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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開会の宣告 

○議長(細川勝弥君) おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は 20名です。定足数に達していますので、平成 29年第３回新ひだか町

議会定例会を開会いたします。 

                                  (午前 ９時３０分) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開議の宣告 

○議長(細川勝弥君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長(細川勝弥君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定により、４番、川端君、５番、木内君を指

名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会期の決定 

○議長(細川勝弥君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から６月 23日までの４日間にいたしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から６月 23日までの４日間に決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎行政報告 

○議長(細川勝弥君) 日程第３、行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

          [町長 酒井芳秀君登壇] 

○議長(細川勝弥君) おはようございます。行政報告を申し上げます。 

 初めに、平成 29年度札幌静内会総会及び札幌三石会総会への出席についてであります。札幌近

郊に在住の静内地区出身者で組織する札幌静内会及び三石地区出身者で組織する札幌三石会の平

成 29年度総会に議長及び副議長とともに出席し、町の近況報告を行ったほか、出席者との交流を

図ってまいりました。なお、詳細は記載のとおりであります。 

 次に、工事の仮契約についてであります。記載のとおり、３件の工事にかかわる入札を行い仮

契約を締結いたしました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 

 次のページをおめくりください。工事にかかわる入札の執行についてであります。記載のとお

り、４件の工事にかかわる入札を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 

 次に、委託業務にかかわる入札の執行についてであります。記載のとおり、５件の委託業務に

かかわる入札を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 



 

 - 2 - 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎報告第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第４、報告第１号 専決処分の報告について、損害賠償請求事件の和解

及び損害賠償の額の決定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

 田森みついし居宅介護センター長。 

          [みついし居宅介護センター長 田森由美子君登壇] 

○みついし居宅介護センター長(田森由美子君) おはようございます。ただいま上程されました報

告第１号についてご説明申し上げます。 

 報告第１号は専決処分の報告でございます。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定

につきまして、地方自治法第 180 条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条

第２項の規定により報告するものでございます。 

 １枚おめくりください。１ページは専決処分書でございます。処分年月日は、平成 29 年５月

31日専決処分第４号として専決処分したものでございます。 

 次のページお開きください。２ページは、損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定に

ついてでございます。新ひだか町は、平成 29 年４月 24 日に新ひだか町三石西端 26 番地の２、

三浦フサ氏を相手方として発生した下記損害賠償請求事件において、新ひだか町の賠償額４万

392円で相手方と和解するものでございます。 

 損害賠償請求事件の概要でございますが。本件につきましては、平成 29年４月 24日午後３時

40分頃、職員が職務で新ひだか町三石西端の相手方の住宅へ公用車で訪問し、玄関側に駐車しよ

うとしたところ、ブレーキ操作を誤り、相手方住宅に衝突し、外壁を損傷させたものでございま

す。過失割合は町 10、相手方０であります。今回の事故は、職員の運転操作の誤りにより発生し

たものでございまして、今後このような事故を起こさないよう、十分注意し、安全運転の励行に

努めてまいります。大変申しわけありませんでした。 

 以上、報告第１号の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、報告第１号専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決

定について)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号は、承認することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎報告第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第５、報告第２号 繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君登壇] 

○総務課長(藤沢克彦君) おはようございます。ただいま上程されました報告第２号についてご説

明をいたします。 

 報告第２号は、繰越明許費繰越計算書についてでございまして、平成 28年度の新ひだか町一般

会計補正予算第４号第２条、同補正予算第６号第３条及び同補正予算第７号第３条の繰越明許費

は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行例第 146条第２項の規定により報告

するものでございます。 

 １枚おめくりください。平成 28年度繰越明許費繰越計算書でございます。今回の繰越明許費に

つきましては、一般会計のみでございまして、内容でございますが、２款総務費、１項総務管理

費、事業名は総合町民センター備品等整備事業でございます。金額 3,270 万円のうち、翌年度へ

の繰越額は、同額の 3,270 万円となってございまして、財源内訳につきましては全額一般財源と

なってございます。 

 同じく、２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、事業名 通知カード・個人番号カード交付事

業でございます。金額 187万 3,000円、翌年度繰越す額は同額の 187万 3,000円となってござい

ます。財源内訳につきましては、国庫補助金でございますが、187 万 3,000 円、個人番号カード

交付事業費補助金を充当してございます。 

 11款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、事業名 道路災害復旧事業では、金額 9,000万円

でございます。翌年度への繰り越し金額につきましても 9,000 万円となってございます。財源内

訳につきましては、土木施設災害復旧事業負担金、国庫負担金でございますが 7,200 万円、地方

債で、土木施設災害復旧事業債 1,800万円を充当する予定となってございます。 

 同じく 11災害復旧費、２項農林水産業施設災害復旧費、事業名 奥地林道ポンルベシベ線災害

復旧事業でございます。金額は 1,500万円、翌年度の繰越額は 780万 9,000円でございます。財

源内訳につきましては、林業施設災害復旧事業補助金、道補助金になりますが、507万 5,000円。

地方債でございますが、林業施設災害復旧事業債 240 万円、一般財源 33 万 4,000 円となってご

ざいます。繰越使用する理由につきましては、補正予算上程時にご説明をさせていただいており

ますが、本体工事の工期の延長、補助負担金の交付決定が年度末になったことなどにより、年度

内に事業が完了しないため、繰越明許を設定し、平成 29年度に予算執行するものでございます。 

 以上で報告第２号の説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本件に対して討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

