でございます。

それからもう１点、堆肥化容器ですね、通

称コンポストの購入助成金の復活でございま

す。

つい最近、取扱店で調べましたけれども、

以前、町で取り扱っていた、１５年前です

か、１５年前から比較しますと値段も結構値

下がりしている。逆に製品もかなりよくなっ
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ているといいますか、安いので２,９８０

円、これは１０１リットル、それから４,４

８０円、これが９５リットルですけれども、

これは５年間保証という感じでありますけれ

ども、このごみ袋とコンポストの二つを同時

に取り組むことで、若干のそういうごみ減量

の効果があるのではないかと。といいますの

は、ＰＲの仕方もあるかもしれませんけれど

も、ごみの袋が上がったと、だけれど、コン

ポストは値下がりして安く買える、しかも丈

夫だと。先ほど、コンポスト助成金ですか、

ちょっと漏れましたけれども、前回は３,０

００円助成しておりましたけれども、私の案

として２,０００円ということでございま

す。そういうことで何か効果があるのでない

かと、私の考えでございますけれども。

先ほど部長のほうから、美幌町の生ごみの

比率が４７％ですか、かなり半分近い。です

から、ごみ埋立地にあります水処理施設です

か、やっぱり生ごみが一番機械に負荷がかか

ると聞いております。ですから、生ごみが減

ることによって、水処理施設にあるろ過機の

機械にかかるメンテナンスとか、また薬剤も

結構使っておりますので、その薬も減るとい

うことで、さらに埋立地の延命にもつながる

というわけでありますけれども、私の提言を

どのように受けとめられましたか、お伺いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの御提

言については、検討してまいりたいと思いま

すけれども、一つは、ごみ袋の状況でありま

すけれども、実は、平成１８年度でそれぞれ

１０リッター、２０リッター、３０リッ

ター、４０リッターの枚数と２２年度の実績

をそれぞれ見ますと全体に減っています。特

に４０リッターについては、利用枚数が一番

多いのですけれども、全体的にはごみ袋の使

用については減っています。これは基本的に

生ごみの水を脱水して少なくするといったこ

との皆さんの御協力のたまものだというふう

に思ってございます。

そういったことで、さらにこれについて

は、町長から答弁させていただきましたけれ

ども、生ごみの減量に向けて啓発を進めてま

いりたいというふうに考えてございます。

それとコンポストの御提案ですけれども、

過去にやった経過の中で３,０００円を２,０

００円にということでありますけれども、例

えば問題点として挙げれば、冬期間の堆肥化

はやっぱり困難であるというようなこともあ

ります。それと容器の耐久性の問題、それか

ら取り扱いが、やはり堆肥についてもなかな

かできないといったこともありますけれど

も、御提言にあった点については、再度検討

してみたいというふうに考えてございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 提言いただきました

けれども、有料化については、先ほど答弁さ

せていただいたように、平成１７年に、本当

に長い期間をかけて議会論議もしていただき

ました。町民の組織の中でもいろいろな御意

見をいただきながら、検討していただいて、

ようやっと有料化ができたということであり

ます。片っ方で、１万４,０００トンの年間

のごみの排出量から７,０００トンまで落ち

たということは、これは有料化して強権的に

やったということではなくて、それも一つの

要因として考えられますけれども、やはり住

民の皆さんの大きな御協力があったからこ

そ、こういった減量化ができたのだろうと思

いますので、今直ちにいきなり２０円上げる

というようなことは、方法としては余りにも

強権的過ぎるかなと思います。

ただ、使用料、手数料の見直しを定期的に

やっておりますので、その中で検討するしか

ないと思いますけれども、何せ一つの評価と

しては、１万４,０００トンが７,０００トン

に減ったと。その７,０００トンのうち４０

数％、約５割が生ごみであると。これを何と

か再資源化しようというようなことは十分お

話としては理解できることであります。

今まさに「もったいない」という言葉が世
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界的に通じる言葉になってきたということ

で、全世界的にいろいろなものを再利用した

り、再び資源化したり、あるいはごみを減量

化するためのエコバッグ、マイバッグを持っ

たりして、さまざまな取り組みを住民の皆さ

んにしていただいておりますので、そういっ

たことも含めて、やはり今後も取り組んでい

きたいと。

当面は、新しくできた処分場でありますか

ら、別に堆肥化する工場をつくるというよう

な再投資は、なかなか難しいし、無駄である

と思いますので、現在つくった処理場を長く

もたすためにごみの量を減らしていただく御

協力をしていただきながら、今の処分場を使

い、そして、生ごみの部分をどうするかと。

将来、多分ここがポイントになってくるとい

うのは同じ認識だと思いますので、この生ご

みをどうするかということは引き続き検討を

させていただきたいということでございま

す。御理解をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 人間というのは、欲

がなくなったら終わりではないかと思ってお

ります。１万４,０００トンが７,０００トン

に減った、さらに減らそうという、そういう

気持ちで、少しでも金がかからないように。

先ほど一気にごみ袋の値上げはという町長の

お話もありましたけれども、最初１７年に

やったときの２０円、４０円、６０円、８０

円から見たら、１０円、２０円の値上げは少

ないのでないかなと思っていても、やっぱり

そういうことで、とにかく少しでも減らす、

そういうＰＲ活動というのは欠かさないよう

に、今後とも、それこそ１００キロでも１０

キロでも生ごみを減らしていくように考える

べきではないかと思っております。

そしてまた、堆肥化とかそういうことは、

今、町長も、答弁にありましたけれども、大

きな設備投資をしても町の財政を圧迫するよ

うではもう取り返しのつかないことになりま

すので、そこら辺は私から言うまでもなく、

よろしくお願い申し上げて、私のすべての質

問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１番新鞍峯

雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１時１５分といたします。

午前１１時５６分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、２

点３項目について通告してございますので、

まず最初に教育行政のほうから、説明をしな

がら質問させていただきます。

一つ目は、公立学校の学校施設における防

災機能の整備についてということでお伺いし

たいと思います。

これまで公立学校施設は、大規模震災時や

豪雨等の非常災害時には、地域住民の防災拠

点として中心的な役割を担ってきました。こ

のたびの東日本大震災においても、多くの被

災住民の避難場所として利用され、その重要

性が改めて認識されています。

しかし、一方で、多くの公立学校施設にお

いて、備蓄倉庫や自家発電設備、緊急通信手

段などの防災機能が十分に整備されていな

かったために、被災者が不便な避難生活を余

儀なくされました。

政府は、公立学校施設の耐震化や老朽化対

策については、地方自治体の要望にこたえ、

毎年予算措置などを講じるなどして積極的な

推進を図ってきましたが、防災機能の向上に

ついては十分な対策が講じられていない状況

となっています。

公立学校施設において、地域住民の安全で

安心な避難生活を提供するために、防災機能

の強化が不可欠であると認識しているところ

です。町としてはどのように考えておられる

のか、お聞かせいただきたい。
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２点目の福祉行政についてですが、まず一

つ目には、福祉避難所の設置についてです。

福祉避難所の設置については、国から平成

９年６月に「大規模災害における応急救助の

指針について」が出され、災害時要援護者の

ために健常者と区別して受け入れる福祉避難

所を設置することが通知されております。

しかし、平成２０年６月に「福祉避難所設

置・運営に関するガイドライン」が出されて

いるにもかかわらず、多くの自治体で福祉避

難所が指定されておりませんし、具体的な運

営方法や役割分担も定められていないのが実

態です。

第８回定例会の一般質問に対する答弁の中

で、地域防災計画の見直しについて触れられ

ておりましたが、障害者や高齢者などの要援

護者を支援する具体的な方法や役割分担を定

めること、福祉避難所の設置・運営等を定め

たマニュアルを作成することなどが早急に必

要です。今後、計画策定の作業が進められて

いくことと思いますが、要援護者には医療的

ケアも必要とされますので、それらも含めて

考えがあればお示ししていただきたい。

二つ目のロタウイルスワクチン予防接種に

ついてです。

冬季に流行し、乳幼児が激しい嘔吐や水の

ような下痢に苦しむロタウイルス胃腸炎の予

防を目的とするワクチンを、ことし７月、厚

生労働省が承認をし、年内にも任意接種が始

まる見通しとなりました。

このロタウイルス感染症とは、嘔吐下痢症

の原因ウイルスの一つで、これに感染すると

嘔吐と下痢が１週間近く続くことが多く、ノ

ロウイルスなどのほかのウイルス性胃腸炎よ

り症状が重く長引き、脳症やけいれんなどの

合併症が起きることもあります。

日本では、毎年約８０万人の乳幼児がロタ

ウイルス胃腸炎で受診し、その約１割が入

院、死亡例もあります。大半が５歳までに経

験し、インフルエンザに対するタミフルのよ

うな抗ウイルス薬はなく、汚物とともに排出

されるウイルスは感染力が強く、体外に出て

も数時間は感染能力を保ち、予防は困難と言

われています。

町として、ロタウイルスワクチンの予防接

種についての取り組みの考え方がありました

ら、お示ししていただきたいと思います。

以上、第１回目の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、教育行政について、公立学校施設

における防災機能の整備ということでありま

すけれども、学校も多くの避難所と同じよう

な扱いということなので、私のほうから答弁

させていただきたいと思います。

公立学校施設につきましては、すべての小

中学校を避難所として指定しており、地域住

民の生命及び身体の安全保護のため大きな役

割を果たしているところであります。

防災機能の強化につきましては、今後、東

日本大震災の発生を受け、現在、国が進めて

いる防災基本計画の見直し内容等を確認しな

がら、平成２４年度に美幌町地域防災計画の

見直しとあわせて、避難所の耐震化、備蓄品

の整備、情報の提供手段等を検討する予定で

あります。また、整備については、避難所全

体の優先度等を考慮し、計画的な施設の耐震

化を図るとともに、必要な設備の整備等を行

う考えであります。

次に、福祉行政について、福祉避難所の設

置についてでありますが、御質問の障害者や

高齢者などの要援護者の支援に関する具体的

な方法や役割分担を定めることについてであ

りますが、近年、高齢化等により、避難に時

間を要する災害時要援護者の被害がふえてい

る状況にあることから、本町におきまして

は、要援護者自身がみずから守る自助、及

び、当該要援護者が居住する地域、近隣の共

助、支え合いを基本とし、これらでは補えな

い部分について行政による公助で支援し、平

常時においては、要援護者に係る情報を収

集、把握し、災害の発生のおそれがあるとき

に的確かつ迅速に避難支援する体制を整える
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ことを目的として、平成２２年３月、美幌町

災害時要援護者避難支援計画を策定したとこ

ろであります。

現在、民生委員及び各自治会に御協力をい

ただき、要援護者の登録及び支援者の選出並

びに個別支援計画の策定と要援護者台帳の整

備を順次行っているところであります。

具体的な方法や役割分担については、災害

時において、町は災害状況に応じ、早期に避

難準備情報を自治会または自主防災組織を通

じ支援者及び要援護者に直接伝達し、要援護

者の個別支援計画に基づき避難誘導を行い、

支援者は要援護者の避難誘導、救助活動、安

否確認などの支援を行うこととし、平常時に

おいて、町は要援護者の情報管理に努め、自

治会または自主防災組織においては要援護者

参加型防災訓練を実施し、支援者及び要援護

者は避難経路の確認をし、災害に備えること

と定めております。

次に、福祉避難所の設置・運営等を定めた

マニュアルの作成についてでありますが、平

成２３年第８回美幌町議会定例会の一般質問

で答弁させていただきましたが、福祉避難所

の設置については、現在、３施設について福

祉避難所の設置・運営に関する協定書を締結

しております。

御質問の福祉避難所の設置・運営マニュア

ル策定及び要援護者に対する医療的ケアの必

要性につきましては、新しい計画づくりの中

で検討してまいりたいと考えております。

次に、ロタウイルスワクチン予防接種につ

いてでありますが、ロタウイルス胃腸炎は、

乳幼児に多く起こる感染性胃腸炎の一つとし

て、症状は突然の嘔吐、発熱、水様性下痢を

起こし、回復には１週間ほどかかり、時に脱

水、無熱性のけいれん、腎不全、脳炎などを

合併することもあり、入院が必要になること

もあると言われております。

また、病状回復後の約１週間は多量のウイ

ルスが便の中に排出されるため、児童福祉施

設などで発症者がいると、手洗いや消毒の徹

底にもかかわらず集団感染を引き起こしやす

い疾患であるとも言われております。

御質問にありますように、ロタウイルスワ

クチンは、平成２３年７月にロタリックスと

いう薬剤が薬事法に基づいて製造・販売が厚

生労働省から承認され、１１月２１日に発売

開始されたばかりであると報道されておりま

す。

製薬会社に接種状況について問い合わせを

行ったところによりますと、１２月５日現

在、美幌町での接種件数はゼロ件、北見保健

所管内でも数件とのことでありました。

今後につきましては、新たなロタウイルス

ワクチンの接種について、安全性や有効性な

どについて厚生労働省の対応等を十分に確認

しながら、ワクチン接種の対応について検討

してまいりたいと考えております。

以上、答弁を行いました。よろしくお願い

をいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） まず最初に、公立

学校の施設における防災機能の整備につい

て、再度、質問させていただきますが、町長

からは一連の答弁をいただきましたので、具

体的に教育長にお伺いしたいと思います。

公立学校施設における防災機能の整備につ

いては、御答弁いただきましたように、地域

防災計画の見直しにあわせて、備蓄品の整備

がなされるということですので、早急な対応

を望むところです。

もう一つに、情報の提供手段の検討が課題

ではないかと思いますので、その件につい

て、もしお答えできるものがあればお願いし

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） ただいまの御質問

は、災害が起きたときに避難所として学校を

利用したときの伝達手段という意味でござい

ましょうか。（「はい」と発言する者あり）

総務で答弁されると思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） ただいまの御質
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問でありますけれども、学校施設等の中での

緊急の情報提供という部分につきましても、

連絡体制、それから無線の関係、それから緊

急の電話等、そういった設備については、今

後、策定いたします防災計画の中で検討して

いきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） そういうことであ

れば、早急に対応していただけるということ

で、次に、たまたま新聞がありまして、その

中で岐阜の例があって、その岐阜の教育長の

お話なのですけれども、独自の取り組みとし

て紹介されているのがあったのですけれど

も、それをちょっと紹介させていただきたい

なというふうに思います。

そこでは、今回の東日本大震災は、遠く離

れた岐阜であっても相当揺れがひどかったと

いうこともありまして、近い将来、東海地震

ですとか、それから東南海地震の発生も懸念

されるということを想定いたしまして、これ

まで以上に災害の備え、それから予防教育に

取り組むことを考えているということで披露

されております。

その中で、市として、緊急地震速報をすべ

ての学校のすべての教室に配信できるように

整備したり、それから、避難所の役割を担う

小学校には、自家発電機を３台、それから投

光器、ＬＰガスなどを順次整備しているとい

う独自の取り組みをやっているというところ

もありますので、そういうことも参考にして

いただきたいなというふうに思います。

それとオホーツクにも活断層があるという

ことで、いつ起きるかわからない災害の状況

を想定して、やはり少しでも早い段階に、地

域防災計画の見直しにあわせて具体的なもの

を準備していってはいかがなものかなという

ふうに思いますし、備蓄品についても地域差

がありますので、そういうことも検討課題の

一つと言えるのかなというふうに思いますの

で、そこら辺のことで、もしお答えになれる

部分がありましたら、お願いしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） まず、こういう大

災害が発生したときに、多くの学校が避難所

として、今回の３月１１日の大震災において

もそうでありましたけれども、学校が活用さ

れるということであります。そうなれば、表

現は適当でありませんけれども、避難所とし

て活用されるときに、結果として、ある意味

では、学校は否応なく教職員も含めてそれに

対応しなければならないだろうというふうに

思います。

今回の大震災のときでも、教職員のみなら

ず、児童生徒が自分たちのやれることを必死

にやっている、あのけなげな姿を見て本当に

胸の熱くなる思いでありましたけれども、そ

ういうことも含めて、災害時においての学校

での教育というのは非常に大事なことだろう

というふうに思いますので、これを契機とし

て、今までもそれなりのことはやっているの

ですが、より以上にきめ細かな内容での教育

を進めなければならないだろうというふうに

思います。

避難所として活用される学校の設備のこと

でありますが、これは、ただいま申し上げま

したとおり、学校がそういう施設として活用

されますので、教職員も結果としてそれに携

わるということになれば、当然、学校として

の立場というか、教職員の立場からも、さま

ざまな施設といいましょうか、これは当然求

めることだろうというふうに思います。た

だ、これはどっちがどっちという話ではござ

いませんけれども、教育委員会としては、美

幌町のさまざまな災害対応の中に避難所とし

ての設備を備えるように、それは当然学校も

含めて、お願いをしたいというふうに思いま

す。

先ほど御質問の中に緊急地震速報、これを

全学校にというか全教室にということで、実

はこれを受けて、国も全公立学校の各教室

に、緊急地震速報を受信できるような設備
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を、これは年度を追ってということだという