 これから、報告第２号 繰越明許費繰越計算書についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号は、承認することに決定いたしました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第６、議案第１号 工事請負契約締結について(三石庁舎及び旧郷土館

図書館等解体工事を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田中地域振興課長。 

          [地域振興課長 田中伸幸君登壇] 

○地域振興課長(田中伸幸君) ただいま上程されました議案第１号についてご説明いたします。 

 議案第１号は、三石庁舎及び旧郷土館図書館等解体工事に係る工事請負契約締結についてでご

ざいます。予定価格が 5,000 万円を超える工事請負契約締結について、議会の議決を求めるもの

であり、次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものであります。契約の目的は、三石庁

舎及び旧郷土館図書館等解体工事。契約の方法は、条件付一般競争入札。契約金額は、5,832 万

円、うち消費税及び地方消費税の額は、432 万円。契約の相手方は、田湯タナカ・幌村特定建設

工事企業体で、代表者は、所在地 日高郡新ひだか町静内末広町３丁目４番 22号。名称 田湯タ

ナカ建設株式会社。代表取締役 田湯勝義です。構成員は、所在地 日高郡新ひだか町三石蓬栄

126 番地。名称 幌村建設株式会社。代表取締役 幌村 司となっております。なお、共同企業

体の出資割合は、田湯タナカ建設 60パーセント、幌村建設 40パーセントとなっております。 

 次のページをお開きください。議案第１号参考資料１、契約書(案)となっております。１ 工事

名は、三石庁舎及び旧郷土館図書館等解体工事。２ 工事場所は、新ひだか町三石本町地内。３ 

工期は、着工が契約の日から、完成は平成 29年８月 31日までとなっております。４ 請負代金

は、平成 29年６月８日締結の仮契約書の金額。５ 契約保証金は、免除となっております。 

 次のページをお開き願います。議案第１号参考資料２でございます。図面を横にしてごらんい

ただきまして、網かけ部分の箇所が、解体及び構造物の撤去箇所となっております。主な解体す

る建物は、旧三石庁舎、旧郷土館図書館、車庫および駐輪場となっており、床面積の合計が、

2,134.82 平米となっております。また、埋設浄化槽、オイル配管、雨水配水管等の地下構造物の

撤去、掲揚台キュービクル、仮設オイルタンク等の解体、アスファルト舗装等の提供等もあわせ

て実施することとしております。 

 以上、議案第１号の説明とさせていただきます。審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、議案第１号 工事請負契約締結について(三石庁舎及び旧郷土館図書館等解体工事)

を採決いたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第７、議案第２号 工事請負契約締結について(本町海岸線跨線橋建設

工事その１)及び議案第３号 工事請負契約締結について(本町海岸線跨線橋建設工事その２)を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 酒井建設課長。 

          [建設課長 酒井 隆君登壇] 

○建設課長(酒井 隆君) おはようございます。 

 ただいま上程されました議案第２号及び議案第３号について一括して説明させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