ふうに思いますが、一気にということではな

いようですけれども、各学校に整備をすると

いうことであります。これはこれで待ちたい

というふうに思います。

避難所としての機能を果たすために、先ほ

ど、発電機ですとか、あるいは、例えばトイ

レの設置状況ですとか、さまざまな避難所と

して使えるような設備の整備というのは、町

として当然それは考えていかなければならな

いことだというふうに思いますので、しつこ

いようですけれども、私どもの教育委員会と

しては、学校を使うわけですから、そういう

意味でしっかりそういう対応をとっていきた

い、とってほしい、こういう立場にいます。

あとは総務のほうで答弁があるだろうとい

うふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 災害が起きた場合、

いろいろな避難所がありますけれども、容量

的にも、いろいろな伝達するにも、多くの方

がまとまって入るという意味で、やはり学校

の役割は非常に大きいのではないかなと思っ

ております。

それで、ほかの避難所も含めてどうするか

と、今回の３月１１日の災害を受けてどうす

るかということについては、来年に向けての

計画の中で少しもみながら、対応していかな

ければいけないと、そんなふうに思っており

ますし、国立教育政策研究所というところか

ら、８月５日に実態調査の結果が、私も拝見

しました。その中で学校施設については、ど

この地域も多くが避難所として指定している

ということであります。

そんな中で、不備な点は、例えば停電に備

えた自家発電設備があるというのは、１８％

しか取り組んでいないとか、いろいろな指摘

がありますけれども、備蓄に関しても、果た

して学校で備蓄していいのかというような問

題もあると思います。この前の議会でも

ちょっといろいろお話が出ておりましたけれ

ども、我々の備蓄の基本としては、流通備蓄

というか、いろいろな支援を受けられる、そ

ういうところから、協定を結んで支援をして

もらうということと、あとは、基本的にやは

り分散型がいいのではないかなと私は思って

いるので、分散型ということを来年の計画の

中で、ちょっとこの話もさせていただこうと

思っていますけれども、いずれにしろ、避難

所全体の話は学校だけの話ではありませんの

で、全体の避難所の計画については、また来

年に向けて十分検討してまいりたいと、そん

なふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 備蓄品とかそうい

うものについてはよく理解をしたつもりで

す。ただ、学校は、災害があったときには一

番先に避難所として使われるのかなというふ

うな思いがありますので、例えば、最後に申

し上げたかったのは、ここの岐阜市の教育長

のお話ですけれども、そういう設備をするの

には予算措置をしてもらって、十分そういう

設備をしたという報告があったので、そうい

うことも含めて検討していただければいいの

かなというふうに思いますので、早い時期に

災害対策機能が果たせるような、そういう設

備に取り組んでいただきたいという思いで、

この点についてはこれで終わらせていただき

たいと思います。

次に、福祉避難所の設置についてなのです

けれども、御答弁いただきましたように、要

援護者の支援につきましては、民生委員の

方々、それから各自治会の御協力のもとで、

個別支援計画の策定をされていることについ

ては十分理解をしているところでございます

し、今回の防災フォーラムの中でも申されて

おりましたように、自助・共助・公助、まさ

しくそのとおりだと感じております。

ただ、申し上げたかったことは、平成２０

年６月に出されておりますガイドラインの中

で、災害時要援護者のために区別して受け入

れられる施設、避難所を設置するように通知

されていると思われますが、この点について
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はどのように考えておられるのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員、既に御承知の

ことと思いますけれども、美幌では、老人保

健施設、デイサービスセンター、あさひ在宅

ケアセンター、特養で協定を結んで、福祉の

避難所を持っているということであります。

ただ、これで足りるかどうかということはあ

ると思いますので、この後、いろいろな福祉

施設サービスをする箇所も出てきていますの

で、今後はさらにそういった要請もしなが

ら、充実をさせていきたいと。現在３カ所で

す。これは決して、ここにあるように福祉避

難所が指定されていないということではあり

ますけれども、美幌は既に３カ所指定してい

ると、協定を結ばせていただいて、事あれば

その施設で受けていただくということであり

ます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） お答えいただいた

とおりだと思うのですが、福祉避難所の対象

となるものとしては、一つには身体障害者、

それから、この身体障害の中には視覚障害、

聴覚障害、それから肢体不自由が入っており

ます。二つ目には知的障害者、それから精神

障害者、それから高齢者、人工呼吸器・酸素

供給装置を使用している在宅での難病患者、

それから妊産婦、乳幼児、病弱者、傷病者な

どが考えられますが、これを最大規模の対象

としてとらえて、その人数の入所を可能にす

ることを目標として、利用可能な施設の整

備、または指定する必要があるのではないか

なというふうに私は考えているところでござ

いますので、例えば、特養、アメニティ、そ

れからデイサービスセンター、そういうとこ

ろでこういう患者も受け入れられるかどう

か、そのことについても検討していく必要が

あるのではないかと思うのですけれども、こ

の点についてはいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 我々、そういう協定

を結んで受け入れていただくということです

ので、協定書の中も、対象者として福祉施設

や医療機関に入所または入院するに至らない

在宅の要援護者で、一般避難所生活において

何らの特別な配慮を必要とする者ということ

で、具体的な、今おっしゃった、例えば視覚

にハンディキャップを持つ方は視覚のところ

ということではなくて、それを言ったら、私

どもできるところがなくなってしまうので、

それで今話したように、入院している方とか

そういう方は除いて、在宅では無理な方につ

いては福祉避難所の中で受け入れていただく

ということでありますので、議員おっしゃっ

たような対象者も当然含まれると、そのよう

に思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 理解をしていると

ころですが、今回の東日本大震災で、災害要

援護者のためになぜ区別をしてほしいかとい

うことの中には、今回避難された中で報告さ

れている中には、障害を持った人たちの中に

は突然の環境の変化に大きな声を出したり、

落ち着きを失ったり、そういう子供たちが相

次いで、一般の人たちと一緒に避難ができな

い、無理であるということで、避難所を点々

とせざるを得ない状況に追い込まれて、とて

も苦しい思いをしました、移動のたびに介護

者や支援の機器・設備の有無、そして生命の

危険に直面したりすることになったという可

能性がありますので、そういうことも配慮し

ていただきたいという思いで今回言わせてい

ただいております。

また、てんかんが悪化して死亡した例もあ

るという報告がありますので、それらのこと

も、十分とは言えなくても、考えていただき

ながら避難所を設定、または運営マニュアル

を策定していく必要があるのではないかなと

いうふうな思いがありまして今回質問させて

いただいたということなのですけれども、こ

れからマニュアル策定ということになってお
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りますので、そこら辺のことも十分配慮した

上で策定していただければというふうな思い

がありますので、そこの点について、もしか

お答えできるものがありましたらお願いした

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの御質

問ですけれども、町長から御答弁させていた

だきましたとおり、現在３施設あります。そ

の中でガイドラインに基づいて、実は、それ

に関する具体的な市町村のマニュアルをつく

るための災害時における要援護者の支援対策

の手引が、２３年８月に北海道の保健福祉部

から出ております。これについては、今御心

配された点について、これに基づいて市町村

で具体的なマニュアルを地域の事情に合った

ものでつくっていただきたいということの、

手引の中にそういったものもありますので、

当然、要援護者の方についてはそういった配

慮が必要だということで、医療的なケアも含

めて、そういった体制をとれるような福祉避

難所を設置していきたいというふうなことも

考えております。あわせて、その中でマニュ

アルをつくってまいりたいというふうに考え

てございますので、よろしくお願いしたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ぜひ、そういう人

たちの配慮をしながら、マニュアルの策定に

取り組んでいただきたいと思います。

次に、ロタウイルスワクチンの予防接種に

ついてですが、御答弁にもありましたよう

に、入院の確率はインフルエンザより高い、

幼児は１週間近く下痢や嘔吐が続く、ノロウ

イルスなどのウイルス性胃腸炎より症状が重

くて長引く、まれにですが、脳炎やけいれん

などの合併症が起きること、日本では毎年８

０万人の乳幼児がロタウイルス胃腸炎で受診

し、その約１割が入院、死亡例もありますと

いうことは先ほど申し上げましたが、ロタウ

イルスは根絶できないウイルスと言われてい

ます。

それはどういうことかといいますと、感染

の対象は人間だけでなくて、鳥だとか哺乳類

全般で感受性があります。このロタウイルス

というのは、自然界で安定しているもので、

接触を避けることが不可能と言われておりま

すので、それと衛生環境を整えても予防は困

難となっておりますので、子供たちには完全

に、ほとんど全員に感染する感染力の強いウ

イルスだと認識しております。

この予防接種によっての腸炎の予防効果と

いうのは９割を超えているというところで、

美幌でもワクチンを受けられる状況ができま

したので、医師会と連携をとりながら、接種

をしていく方向で進めていく必要があるので

はないかなというふうに思います。

１２月５日現在で、美幌での接種件数はゼ

ロ件、北見保健所管内でも数件しかなかった

ということですけれども、厚生労働省から認

証されておりますので、情報が届いていない

ということもあって件数が少ないのではない

かというふうに理解をしているところですの

で、ぜひ、子供たちが安心して成長していけ

る過程をつくっていくためにも、医師会との

連携を図りながら、情報を提供していく必要

があると思いますが、この点についてはいか

がでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの御質

問にお答えしますけれども、基本的に、今現

在、新聞報道等の中の情報であります。保健

所あるいは道に確認いたしましたところ、そ

ういった正式な文書は来ていませんので、情

報の中でお答えしたいと思います。

確かに御指摘のとおり、厚生労働省が認め

たもので、こういったものに効くということ

については報道されているとおりでありま

す。それで、私たちとしては内部でも論議し

ましたけれども、一つは、安全性の問題がど

うなのかなと。例えば、他に例を挙げて申し

わけないのですけれども、ヒブワクチンと肺

炎球菌等においても、結果的には問題はな
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かったのですけれども、死亡例があったよう

なこともありますし、そういったことの一つ

の安全性の確認が必要でないかと。あるい

は、その中でもう１点、ほかに助成のことを

考えれば、特に任意接種になっている中に水

ぼうそうとかおたふく風邪とか、いまだ法定

接種になってございません。そういう中でロ

タウイルスのワクチンだけを町で助成するか

どうかについては、今後、医師会とも検討し

てまいりたいと思っております。

ただ、おっしゃるとおり、今の情報による

と、美幌町内でもこういったワクチンの接種

はできる状況になってございます。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） ワクチン接種がで

きる状況であるということは理解をしまし

た。ただ、これは任意で受けるワクチンなの

で、無料でないということで、大体金額は、

私のところで調べたのですけれども、なかな

か情報として得られなかったということも

あって、大体１万円ちょっとぐらいかなとい

うふうに認識しているところでございますけ

れども、ワクチンを受けるために１万円とな

ると相当親の負担もあって、これは最低でも

２回受けなければいけないということなの

で、そうすると、それも期間的には何十日間

以内とか、それから、ほかの予防接種とは重

ならないようにとかという意味では、非常に

難しい点もあるのかなというふうに考えると

ころもあります。

だから、すべてワクチンを受けてください

ということにはなりませんけれども、やっぱ

り症状の重い子、それからかかりやすい子と

いうことを想定すると、ぜひ無料で受けてく

ださいということにはなりませんけれども、

やっぱりワクチンを受けられる、そういう窓

口をきちっと開いてやることも必要ではない

かなというふうに思いますので、例えば、そ

のワクチンの効能、それから受けるための注

意ですとか、そういうところもきちっとわか

るように情報提供してやるのも一つの方法か

と思います。

いろいろなところの保育所の話を聞きます

と、やっぱり１人がなるとほぼ全員、次から

次へというところで感染するのは今までいろ

いろ話としては聞いておりますので、働いて

いるお母さんたちが多い中で、なかなか十分

満足にきちっとした環境の整備を整えられな

いということも含めて、予防接種が受けられ

る状況を整備してやることが必要ではないか

なというふうに思いますので、今後の取り組

みとして、情報提供、それから必要性をき

ちっと開示してやることによって受けられる

ことも視野に入れて取り組んでいただきたい

というふうな思いがありますので、もし何か

お答えできるものがありましたらお願いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 先ほど答弁させ

ていただきましたけれども、正式には厚生労

働省からの文書が来ていませんので、その情

報をもって、関係医療機関等に情報提供しな

がら対応してまいりたいというふうに考えて

ございます。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 子供たちの健康や

笑顔を願う気持ちは世界じゅうどこでも同じ

です。病気を防ぐワクチンすべてが無料で利

用できる、お金のあるなしにかかわらず子供

たちが健やかに成長していくことを私たちは

願っておりますので、そういう意味では、考

え方としては同じだと思いますので、ぜひ、

美幌に住む子供たちが安心して成長していけ

るように取り組んでいただきたいと思いま

す。

以上で終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ロタウイルスもそう

ですし、午前中、中嶋議員からお話あったワ

クチンもそうですけれども、こういうことが

できますよという、そこに我々としては、例
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えば、生まれてから１歳までは多くのワクチ

ンを打つ時期があるのですね。たくさんの種

類を打たないといけないということで、要す

るに接種ラッシュの時期です。ですから、そ

ういうことで、保護者が戸惑いを受けないよ

うに、しっかりこれとこれとこれと同時接種

できるかという、そういうことも含めて、や

はりＰＲしていかなければいけないのではな

いかなと思っていますので、そういう配慮を

しながら、もちろん医師会の先生方の皆さん

の協力もいただかなければいけないと思いま

すので、総合的にどういう方法がいいかとい

うことを含めて検討して対応していきたい

と、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、２時１５分といたします。

午後 １時５６分 休憩

────────────────

午後 ２時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により発言を許します。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君）〔登壇〕 さきに通告

しました一般質問に入らせていただきます。

美幌町の財政運営についてを大きな項目と

して４点ほど、まず１点目、美幌町中期財政

試算についてであります。

美幌町中期財政試算が平成２３年１１月に

示されましたが、平成２４年度から平成２７

年度までの試算結果として、歳入歳出での課

題や対策すべき事案等があればお聞かせ願い

たい。

また、国、北海道からの情報、政策面で、

前年度試算時点との違いや変更点があればお

聞かせ願いたい。

どのような対応を主として財源不足解消策

を展開する予定なのかについてもお聞かせ願

いたい。

２点目、平成２４年度予算計画についてで

あります。

中期財政試算を踏まえ、平成２４年度予算

編成方針について、町長の重点項目をお聞か

せ願いたい。

この数年間、配当予算で予算組み立てをし

ているが、その手法についてどう評価してい

るのか、お聞かせ願いたい。

３点目であります。国の第３次補正予算に

ついてであります。

平成２３年度第３次補正予算が成立したこ

とにより、美幌町としての予算対応について

お聞かせ願いたい。

４点目、美幌町自治基本条例と予算編成に

ついてであります。

美幌町自治基本条例が平成２３年４月に施

行され、住民、議会、行政の情報の共有によ

りまちづくりを進めることが基本となってい

る。今年度が制定後初の予算編成となるが、

住民の声をどのように反映させるのか、その

手法についてお聞かせ願いたい。

また、議会との間で予算編成をどのように

進めるのかもお聞かせ願いたい。

まず１回目、質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 松浦議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、美幌町の財政運営について、１点

目の美幌町中期財政試算についてであります

が、歳入では、人口減少や現在の経済情勢か

ら、一般財源の増収は見込めない一方で、歳

出では、高齢社会の進展等による社会保障費

の増、公共施設の耐震化や老朽化による施

設・設備の大規模改修、更新が見込まれ、年

次計画による実施が必要な状況となっており

ます。

東日本大震災発生後、一日も早い被災地の

復興を願うところでありますが、国を挙げて

対策を講じていることから、本年度の国庫支

出金や民間助成金の交付状況は大幅に要望額

を下回る結果となり、来年度以降の地方交付

税とともに不安定な状況が続くのではないか
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と危惧をしております。