 議案２件の説明に当たり、工事の位置などについて説明いたしますので恐れ入りますが、２枚

おめくりいただき、議案第２、３号参考資料２をごらんください。議案第２、３号参考資料２は、

議案第２号、第３号の共通の資料となります。平成 29年度の本町海岸線跨線橋建設工事は、橋台

２基と  上部工  を２件の工事に分けて発注しようとするものであります。図面は、橋梁工

事における一般図であり、右側中段に工事箇所を示す位置図を表示しております。位置図の左上

が苫小牧方向で右下が三石方向となり、中央の丸で囲った箇所が跨線橋工事箇所であります。ま

た、跨線橋の上側が街路本町通りで、下側が町道本町海岸線となり、跨線橋で接続される形とな

っております。図面左上は側面図で三石側から苫小牧側を見た形となり、左下は平面図となりま

す。右上は、橋の断面図、右下に橋の構造形式などを記載しております。 

 恐れ入ります。２枚お戻りください。議案第２号 工事請負契約締結についてでございます。

次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものであります。契約の目的は、本町海岸線跨線

橋建設工事その１です。契約の方法は、条件付一般競争入札です。契約の金額は 5,108 万 4,000

円です。うち消費税及び地方消費税の額 378万 4,000円です。契約の相手方は、賀集・大川特定

建設工事共同企業体。代表者 所在地 日高郡新ひだか町静内海岸町１丁目３番 16号、名称 株

式会社 賀集建設、代表取締役 賀集 繁喜氏。構成員 所在地 日高郡新ひだか町静内田原

1011 番。名称 株式会社 大川建設、代表取締役 大川 勝也氏。出資割合は、賀集建設 60 パ

ーセント、大川建設 40パーセントとなっております。 

 １枚おめくりください。議案第２号参考資料１となり、契約書の案となっております。１ 工

事名 本庁海岸線跨線橋建設工事その１です。２ 工事場所 新ひだか町静内木場町１丁目・静

内海岸町２丁目地内です。３ 工期 着工が契約の日とし、完成が平成 29 年 10 月 20 日として

おります。４ 請負代金額 平成 29年６月８日締結の仮契約書の金額とし、５ 契約保証金につ

いては、免除としております。 

 １枚おめくりください。議案第２・３号参考資料２は、先ほど説明させていただきましたが、

当該契約については、橋りょうの下部工、橋台２基を建設するものであり、基礎杭は平成 27年度、

28年度で施工済みでありまして、上部工は議案第３号において実施することとしております。 

 １枚おめくりいただき、議案第２号参考資料３をごらんください。当該工事に係る静内海岸町

側の橋台Ａ－１橋台の構造図となります。左上から正面図、背面図、断面図、下段に平面図、誘

発目地詳細図、壁高欄詳細図となっており、構造は逆Ｔ式橋台、高さ 8.0メートル、幅 10.9メー

トルであります。 
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 １枚おめくりいただき、議案第２号参考資料４をごらんください。静内木場町側の橋台Ａ－２

橋台の構造図になります。先ほどと同様に、正面図ほかとなっており、構造は逆Ｔ式橋台、高さ

8.8メートル、幅 10.9メートルであります。 

 以上、議案第２号についての説明とさせていただきます。 

 １枚おめくりいただき、引き続き議案第３号について説明させていただきます。なお、工事位

置などについては、先ほど議案第２・３号参考資料２により説明させていただきましたので説明

を省略いたします。 

 議案第３号 工事請負契約締結についてでございます。次のとおり工事の請負契約を締結しよ

うとするものであります。契約の目的は、本町海岸線跨線橋建設工事その２です。契約の方法は、

条件付一般競争入札です。契約の金額は、8,294 万 4,000 円です。うち消費税及び地方消費税の

額 614万 4,000円です。契約の相手方は、出口・真下特定建設工事共同企業体。代表者 所在地 

日高郡新ひだか町静内本町３丁目３番５号。名称 株式会社 出口組、代表取締役 出口 直沖

氏。構成員 所在地 日高郡新ひだか町静内青柳町３丁目５番 10 号。名称 真下建設株式会社。

代表取締役社長 真下 明氏。出資割合は、出口組 60パーセント、真下建設 40パーセントとな

っております。 

 １枚おめくりください。議案第３号参考資料１となり、契約者の案となっております。１ 工

事名 本庁海岸線跨線橋建設工事その２です。２ 工事場所 新ひだか町静内木場町１丁目・静

内海岸町２丁目地内です。３ 工期 着工が契約の日とし、完成が平成 30年２月 20日としてお

ります。４ 請負代金額 平成 29年６月８日締結の仮契約書の金額とし、５ 契約保証金につい

ては、免除となっております。 

 １枚めくりいただき、議案第３号参考資料３をごらんください。上部工の構造図となっており、

左上から側面図、断面図、平面図。主桁断面図、沓座詳細図になります。構造は、単純ＰＣＴ桁

橋、橋長 20.80 メートル、  主管  20.00 メートル、総幅員は 10.90 メートル。うち、車道

7.50メートル。歩道 2.50メートル。地幅が車道側 0.5メートル。歩道側 0.4メートルとなってお

ります。 

 以上議案第３号についての説明とさせていただきます。議案第２号、第３号について御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 内容云々というよりも、この参考資料の説明資料を見せられても、私は半

分文章と数字が読めません。理解できませんよ。こんな、この資料見て理解せと言われても。で

すから、今回は良いとしても、このような図面のものについては、やはり最低でももうちょっと

拡大したものを示してくれないと数字も字も理解できません。やはり私たちは議員としてこれを

通した、資料も見た、説明を受けたっていうことですから、町民から説明されたときに、この資

料でわかったのかと言われたとき、私はわかりませんよ。これでは。やはりもっと説明資料が、

だれが見てもわかるものをやはり提示すべきだと思いますが、いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

○建設課長(酒井 隆君) はい。申し訳ありません。図面については、ちょっと縮小している部分

もございまして、議員ご指摘のとおりでございますので次回に向けて拡大するなり、そういう形
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で対応させていきただきたいと思います。申し訳ありません。 

○議長(細川勝弥君) よろしいですね。ほかに。 

 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 今回の議案は３月定例会で予算をとった。それで入札されたんで、これは

いろいろありますけども、これについては、３月議会で可決されたことだからありません。それ

で、町長に確認したいんですけども、この、そもそもこの横断歩道橋ですか、避難路として海岸

町から柏台までいくための橋なんですよね。ところが、今回も一般質問にもありますけども。今

回もＪＲ日高線については、町長のおっしゃっるＤＭＶのほかに、バス及びＢＲＴが日高線につ

いて、町長が町村会の会長として調査することになっています。このＤＭＶ以外のバス及びＢＲ

Ｔがもし交通手段としてなった場合にも、この横断橋は海岸町の皆さんの避難路として必要だと

いう考え方で、今回議案として出されたのかどうかを町長にお伺いいたしますのでご答弁をよろ

しくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) お答えいたします。議案第３号の実質、いわゆる跨線橋というものが、これ

によって架けられるということになるわけです。それで、私ども、ＪＲ日高線の災害を受けまし

て、今まで２年５か月あまり、いろいろ取り組んでまいりました。まだ日高線の廃止については、

これを容認していないと。むしろ災害復旧というものを、最初は目指したんですが、それの代替

案として、ＤＭＶの活用ですとか、そういった論議をしているうちにＢＲＴといものが出てまい

りました。これも鉄道の線路のところを舗装道路にしてバスを走らせるというやり方ですので、

ＢＲＴの場合もその跨線橋の下をくぐるということになります。今の国道を使うバス転換の場合

にはそれは使わないということなんですが、まだ、それの結論が出てないと。方針もまだ中途の

状況であるから、きちっとなってないということですので、これを進めてまいるということでご

ざいます。 

○議長(細川勝弥君) よろしいですか。ほかに。 

 はい。19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) 先ほどの下川さんも言ってたんですけれども、よくわからないので。今、

海岸町のほうは、全然何も手がつけられてないように見受けられるんですけども、今後、どうい

う工事をするのかを、ちょっと具体的に教えていただきたいんです。それと逆転式構造ってさっ

き言ったのが、どういうのかもちょっとわからないんですし、あと、この資料３の主桁というの

は橋げたのことですか。これ 20メートルってさっき言ったんですけど、それがどうしてなのかと

か、ちょっと具体的にどんな工事がされるのか教えてほしいのと、もう一つはどのぐらいのお金

が今後かかっていくのかということもあわせて、説明をお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

○建設課長(酒井 隆君) 本町海岸線における今後の残りの事業という言い方でございます。まず

橋りょうについては、今回桁をかける中で舗装まではできませんので、来年以降舗装するのと合

わせて、海岸町側の道路については、改良舗装、用地測量等をこれからも引き続きやっていって、

あわよくばという言い方はちょっと失礼なんですけども、あと２年程度で完成させられればとい

うようなことでもくろんでおります。 

 続きまして、逆Ｔ式というのはどういうふうなものなんですかという言い方でございますが、
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例えば、議案第２号参考資料３の右上の絵を見ていただきますと、英語のＴというのが逆さまに

なった形に見受けられると思います。これ、橋台を横で切った形で、下が幅広くて、上に薄い壁

が立ち上がっている、これを逆Ｔ式という呼び方で、こういう構造のものを申します。それから

主桁 20メートルとはどういうことかと申しますと、先ほどの議案第２号におきまして、橋台を海

岸町側と木場町側にそれぞれ設置しますが、これの間に桁というんですか、橋のＴ型の主桁とい

うものを 10本並べるような形でございます。この 20メートルというのは、この橋台間の伸身と

いうんですか、そういう形、何と言うかな支える間の距離、そういう形になります。 

 それから、残事業については先ほども申しましたが、先ほど言うように橋の表面なりを仕上げ

る部分と、海側のほうの工事を一部やるような形でございます。多分説明不足はないと思います、

よろしくお願いします。 

          [何事か言う人あり] 

○建設課長(酒井 隆君) 額ですね、すみません。本町海岸線につきまして、29 年度を終わりま

して、残り 30年度以降に１億 7,000万程度の事業が残る形を予定しております。失礼しました。 

○議長(細川勝弥君) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。 

 議案第２号及び第３号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。 

 先に原案に反対者の発言を許します。 

 20番、川合君。 

          [20番 川合 清君登壇] 

○20番(川合 清君) おはようございます。議案第２号、第３号に対する反対討論をいたします。 

 本町海岸線跨線工事は、要らない工事です。海岸町の道路開設の目的は、住民の大津波などの

緊急時の避難路を確保するのが、一番の目的であります。海岸町地区の住民の安全のためには、

海岸町に設置されている護岸の  管理運用ぼう  を利用すればよいことです。賀集の工場か

ら海岸町生活館、またその先まで車両の振興は可能になっています。行き止まり地点からはちょ

っと段差があるんですが、その段差を解消するための少しの手入れで、いわゆる営林署踏切に通

じることができます。設計変更を求めて、道と協議すべきです。この工事に当たって、町の持ち

出しはわずか、ここまでやってきたんだからとか、ＪＲの運休中に工事をやれば工事費が安くな

るとか、補助金の返還が求められるとかの意見がありますが、これらの意見は 1,000 兆円を超え

るという国と地方の借金には目もくれず、無駄な大型工事を続けるための開きなおりとしか思い

ません。また、町民の間には、ＪＲ日高線がなくなるかもしれないというのに何で跨線橋をつく

るのかという疑問の声は根強くあります。それにこたえる議案にはなっているとは思えません。

本町海岸線跨線橋工事、ＪＲ北海道との用地支障物件補償交渉はやめて、道との設計変更、管理

用地の利用についての協議を急ぎ進めることを求めます。 

 よって、議案第２号、第３号の反対討論といたしますが、議員の皆さんのご賛同をお願いし、

討論を終わります。 

○議長(細川勝弥君) 次に原案に賛成者の発言を許します。 

 16番、築紫君。 

          [16番 築紫文一君登壇] 
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○16 番(築紫文一君) 議案第２号及び議案第３号について、原案に賛成の立場から意見を申し述