このように財源確保が非常に不透明なこと

とともに基金残高が減少している中、歳出予

算はその年の収入で賄うことを原則とし、既

存事業ありきの前例踏襲主義から脱却し、事

業の根底に立ち返った見直しを行ってまいり

たいと考えております。

２点目の平成２４年度予算計画についてで

ありますが、１点目で申し上げたとおり、地

方財政は引き続き厳しい状況が続くものと予

想され、各種事業の財源は町民の皆さんから

お預かりした税金であることを常に念頭に置

き、コスト意識を持ち、町民の目線や思いに

立ち、町民が何を望んでいるか、どうするこ

とが町民福祉の向上や効率的なサービス提供

につながるかなど、さまざまな観点から精

査、見直しした上で、総合計画及びマニフェ

ストの推進、並びに将来にわたっての健全財

政の構築を目標に取り組むこととしておりま

す。

また、予算の編成方法は、平成１７年度か

ら昨年度までの配当予算方式を検証し、各部

局による経常経費の削減は十分浸透したた

め、本年度から一件査定方式に変更しており

ます。新年度においても、本年度と同様の編

成方法をとることとしております。

３点目の国の第３次補正予算についてであ

りますが、東日本大震災の本格復旧策を盛り

込んだ２０１１年度第３次補正予算が１１月

２１日、総額１２兆１,０２５億円の規模で

成立しました。８割弱が復興関連予算であり

ますが、現在、各種事業について所管省庁の

要望調査が行われている最中であり、このこ

とに伴う本町の予算については、いまだお示

しできるものはありませんので、御理解願い

たいと思います。

４点目の美幌町自治基本条例と予算編成に

ついてでありますが、町民主体のまちづくり

を進める上では、情報の共有と町政の町民参

加は基本中の基本であり、今まで以上にさま

ざまな手法を講じ、推進していく考えであり

ます。

また、本条例の実効性を確保するために、

９月に自治推進委員会を設置し、さらに１１

月にアクションプランを策定し、本計画によ

り進めていくこととしております。

新年度予算との関連におきましては、すべ

てが予算を伴うものではありませんが、必要

なものは当然反映すべく、予算編成作業をし

ている最中でありますので、御理解願いたい

と思います。

また、政策的に重要な案件につきまして

は、今まで同様、所管委員会に相談しながら

進めていく考えであります。

以上、答弁をいたしました。よろしくお願

いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今回の質問につきま

しては、国の財政が前年度以上に窮屈な事態

が発生していることを前提として質問をまと

めました。

３月に日本にとって非常に不幸な大震災が

発生したことにより、国の財政にも不安、そ

して、社会保障費や税制の国民負担増加の不

安が出てきています。

このような状況での、この数年間の地方自

治体への資金配分について、今まで以上に厳

しくなることが予想されると思います。しっ

かりと将来を見据えた町の運営、計画の優先

度も再確認する２４年度の予算編成が開始さ

れるものと判断しています。

美幌町の運営については、さらに町民の目

線に立って生活向上を踏まえた予算編成が今

まで以上に必要になったとも感じています。

さきに示された美幌町中期財政試算、２４

年度予算編成、そして、自治基本条例が施行

された初めての予算編成ということで、数点

ほど再度質問いたします。

まず、中期財政試算についてであります。

１１月にいただきました中期財政試算の中

の説明等にいろいろな部分が、またきちんと

書いてあります。これと重ねまして質問をし

たいと思います。

美幌町の財政の見通しも厳しいものがある
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のではなかろうかと思っています。財政運営

の陣頭指揮をとる町長の英断、勇気が求めら

れる数年間が続くと思います。この試算が示

す数字について、町長はどのような認識があ

るのか、まずお聞かせ願います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １１月に中期財政試

算を発表させていただきました。これは一定

の条件のもとでの試算ということであります

けれども、引き続き厳しい状況が続いていく

のではないかと、そのように受けとめており

ます。あくまでもこの中期財政試算につきま

しては、基金を取り崩さない中で、しかも、

事業も投資的経費を含めて目いっぱい見た中

での試算でございます。議員おっしゃったよ

うに、交付税の見通しも非常に厳しくなると

感じております。

ただ、この交付税も、やはり復興に充てら

れる部分については、我々、本当に歯を食い

しばって地域で頑張って、そちらのほうに振

り向けられる部分についてはしっかりと向け

ていただきたいなと、そんなふうに思ってお

ります。

いつも厳しい、厳しいと言っておりますけ

れども、片っ方では、実質公債費比率がよう

やっと先が見通せてきたと、１８％台以下に

なってくるということであります。これも、

ひとえに議会の皆さん、また町民の皆さんの

痛みであるとか、御協力、御負担、こういう

ことでようやっと見通しができたということ

であります。厳しい状況でありますけれど

も、我々としては、引き続き健全財政のベー

スに、住民の皆さんの要望、期待にこたえる

べく頑張っていかなければいけないなという

思いが試算を見て思ったところでございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） この中期財政試算に

ついては、次年度の数字も入っていますけれ

ども、まずは、年数が２７年度までという中

では、新聞報道でも試算結果についてはマイ

ナス２０数億円、きつくなると。これは毎年

いろいろな部分で重ねて発表になっています

けれども、実際、本当に今、町長も答弁した

とおり、国の交付税の先行きが今現在ではま

だ確定できないという部分があると思います

けれども、２７年度までだけ、単純にこの中

期財政試算を見ただけでは２０数億円不足に

なるという部分で、では、これを見た町民と

か聞いた町民が、美幌町の財政の中で実際何

がこれから切れるのか、何を削減できるのか

という部分がやはり気になっているところだ

と思うのです。

実際、今単純に、この数字の中でマイナス

だよという中で、美幌町で多分手を抜くよう

な政策はないと僕は思います。でも、何かを

減らさなければ無理かと思うのですけれど

も、細かい数字ではなくてもいいですけれど

も、町長なりに、数年間ふえてきてしまった

部分、社会保障も含めて、また、この中で削

減でき得る可能性のものは本当に経費削減だ

けなのか、要するに事務経費の削減だけで終

われるのかという部分ですね、何か考えがあ

れば、１点でも２点でもいいですけれども。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これはいつの時代も

そうだと思いますけれども、やはり入ってく

るものをもって出ていくものを制限する、入

るをはかって出るを制するという考え方をや

はりベースに置かなければいけないのではな

いかなと、そんなふうに思っております。

それで、そうした中、やはり我々の仕事と

しては健全財政を保ちながら、継続的に、安

定的に、将来にわたって行政サービスすると

いうことが基本でありますので、まず、歳入

の面でいうと、これは議会の決算特別委員

会、あるいは監査委員の皆さんからも指摘を

受けていますけれども、やはり歳入の確保を

しっかりするということと、歳出の面でいう

と、ふだんから行財政の改革、そして事務事

業の見直し、これをしっかりやらなければい

けないと。

今の時代、あれもこれもそれも全部やろう

と思っても、これはどだい無理だと思います
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ので、昔はスクラップ・アンド・ビルドと言

いましたけれども、ビルド・アンド・スク

ラップでもどっちでもいいのですけれども、

要するに、何かをやろうとすると違うところ

をどういうふうに見直して財源を確保するか

ということが極めて重要ではないかなと、そ

んなふうに思っております。それを一回破っ

てしまうと、また実質公債費比率なり４指標

にはね返りが出てきて、町民の皆さんが不安

になってくるということであります。

幸い、町民の皆さん、議会の皆さんの御協

力を得て、新聞に出る財政的な数値の中で

は、美幌町は悪いほうには入っていないとい

うことでありますけれども、引き続き、そう

いったことを肝に銘じながら、財政運営ある

いは行政サービスの提供に当たっていきたい

と、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 中期財政試算イコー

ル２４年度予算編成ということになりますけ

れども、たまたま中期財政試算の５ページ目

に、ことしやる事業の中で、ここには特別養

護老人ホーム待機者対策、激変緩和措置、文

化ホール整備、水道未普及地区整備、町立病

院高度医療機器更新、消防緊急無線デジタル

化等の大型工事が今メジロ押しになっている

と。これについても、国の補助、助成だと

か、交付金だとかの対応がありますけれど

も、これも一部町の負担も相当大きいものが

あるという中で、次年度以降の新しい事業等

も含めまして現在の分もどうするのかと思っ

ていましたら、答弁の中で、前例踏襲主義か

らの脱却という勇ましい言葉がありますの

で、これが何を意味するのか、ちょっと御説

明願います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ややもすると予算が

一度ついたものは、時代が変わったり、要望

だとかいろいろなニーズが変わっても、その

ままになるというようなことも前例主義とし

てはあると思いますし、先ほど言いましたよ

うに、あれもこれもそれもという時代でない

というところから、前例主義からの脱却とい

う言葉を使わせていただきましたけれども、

もうちょっと言うと、ちょっと言葉が今思い

つきませんけれども、意図とするところはそ

ういうことで、今までと同じようなことの予

算組みはできませんということで、前例主義

というようなことで表現させていただきまし

た。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今ここのいろいろな

資料の中の数字を述べることもないのかなと

思うのですけれども、どうしても美幌町を運

営する中で、極端に言えば水道事業ですね、

守らないといけないだとか、医療関係を守ら

ないといけない、福祉を守らないといけな

い、そういう大くくりは多分皆さんも、町会

議員の皆さんも、町長も同じだと思うのです

けれども、日ごろから私も委員会だとかいろ

いろな場面で、あの事業、この事業というと

ころで、たまたま国から補正がついたり補助

がついた取り組みの事業もありますけれど

も、実際、では美幌町の財政の中で何を緊縮

するのだと、どういうところで、中期財政試

算でいうところの、単純に言えば２０何億円

を残すために、それだけ削れる事業ではない

と思うので、あしたからあれやめる、これや

めるなんてならない事業ばかりだと思うので

す。そうなると、どこかに痛みが行くとき

に、平均で痛み分けするのか、すっぱり切る

のかというところが２４年度の予算からわか

るのかなと思いますので、それでは２４年度

の予算に入ります。

２４年度の予算、これから、今取り組みが

始まっているのかなと思うのですけれども、

単純に言いますと毎年同じ質問をしていま

す。２４年度、町長は、事業も、投資も含め

て、何を目玉にする予算編成を指示している

のか、指導しているのか、もしくは提案して

いるのかというところをお聞かせ願いたいの

が１点。

それと同時に、たまたま僕は去年気づかな

かったのかなと思うのですけれども、配当予
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算というやり方から一件査定方式ということ