べます。 

 町道本町海岸線整備事業については、静内海岸町地区の住民の生活道路であり、かつ狭隘で袋

路であることから、災害時の避難や緊急車両の通行不安がある状況が長年の懸案でありましたが、

平成 23年の東北大震災を受けての地域の整備、要望請願を踏まえて、平成 25年から本格的に整

備を実施しております。３月の定例会の予算審議においても、種々意見が出されました事業につ

いて、見直した場合の比較検討や北海道との協議経過の説明を受けて、附帯決議が出たものの可

決されている事業であります。さらに、昨年発生いたしました台風９号及び 10 号の豪雨により、

海岸町唯一のアクセス道路である賀集踏切付近の道路が冠水し、通行が困難になるという被害が

発生しており、津波のみならず、大雨による内水被害を想定した別の避難路を速やかに確保する

必要性が浮き彫りになったところでございます。当該町道についての災害や緊急時の対応に、住

民の利便性、経済性について検証され、現在の計画に基づき、継続して実施することが、早期に

完成させることができ、住民の安全を最大限守ることができるとの行政の判断について賛成する

ものでございます。 

 以上のことから、提案されております議案第２号及び議案第３号について、議員各位の賛同を

お願いいたしまして、原案に対する賛成討論といたします。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 以上で討論を終結いたします。 

 これから議案第２号 工事請負契約締結について(本町海岸線跨線橋建設工事その１)を採決い

たします。 

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

          [起立する者多数あり] 

○議長(細川勝弥君) はい。着席ください。起立多数であります。 

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第３号 工事請負契約締結について(本町海岸線跨線橋建設工事その２)を採決い

たします。 

 この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

          [起立する者多数あり] 

○議長(細川勝弥君) 着席ください。起立多数であります。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午前１０時１４分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午前１０時２５分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎一般質問 

○議長(細川勝弥君) 日程第８、一般質問を行います。 
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 なお、13番、福嶋君の質問に関連して、説明資料が提出されておりますのでごらんください。 

 質問通告順序により発言を許します。登壇の上一括質問願います。 

 11番、建部君。 

          [11番 建部和代君登壇] 

○11 番(建部和代君) おはようございます。通告に従いまして壇上より２点について、一般質問

をさせていただきます。 

 まず一つ、就学援助について、学校教育法第 19条では経済的な理由によって、就学困難と認め

られる学齢児童、また学齢生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならない

とあります。就学制度の対象は、要保護は、生活保護法に規定する要保護者、準要保護者につい

ては、市町村教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮していると認めるもの、認定基準は各

市町村が規定とあります。具体的に就学援助は児童生徒の家庭が制度保護を給するなど、経済的

に困窮している場合、学用品や給食、修学旅行費などの費用の一部を市町村が支給し、国がその

２分の１を補助する制度です。しかし、これまでは新入学時に必要なランドセルなど、学用品の

費用については支給されるものの、国の補助金交付要綱では、国庫補助の対象の小学校前は含ま

ない児童、また生徒の保護者としていたため、その費用は入学後になっていました。以前、町民

から小学校入学準備に多額のお金がかかるので、入学準備に間に合うように支給していただけな

いかとの相談を受け、平成 25年３月に就学援助についての質問をさせていただきました。困窮し

ている家庭への現状であれば、必要とするときに援助すべきではないかとの質問をしましたが、

どうしても６月での所得が確定しないと支給は難しいとの答弁でした。昨年度末に文部科学省で

は、要保護児童生徒援助費補助金要綱を平成 29年３月 31日付で改正をされております。そこで

３点の質問をさせていただきます。まず一つ目に、改正された要保護児童生徒援助費補助金要綱

の内容を伺います。二つ目に新ひだか町就学援助費支給規則の第５条では、支給額について各対

象科目があり、予算額単価の額を上限とするとありますが、今回改正された支給額を国の要綱ど

おりに要保護者、準要保護者に支給されるのかお伺いいたします。要保護者と同様に準要保護者

に対しても、三つ目に、この改正された要保護児童生徒助成費補助金は、平成 30年４月に実施さ

れるのかをお伺いいたします。 

 二つ目に、部活動指導員について。現在、社会では、働き改革が叫ばれております。政府が進

める働き方改革において、残業時間の上限を年間 720時間以内月 100時間未満などとすることが

３月に決定しております。そこで、これに違反した企業には罰則が課せられることになっており、

企業にとっては重大な規定であり、上限を超えないように経営努力がされております。しかしそ

の中で、この上限規則の例外などが公立校教員たちです。このたび文科省が、教員勤務実態調査

結果を４月に発表され、国が示す過労死ラインとされる週 20時間以上の残業を行った中学校教員

は約 57パーセントに上っておりました。この過労死ラインについて、厚生労働省は、過労死の労

働認定基準として、心疾患者や脳疾患者の方々が２ヵ月から６カ月間に毎月 80時間以上の残業が

あった場合に、業務と発症との関係性が強いとしています。また、経済協力開発機構の国際教員

指導環境調査 2013 年によると、１週間当たりの教員の勤務時間は参加国、地域の中で日本が最

長であった。部活動など、課外活動の指導時間は、平均３倍以上であったと報告されています。

この状態では、教員の心身の健康が損なわれかねないし、何といっても子どもに向き合う時間が

十分に確保されないのが現状です。2015年の中央教育審議会、文科学省の文科の諮問機関が、外
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部人材を活用するチーム学校の答弁の中で部活動指導員の創設が提言されており、これを受けて、

文科省が学校教育法の施行規則を改め、部活動指導員制度が出来ております。そこには、多忙な

教員の負担軽減にあると思います。学校の中には、以前から部活動に外部指導員を導入している

学校はありますが、今回の制度化された部活動指導員について、３点質問をさせていただきます。

一つ目に、制度化された部活動指導員制度内容と、従来の外部指導員との相違についてお伺いい

たします。二つ目に、新ひだか町の各学校における部活動について、部活動の数、指導体制と週

の指導時間についてお伺いいたします。三つ目に、今後、部活動指導員の活用を検討する考えは

ないのかをお伺いいたします。以上で壇上からの質問とさせていただきます。ご答弁をよろしく

お願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

          [管理課長 片山孝彦君登壇] 

○管理課長(片山孝彦君) おはようございます。建部議員からご質問の教育行政についてご答弁申

し上げます。 

 最初に、１点目の就学援助についての(１)今回改正された要保護児童生徒援助費補助金要綱の内

容から(３)改正された要保護児童生徒援助費補助金は、平成 30年４月に実施されるのかまでにつ

きましては、関連がございますのであわせてご説明させていただきます。学校教育法第 19条の規

定により、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対し

て、市町村は必要な援助を行うこととなっており、市町村が行う援助のうち、要保護者への援助

に対しては、国は要保護児童生徒援助費補助金により、その経費の一部を補助しております。今

回、改正された内容は、大きく２点ございまして、一つは、新入学児童生徒学用品費等の予算単

価を引き上げる見直しが行われた点。また、もう一つは、必要とする時期に速やかな支給が行え

るよう、小学校に入学する年度の開始前に支給した新入学児童生徒学用品費等の経費を、国庫補

助の対象にできることとされた点。いわゆる入学準備金の前倒し支給を補助対象にできるよう、

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の一部改正が行われ、

平成 29年４月１日から試行されたところであります。当該補助金については、要保護者を対象と

するものであり、今回の改正の新入学児童生徒学用品費等の支給に関しましては、福祉事務所を

置く北海道が行うことになるものでありまして、当町が直接負担することがない経費ということ

になります。よって、準要保護者についてはどうなのかということについてご説明申し上げます。

今回、国の交付要綱の一部改正を受け、新ひだか町就学援助金支給規則の一部を改正し、平成 29

年４月１日から施行したところであり、その主な改正内容としましては、国の補助金交付要綱に

よる国の予算単価の額を上限とした支給が行えるように、支給対象費目ごとの支給額について整

理したところでありまして、準要保護者につきましては、大きく次の三つの方法によって支給す

ることになります。まず、支給規則において、支給額を実費相当額としている修学旅行費、学校

給食費、医療費の三つの費目については、これまでどおり実費相当額での支給となります。次に、

国の予算単価の額を上限として定めている費目については、その上限額と実費相当額のいずれか

低いほうの額を支給することになります。そして、もう一つ今回の改正において、国の予算単価

に変動のないものは、これまでと同様の水準で支給してまいります。また、要保護者につきまし

ては、生活保護費の対象外となっている修学旅行費が、北海道から支給されませんので、この部

分については、これまでどおり、町において実費相当額を支給していくこととしております。な
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お、今回の改正による平成 30年４月以降の実施見込みとしましては、新入学準備基金の国の予算

単価は、大幅に増額しているところですが、当町においては限られた一般財源の中での支給であ

るため、現状ではこの単価増額に対応した支給は困難でありますので、これまでの単価を維持し

ていくこととしております。また、もう一つの改正部分であります入学準備基金の前倒し支給に

つきましては、入学準備にかかる家庭の経済的負担を軽くするための措置でありますが、認定時

期を早めることに伴う所得審査上の問題や、転入・転出による二重支給が発生するケースも考え

られるなど、幾つかの課題問題点をクリアする必要があります。教育委員会としましては、入学

に際しての保護者の負担軽減が図られるよう支給時期を早めることについて、他市町村の状況も

参考にしながら、実施に向けた検討を進めているところでありますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

 次に、２点目の部活動指導費についてご答弁申し上げます。中学校の部活動につきましては、

教員等の指導のもとに、生徒の自主的・自発的な参加により、スポーツや文化、科学等に親しみ、

学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養と学校教育が目指す資質能力の育成に資するものであり、