で、配当予算がここでは経費削減を主にされ

たので、今度は一件査定方式に変えるという

ことなのですけれども、配当予算を導入した

１７年度、それと今やめた年度、今年度も次

年度も一件査定方式というところで、この予

算編成のやり方を変えたことなのですけれど

も、配当予算の評価と一件査定方式がどんな

効果があるのか、重ねて御回答願います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 実は１１月１６日

に、平成２４年度予算編成の重点目標という

ことで会議を開きました。その中で、私のほ

うから、平成２４年度の位置づけ、あるいは

重点目標ということで、この重点目標の中に

は総合計画の推進、そしてマニフェストの推

進、さらには、今１回前にお話ししましたよ

うに、推進するに当たって、やはり既存の事

業ありき、あるいは前例踏襲主義からの脱却

と、そして徹底した経費の見直しを行うと、

将来にわたって健全財政の構築を目指すとい

うことを重点目標として掲げさせていただき

ました。

その中でも、災害の未然防止、そして対応

の強化、あるいは保健、医療、福祉各施策の

対応、それから行革、アウトソーシングの着

実な実行ということを指示いたしたところで

ございます。その中で事業として重点的に推

進すべきこととしては、今既に着手しており

ます（仮称）文化ホールの整備事業の推進、

それから水道未普及地域の解消事業、さらに

は国保病院の医療機器の更新事業、これにつ

いてはしっかりと重点的に推進していくとい

う指示を出したところでございます。

また、配当予算、そして今回一件査定方式

ということで変えてきました。過去には、

シーリング方式だとか、キャップをかぶせる

方法とか、いろいろやってきました。それで

配当予算もこちらのほうから一般財源はこれ

だけと各部に配当して、これも、ややもう浸

透して限界に近づいているということで、新

たに２４年度の予算の策定に当たっては、一

件一件の査定方式ということで、個別の事業

をもうちょっと深く見ていこうということ

で、それをやりながら全体の積み上げをして

いって、さらに重点・選択化を図っていくと

いう方式に変えたということであります。

配当予算方式も、これはこれでまた効果が

あったと思っておりますし、要するに見直し

であるとか、そういうことの効果は十分あっ

たというような評価をしております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 一見言葉が違うよう

に見えるのですけれども、配当も一件査定も

各部局において自主的な政策だとか優先順位

について、今回、一件査定というちょっと目

新しい言葉なものですから、部局の中で査定

するのか、それとも全体の予算を見ながら査

定するのかによってまた言葉が違うと思いま

すので、一件査定方式が部局においてはどん

な体制で予算編成になるのか、ちょっとわか

らなかったものですから、もう一度。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ざっくりとして話を

すれば、配当方式は、例えば１００、各部局

で１００という中でいろいろな工夫をしてく

ださいということを今まではやってきまし

た。それで一件査定方式というのは、これは

配当予算の前にやっていた方式で、もちろん

個別の事業の積み上げを各部局でやってき

て、我々としては、配当しましたから、その

中でおさまればいいですよという話ではなく

て、今度は一件一件、一件一件といっても細

かいのはちょっと、事業区分は多分中事業ぐ

らいまで、それぐらいの事業の中で一件一件

聞いて、我々も一緒になって判断していこう

という方式に変えていくということでありま

す。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） なかなか厳しいやり

方なのかなとは思いますけれども、その一件

査定方式の基準が福祉重視なのか、生活基盤

重視なのか、経済維持が中心なのか、もしく

は、いや、そうでないよと、廃止する、削る
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ことを重点に査定していくだとか、もしくは

経済効果、将来にわたる税収を含めた経済効

果を優先するだとか、その辺の基準について

再度、示せるやり方があればちょっとお願い

します。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 金の物差しを当てる

のが一番簡単だと思います。要するに、金が

あるかないかでこれはだめ、いいというよう

な。ただ、それですと、将来につながるもの

も全部切り捨ててしまうという可能性がある

ので、将来に我が町の発展につながるものに

ついては予算をしっかりとつけながら、耐え

てでもそこをやっていくと。あとは、お金の

物差しでなくて、いつも言っているように時

の物差しを当てて、時代的な役割は終わった

というものについては、やはり大胆に見直し

ていくと。そういうやりとりを担当のほうと

しっかりとやっていきたいと。その中で事業

をピックアップして予算化していきたいと、

そんなふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 先ほど一番最初の回

答の中で、事業については総合計画、町長の

マニフェストなりをと書いていましたので、

では、総合計画が優先なのか、マニフェスト

が優先なのか、将来の事業が優先なのかとい

うところを考えますと、２４年度の予算の内

容が示されたときに、また再度お聞きするこ

ともあるのかなと。そのときに総合計画が、

今走っていますけれども、今の財政、今後の

財政を考えますと、総合計画もまた多くの部

分でのチェックだとか評価について、いろい

ろ場面で論議する場面が出てくるのかなと僕

は予想します。２４年度の予算編成について

は、これから本格的になりますけれども、改

めてお聞きするときにまた質問をいたしま

す。

続きまして、全部つながっていますけれど

も、第３次補正予算に入ります。

先般、国会のほうで与党が出しました３次

補正について大々的にやろうという中で、僕

も各省庁のホームページを全部見たのですけ

れども、ほとんどが震災対応型ということ

で、残念ながら、我が町は農業が基盤でござ

いますけれども、農業、水産についてはほと

んど震災対策の補助であったり、その影響を

受けないでなくて、そのことにより地方の生

産体制どうするのかという議論がちょっと欠

如したまま補正予算が通ってしまったのかな

と。残念ながら、僕も農業関係の補助金を探

したのですけれども、なかなか該当するもの

がなくて、たまたま経済産業省と総務省と、

何かないのかなというところで見ています

と、経済産業省のほうはエネルギー対策の項

目がどんどんありまして、たまたま見ている

と住宅用太陽光発電導入支援復興対策基金造

成事業費補助金、長いのですけれども、あと

は建築物節電改修支援事業費補助金だとか、

要するにエネルギーにかかわるものが出てき

まして、お金の流れを見ていますと国、基金

造成、民間団体等、設置者というところがあ

りました。それと同時に総務省につきまして

は、防災対策、消防関係の予算が圧倒的に多

いということと、あとは基礎年金の関係、子

ども手当の関係、この分より防災通信関係と

いうのですか、要するに日本全国をきちんと

守ろうという方針が相当今強くなったのかな

というところを見ると、この消防となると民

間ではなくて構成町なり消防組合だとかにな

りますけれども、この３次補正で聞きたいこ

との柱ですね、少ない補正予算、僕は少ない

と思うのですけれども、この少ない補正予算

の中で、被災地でない地域につく予算が極端

に少ないという中で、当然、美幌町も含む自

治体が要請できるものと、民間が取り組むこ

ともできるかもしれないという部分がまだ全

然見えていないものですから、先ほど言った

経済産業省でいうところの太陽光であれば、

民間団体だとか書いている部分も、我々、民

間ではまだ全然理解ができないのです。この

３次補正について、さらに自治体のみならず

産業界なり民間がともに提案して出せるよう

な補助金が今現在見つかっているのか、見つ
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かっていないのか、何かあるのかどうか。で

ないと、締め切りがもう終わってしまうのか

なと思いますので、その辺、何かありました

ら。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） なかなか予算編成を

やるにも、フリーハンドで使えるお金がだん

だん少なくなってきているということで、経

常経費比率も今９０％からちょっと下がっ

て、少しは広がったと思いますけれども、８

７％ぐらいだったと思います。だけれども、

なかなか厳しいというような状況でありま

す。

それから、総合計画とマニフェストの間は

どうするのだということで、これはいつも悩

みに思うことでありますけれども、町が進む

べき道をしっかり照らしていくのがやはり総

合計画だと思いますから、ダブルスタンダー

ドにならないように、私は公約、マニフェス

トを出して当選させていただきましたけれど

も、それもやりながら、遠く長い先を、任期

以外の遠くを見た１０年間の計画ですから、

それはやはり総合計画をしっかりと推進して

いくというのがダブルスタンダードにならな

いやり方ではないかなと、そんなふうに思っ

ております。

それから、３次補正の関係でありますけれ

ども、農業予算は多分入っていないのだろう

と思いますけれども、農業予算については、

今また４次補正を組もうとしているという中

で、何か検討しているというようなお話も聞

きました。

あと全体で１２兆円の予算を組みましたけ

れども、１１兆円が東日本大震災関係という

ことと、あとはＢ型肝炎で４８０億円とか、

ただ、中身がなかなか伝わってこないという

のが現実で、詳細が示されていないと、そん

なふうに我々は受けとめております。それ

で、順次詳細が出てくると思いますけれど

も、ただ、年度内、期間が余りにも少ないの

で、早目に示してほしいなと思っておりま

す。

その中で、経済産業省のエネルギーも、

ちょっと具体的な内容はわかりませんけれど

も、ただ、総務省の消防関係の防災の関係

は、実は１２月２日付の通知がありまして、

全国の消防がどこでも使える共通波という、

そういう電波の区分と、地域的に、日常的に

活動しているときに使う電波、活動波といい

ますけれども、これが両方財源措置されたと

いうことであります。

我々は、この議会も、消防議会を含めて、

かなり以前から美幌の取り組みはしていただ

いてきております。総務省へ行ったり、道庁

へ議会みずから行ったりして調査していただ

いて、我々としてはかなり積み上げが長いの

があるので、それで１２月２日の調査が来

て、この補正予算にのれるかということです

ので、一応、のれるということで要望は出し

ましたけれども、採択になるかどうかはこれ

からの問題だと思います。

この消防のデジタル化については、一応、

そういう国の予算措置が最大限にできたとい

う受けとめ方をしておりますので、前向きに

取り組んでいきたいと、そんなふうに思って

おります。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 消防、広域事務組合

の議会につきましては、私もそのメンバーで

ございますので、我が町も含めまして、津別

と長年取り組んできたことなものですから、

この補正予算に上げるのであれば、見事予算

がつけば、美幌町の財政にとってもいいのか

なと。もしくは、管内の消防体制についても

すごくいいことになるのかなということの期

待がありますので、どんどんとれるやり方で

頑張るしかないというより、これからはやっ

ぱり申請後、またさらに町長なりの御活躍が

期待されるというところなのですけれども、

今、答弁の中で、たまたま今回の３次補正に

も、ぽかっと突然出てくる、民間という言葉

が出てくるところがあるのです。こういう３

次補正みたく緊急を要する申請だとかある場

合、美幌町の内部で検討すべきことと、外と
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協力体制でできることもあるのかなと思うの

ですけれども、今回の建築物節電改修支援事

業だとか、住宅用太陽光発電導入支援復興対

策基金造成事業だとかというのは、今現在の

情報の中では、民間とどういうかかわりがで

きるのかという情報がありましたら、ぜひお

示し願います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 先ほど町長のほ

うから、細部がまだ示されていない部分はあ

るのですけれども、例えば今のエネルギー関

係につきましては、民間にも対象になるとい

う話であります。今まで示された部分でいけ

ば、例えば二つ以上のものがポイントとなり

ます。例えば太陽光と何かという。今の３次

補正については、一つの項目、言うならば、

例えば断熱構造を直すとか、太陽光をやると

か、そういう項目に対して一つでもオーケー

ですよということで、あとは民間、中小企業

等については対応になるということの部分も

説明されておりますし、割合として、補助率

としては２分の１から３分の１ということ

で、説明を受けたときには、希望するところ

は積極的に上げてほしいという説明は受けて

おります。よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） ３次補正の関係

でありますけれども、先ほど町長から説明申

し上げましたように、１１月２１日に１１兆

７,３３５億円で閣議決定されたということ

であります。

各省庁でそれぞれ要望事項が出された中で

閣議決定されておりますけれども、詳細につ

いておりてきているものとおりてきていない

ものがまだあります。これから当然、２３年

度の予算ということで、大変期間のない中で

要望取りまとめ等が来るかと思うのですけれ

ども、ほとんど災害復興に係る予算というこ

とで、どれだけ私どもの町に該当する事業が

あるのかどうかというのも、その辺もまだ詳

細についてはわかっておりません。

ただ、いずれにしましても、我が美幌町で

採択できる事業がありましたら、積極的に取

り入れていきたいなということで、時間のな

い中で取り組むわけでございますので、議会

の皆さん、総務文教等も含めましてお示しで

きるものであれば、当然報告させていただき

ますけれども、時間の余裕がない中での報告

ということも想定されますので、事後報告に

なることもあるかと思いますけれども、その

辺は御理解いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 緊急を要する予算申

請ということになりますけれども、ぜひ、つ

く予算の中で限りなく配分ができるもの、配

分というのはいろいろな業種ですね、それと

優先順位もです。ことしの３月に予算が終

わった後、美幌町の積み残し、要するに優先

順位が高いもの、もしくは、今現在緊急を要

する補助金という順番になるかと思うのです

けれども、これらについても、できれば補正

予算を申請するころに、私は、自治基本条例

ができたということになりましたので、ぜ

ひ、議会側にも早目に示すという気持ちを執

行部にお持ちになってほしいという切なる希

望がありますけれども、これについては、後

日また再度確認することにします。

どっちにしても、３次補正につきまして、

少ない中での取り合いかなと思いますけれど

も、ぜひ、取れる分は取って、次年度以降の

予算に少しでも軽減できるものがあれば、美

幌町にとっていいものですから、今予算編成

の時期かもしれませんけれども、ぜひ、この

３次補正については努力した中で取ってもら

いたいと思っております。

続きまして、自治基本条例と予算編成とい

うところに移りたいと思います。

先ほどから何回か、言葉の中で美幌町自治

基本条例と言っていますけれども、この自治

基本条例が５０条まである、内容の濃い文言

ばかりが入っている条例ができて、我々議会

側も特別委員会を立ち上げて、この条例に向

かっての姿勢、あと体制等の確認をしている

わけですけれども、当然、美幌町も推進委員
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会を立ち上げてやっているとなっていますけ

れども、いよいよ予算編成の時期が来たと。

ことし導入した年度であるということを踏ま

えて、自治基本条例の中に書いてある情報の

公開、議員と町民の意見交換、いろいろなこ

とが書いています。この中に、たまたまよく

読むと、１０条、１２条、１３条、１４条、

３２条、３７条、３８条の項目をもってしま

すと、議会と行政だけで予算編成するのは違

いますよというような意見になってしまうよ

うな見方もできるのです。逆の見方もできま

す。しっかりとやってくれというのもありま

すけれども、この条項を見ますと予算編成そ

のものが終わった段階、もしくは予算編成中

に町民との意見交換もしないといけないの

か、議会も聞かないといけないのかというよ

うなニュアンスもあるのです。

今現在、美幌町としては、この自治基本条

例と予算編成をどのように取り扱いする考え

があるのか、まず１点目、お聞きします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 自治基本条例の精神

を貫くのは、やはり住民の皆さんが主役であ

りますよということで、そこから派生してい

ろいろな任務だとか役割分担を決めているわ

けでありますけれども、どういう形で参画で

きるか別として、住民の皆さんが主役である

ということは、多くのかかわりを持つと。そ

こにはやはり情報の提供がなければ、あるい

は情報の共有がなければ、お互い力を合わせ

ていけないだろうというのは、この一本の筋

だと思いますので、それに従った形で、我々

は、私もそうですし、やはりしっかりと住民

の皆さんと向かい合う中でいろいろな話をさ

せていただいて、そこから町民の皆さんの意

向なり要望、ニーズをしっかりと受けとめて

施策に反映していくと、このことが極めて重

要だと思っておりますので、自治基本条例が

でき上がるまでいろいろな論議があって、議

会の皆さんは報告会という形で、なぜ町長は

ないのだというような論議も多分あの当時

あったと思います。私は、基本的にはこの町

にいて、軸足をここに置くということで、住

民の皆さんの声を拾い集めて反映させていく

ということは全く変わっておりません。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 町長も自治基本条例