学校教育の一環として実施されるものでございます。今般、学校教育法施行規則の一部を改正す

る省令が、平成 29 年３月 14 日に公布され、平成 29 年４月１日から試行をされたところであり

ます。ご質問の(１)制度化された部活動指導員の内容と従来の外部指導員との相違についてであり

ますが、ここでお尋ねの外部指導員につきましては、北海道中学校体育連盟が規定しております

外部コーチという認識でお答えさせていただきますことをご了承いただきたいと措置ます。最初

に、部活動指導員の職務でありますが、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的・自発的な参加

により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動である部活動において、学校長の監督

を受け、技術的な指導に従事すること。また、実技指導、安全、生涯予防に関する知識技能の指

導、学校外での活動、すなわち大会、練習試合等への引率、用具・施設の点検管理、部活動の管

理運営、保護者等への連絡、年間指導計画の作成、生徒指導に係る対応や事故が発生した場合の

現場対応などがあります。これらのほか、学校長は部活動指導員に部活動の顧問を命じることも

可能になります。従来の外部コーチとの相違点でございますが、これまでの外部コーチは法令上

の位置づけが明確ではなかったことから、事故が発生した場合の責任や補償について、明確に規

定されたものがなかったこと、また、大会等への引率に関しても外部コーチのみでは引率できず、

顧問の教員が引率しておりました。今回、制度化された部活動指導員につきましては、学校の設

置者が任用する職員として位置づけされたことにより、職員が不在でも単独で指導できること。

また、大会等への引率が可能とされたことが相違点であります。 

 次に、(２)現在の新ひだか町の各中学校における部活動について、部活動の数、指導体制、週の

指導時間についてでございますが、部活動の数を学校別に申し上げますと、静内中学校では、運

動部活動が７部、文化部活動が２部。静内第３中学校では、運動部活動が 10部、文化部活動が１

部。三石中学校では、運動部活動が４部、文化部活動が１部という状況になっております。指導

体制については、教員等が複数で指導している部活動もあるほか、運動部活動で外部コーチを導

入しているのは、静内中学校で女子バレーボール、バドミントンの２部に１人ずつ。静内第３中

学校で、ソフトテニスに３人という状況であります。また、学校部活動以外においても、普段は

少年団活動として活動しているもののうち、中体連大会への出場のために、外部コーチを依頼し

ている場合もありまして、柔道、剣道、水泳などが該当します。週の指導時間については、各部



 

 - 13 - 

活動により、指導回数は異なりますが、平日は平均１時間 30分から３時間程度、休日については、

平均２時間 30分から４時間程度となっておりまして、休養日を週に２日程度設定している状況で

あります。 

 次に、(３)今後、部活動指導医の活用を検討する考えはないのかについてでありますが、今回の

法改正の趣旨にかんがみ、現在、部活動指導員の導入について既に検討を始めている状況でござ

います。今後は、教員の負担軽減ということが喫緊の課題でありますので、関係規則等の整備を

行い、各中学校とも連携しながら、部活動の円滑な推進と指導体制の充実を図っていきたいと考

えております。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 一通り、ご答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。再

質問も一括で再質問をさせていただきますので、ご答弁よろしくお願いいたします。 

 まず最初に、今回改正された部分、要保護児童生徒援助費補助金要綱の部分で、新入学児童生

徒学用品等が大幅に変わっていると思うんですけども、変わった金額というのは、小中学校それ

ぞれ幾らか、ちょっと確認をしたいんですけれども。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) (マイクを通さず、聞き取れず) 

○議長(細川勝弥君) ちょっと。管理課長のところ、ランプ。ちょっと待ってくださいね。 

○管理課長(片山孝彦君) はい。新入学児童生徒学用品費等ということで、現在は単価が小学生が

２万 470円、中学生が２万 3,550円でございますが、新たな改正単価では、小学生が４万 600円、

それから中学生が４万 7,400円ということになってございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) ありがとうございます。それで、今お話聞きましたら、本当にすごい倍ぐ

らいの・・・ 

○議長(細川勝弥君) ちょっとお待ちくださいね。 

 はい、どうぞ。 

○11 番(建部和代君) 今お聞きしまして、改正された部分の部分だと思うんですけども、新入学

児童生徒の学用品の、今までは２万 470円、小学校、それがこう４万になったと。中学校につい

ては、２万 3,500 円のところが４万 7,300 円、約倍近くに上がったということだと思うんですけ

ども、それで、このことについて先ほどご答弁いただいた部分につきましては、明年度について、

この準要保護については、このことについては、支給金額は変わらないというお話で、現状維持

だということ、という答弁をいただいたんですけど、そのとおりでよろしいすか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) はい。そのように考えております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) はい。大変恐縮なんですけど、本当にそれで良いのかなっていうのが、私

の正直言って本心なんですよね。今まで、たしかその２万強のときっていうのは、確か要保護も

準要保護も同じ金額ではなかったかと思うんですけど、どうでしょうか、その辺。ですよね。ち

ょっと確認ですけども。 
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○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 国の要綱単価を使った、要保護も準要保護も使っておりましたので、同

じということでこれまで来ております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) すみません、細かいことちょっと確認したんですけど、本当にそれで良い

のかなって正直思います。委員会として、この件についてはどのような話し合いがされたのか、

ちょっとお聞きしたいんですけども、この金額がこれだけ差になるっていう部分で、何かこう、

皆さんで協議して現状維持にしたということだと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょ

うかね。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 壇上でも申し上げましたけれども、今回の改正、大きく２点ございまし

た。それが今言う単価アップの部分、それから入学準備金の前倒し支給ができるような改正が行

われた。そういうことで、それらの経費を単純に積み上げてきますと、相当予算も膨らむもので

すから、そして、一般財源ということで、国の要綱は補助金要綱ですけれども、町の準要保護に

対する支給というのは一般財源であるということで、なかなか、その辺、今、財政状況も厳しい

中で全部を一遍にということは、なかなか教育費予算全体を考えても、その部分を膨らますと言

うのは難しいなということで、それで、まず出来るところからということで、内部でも検討して

おりまして、その部分で言いますと、入学準備基金の部分、この部分を何とか先に実施、うまく、

初年度予算の増額ということもありますけれども、あと中身についてもまだ検討中でございます

けれども、この部分を先にやらせていただいて、財政状況が許せば、当然、国の単価ということ

を意識して、予算協議、今後、来年度ということにはなかなかなりませんけども、進めていきた

いという考えは持ってございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) そうですね。事情もわかるという部分もあるんですけれども、ただ言える