でいくと大変な立場なのですけれども、私

は、町会議員１４人のうちの一人ですけれど

も、町会議員１４人も同じように町民と毎日

向かい合っていろいろな意見を聞いていま

す。ただ、先ほどから僕が確認しているの

は、予算編成は総合計画、町長のマニフェス

ト、優先順位が高いものという中で、総合計

画はもうでき上がってしまっているのです。

マニフェストは選挙のときに町長がもう提示

しているのです。でも、実際、多くの町民の

中には、何であれが先でないのだ、何であれ

が後なのだ、何でこういう方策なのだという

声が、各議員団、そして町の職員も、各自治

会のサポーターもいますけれども、多分いろ

いろな意見が出ていると思うのです。我々議

員も当然、日夜悩ましているのかなと思うの

は、僕個人的な言い方なのですけれども、優

先順位を明確にする場が必要になってきたの

かなと。逆に優先順位を明確にする場を行政

なり議会がつくらないといけないと。それは

予算が決まってからなのか、予算を決める段

階なのか、僕は予算を決める前だと思うので

す。

何を言いたいかというと、美幌町の職員の

方が一生懸命、今後の事業も含めて予算を組

んで、当然その中には予算が反映される事業

所、事業体、業種も入ってきます。でも、そ

れは事業所、要する経営する場所、もしくは

運営する場所の話であって、一般町民の、普

通に暮らしている方の気持ちがどこに反映さ

れるのかとなると、予算編成前に何かのアク

ションが起きないといけないのかなと。まだ

できたばかりの自治基本条例でございますけ

れども、やはり導入した年度からどうやって

動くかというのが正念場かと思いますので、

今の私の話の中で、多くの町民との会話とい

う部分を町長はどのように考えているのか、
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ちょっとお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 全く僕もそのとおり

だと思いますし、大きい声だけを採用して町

政を進めるということにはならないと思いま

す。やはりか細い声、そして聞こえないほど

の声もしっかり耳を傾けていくというのは、

黙って座っていては多分無理だと僕は思っ

て、それで住民の皆さんとしっかり向かい

合って、いろいろな会合の中で話すというの

もいいのでしょう、それも必要だと思いま

す。ただ、そこで発言できない小さな声とか

をどう集めるかというと、町長を先頭に職員

が住民の皆さんのところに添っていって、聞

こえない声も聞こえるほどの距離まで近づけ

ていかないと、住民の皆さんの声は決して聞

こえないと思いますので、そういった意味で

軸足をここに置く、そしてサポーター制度の

中でも、職員も机に座っているだけではなく

て、外へ行って住民の皆さんの声を丹念に聞

いていくということが極めて重要だと。そう

いう声を集めた中で、そして、最終的にどれ

を選択するというのは、極めて私の責任の中

で、あるいは権能の中で、しっかりと進めて

いきたい。だから、偏りのないようなことで

やっていきたいと、そんなふうに思っており

ます。そのためには、会合を招集すればいい

ということでは解決できないと、そんなふう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） もう１２月になりま

して、予算編成も、この冬に多くの町民の声

を聞くという過酷な数カ月になると思いま

す。

私は、予算編成というのは本当に難しいと

思いますよ。いろいろな団体、一つの団体の

意見を踏襲するのか、違う団体の意見を聞く

のか、一つの方向で物事を判断するのか、全

く違う政策のところから意見を聞くのかに

よって、日数もやり方も変わると思うので

す。今、町長の答弁は本当にすっきりした答

弁でございますけれども、では、実際、この

１２月の議会が終わった後、多分３月当初に

予算編成が決定した後に議会があると思いま

すけれども、その前の２月にはほぼ決定とな

ると一月半の中で、今言った町民の声を踏襲

できる場があるのか、逆に言えば、議会も自

治基本条例ができた後の予算編成にどういう

ふうに向き合えるのかというのが私は今すご

く見えていない。見えることができるのかど

うか、この２カ月の間に何ができるのか、美

幌町でいうところの財政をつくる担当とどの

ような方向の打ち合わせをしているのか、ぜ

ひお示し願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 予算編成するだけの

ために住民の皆さんの声に耳を傾けるという

ことでなくて、ずっとやってこないとだめだ

と思いますので、私はそういう形で自分に言

い聞かせて、そういうふうにやってきたつも

りであります。ですから、たくさんのものが

体の中にあると思いますので、それが一気に

できないということもやっぱりあります。先

ほども言いましたように、会議を開いて意見

をくださいということだけでは、なかなか住

民の皆さんの声は届いてこないと思います。

ですから、しっかりと受けとめるように、そ

れはふだんからしっかりとやってくるという

ことだと、それを一生懸命今後もやっていき

たいと、そんなふうに思っております。それ

で、そういう声の一つ一つを聞いた中で、

我々は予算編成権といろいろな条例の提案権

を持っているわけですから、具体的な住民の

皆さんの声を形にできるのは、まさに我々の

仕事でありますので、そういう声を集めなが

ら、しっかりと住民要望にこたえるためのそ

ういう努力を引き続きしていきたいと、そん

なふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ちょっと私の質問の

仕方と説明の仕方が悪いのかなと思うのです

けれども、自治基本条例は１年間、１００年

間かけて住民と向かい合う姿勢になっていま

す。私言っているのは、できた年の最初の予
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算編成が住民と一生懸命つくった自治基本条

例の中とどのように整合するのかということ

を聞いているのです。となると、今までいろ

いろな町民の意見を聞いたよというのはわか

ります。でも、議会のほうも、きちんと情報

の開示、意見の交換をしましょうとなってい

ると、予算編成のときにそれができるのかで

きないのかということを聞きたいのです。総

務部のほうでどうですか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ちょっと言っておら

れることがぴんとこなくて、答えとしては適

切でないかもしれませんけれども、議会と予

算編成をどのように進めるのかに絡んでいる

と思いますけれども、これは先ほど１回目の

ときに答弁させていただいたようなことであ

ります。

それで、議員の皆さんそれぞれ住民の皆さ

んの声を聞いて、この場におられて、そし

て、それぞれいろいろな御意見をお持ちだと

思います。それを委員会なりこういうところ

で私どもといろいろ協議する中で、こういう

ものに対する予算は必要だということを我々

察知して予算編成を実現できるというような

こともあると思いますけれども、ただ、これ

はお互いの権能、権限に基づいてやらない

と、それこそ、ことし話題になった二元代表

制が崩れてしまうので、お互いの権能に基づ

いて、それぞれの立場で住民の皆さんの声を

聞いて、そして予算をどうつくり上げていく

かというところは、まさにこういった公の場

であるとか委員会の場で、我々から提案する

ばかりでなくて、議員の皆さんからも提案す

る形で、ぜひとも声として出していただけれ

ばと。多分思いは一緒だと思いますから、町

民の皆さんにとって非常にいい予算ができる

のではないかなと思いますので、ぜひとも、

そういう力を貸していただきたいと、そんな

ふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 町長が言うのは当然

ですね、当たり前に近いです。僕は、自治基

本条例をつくったときに委員でいた中で、町

民の方からもう少しわかりやすい町の運営、

議会と執行部との間、そして町民が理解でき

るような説明を聞く場が欲しいというのも多

く聞きました。私は、簡単に言うと、今不安

なのは、これからつくるであろう予算編成の

中に、できた条例がどのように入っていくの

か、使うのか、有効利用するのかという部分

があると思ったのです。だから、議会のほう

も、これに沿って今までの予算編成の対応で

はなくて、何かのやり方が生じるのかなと。

当然、行政のほうからも提案あるのかなとい

うことがあったものですから、今回質問に入

れたのです。今までどおりであれば、条例と

予算というのがわからなくなってしまうの

で、何か新しいやり方があるのかなと。逆に

やらないといけないのかなと思ったものです

から聞いた限りで、今までどおりですよと言

われたら、はい、そうですかというわけにい

きませんので、ぜひ、私も議員でございます

ので、この条例と予算編成について、本当に

今の答弁が最大限いいと、できるのかどう

か、私ちょっと不安なものですから、これに

て一般質問を終了します。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、６番松浦和

浩さんの一般質問を終わります。

これで、一般質問を終わります。

─────────────────────

◎散会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本日の日程

は全部終了しました。

これで、本日は散会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時１１分 散会
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