ことは、教育委員会として、町として、どれだけそこのことについて努力をされてるのかなって、

実際受け取る側、準要保護の方も本当に、要保護に近いというか、そういう方々ですので、全く

できませんということじゃなくて、何かしの努力っていうのは絶対必要じゃないかな。同じ金額

にしないとしても、その辺の努力をぜひしていただければなという思いでおりますので、ぜひご

検討いただければなという思いでおりますので、よろしくお願いします。 

 あと、大事なことで先ほどから話している、認定時期、もう一点大きな問題で、先ほどいろい

ろ考えてくださっているようなんですけども、実施に向けて検討に入っているというお話をお聞

きしました。なんかすごくうれしい部分もあるんですけども、どこまで進んでいるのかなってい

うことも含めて、まず最初に、先に本人が支給、国や町が支給するまで、立替金額ってあると思

うんですよね、いろんな修学旅行を含めいろんな部分で、それはどういう科目で幾らぐらいなる

かっていうのは、ちょっとわかりますでしょうか、今。どういう科目でも良いです。こういう科

目が。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今、立替えというお言葉も出ましたけれども、認定時期がどうしても今

現在まさに認定作業中でございまして、今月中には、今年度の援助費の支給者、対象者が決定す
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ることになりますけれども、既に今年度も今おっしゃられた修学旅行については、もう各学校終

了しておりますので、この部分については、立て替えていただいてるというか、一旦お支払をい

ただいてるということになりますし、入学準備金ですから、当然、入学準備金は当然入学前に必

要な経費ということ。あと、他には学用品費ですとか、生徒会費、ＰＴＡ会費などもございます

けれども、立て替えということであれば、当然、年間を通じて必要な学用品費の一部が、もう支

払われているというふうな認識でございます。そういったことでよろしいでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) このことについては、私も同僚議員も何度か質問されてお聞きしてるんで

すけども、この一番問題なのは要するに前年度の収入が確定しないと支給がされないという、こ

れは再度聞いても同じご答弁になるんじゃないかと思うんですけども、そこをどうにかしなきゃ

いけないなって、私もすごく考えさせられるんですけども、全国的にも全道的にも前倒しで支給

されている市町村ってきっとあるって、そのことも含めて、実施に向けた検討に入ってるんじゃ

ないかと思うんですけれども、そういう部分で、そういうところの参考になる市町村っていうの

は、こういう形でやってるんだって、今検討に入って聞いてますので、考え、こう調べてみて、

こういうところがって今検討している、こういう形を検討しているというのがあれば、なければ

ないで良いんですけども、ありますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 既に実施されている市町村全国で増えてきているということありまし

て、それらの事例をいろいろと研究させてもらってございまして、その前倒し支給ということに

関しまして言うと、前年収入を見ることが不可能な時期ということなものですから、やはりこれ

前々年収入という形での扱いが多いように押さえておりますので、この部分はこういった方向に

しか、今のところ考えられないんではないかなということで、検討の詰めには入ってます。それ

から、あと、壇上で申し上げました転入・転出という関係がございます。例えば、３月にこちら

に住んでおられて前倒し、それで認定したとして支給しましたよ。ところが何かの事情で、４月

当初、３月中なり４月当初に転出されたと。その支給した金額をどうするのか。そのままお支払

いして、それにしても、あといろいろ市町村、この就学援助制度自体は各市町村の決めによるも

のですから、その辺見ますと、いろいろな考え方、返還を求めるところがあったり、そのまま支

給して、こういうことで支給しましたよっていう話を次の市町村に引き継ぐといったような扱い

をしている市町村もございました。そんなところの中で、今、最終、うちの町としてどういう形

で進めるのかということを、内部検討している段階でございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) その本当に今、いろいろ苦労をされて、いろいろ検討されているというこ

とですけれども、前年度の総収入、こう調べるというのかな、よく前年度の給与所得の源泉徴収

票で皆さん、私たちもいただくんですけども、それによって収入というのは図れないんですか。

そういうのは認めることは今考えてはいないんでしょうか。確認をしたいんですけども。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 基本、所得審査の公平性上、制度的に前年の所得が確定する時期がとい

うことありますので、当然給与収入の方、事業収入の方、いろいろな形態あると思いますけれど

も、やはりその一部だけを拾い上げてということはなかなか公平性の面から考えてもちょっと難
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しいのかなというふうに思っております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) どっちにしてもできるだけ早く前倒しにしてほしいという一つの案だった

んですけども、入学というか、新学期というのは本当に家計にとっては大きな負担がかかる、修

学旅行も含めて、修学旅行って中学生、今７万ぐらい、今かかる。私たちの子どものときは６万

ちょっとだったけども、今７万ったら、本当に家計にとって大きな負担だし、入学準備にしても

皆さん貯金があってするわけではないと思いますので、そのことも含めて、もう絶対に前倒しの

実施を速やかに、本当に検討して、来年度でもできないかなっていう思いでいるんですけども、

その辺の時期についてというのは、今どのように検討されているかお聞きしたいんですけれども。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 事務を進めていく中で、この制度、組みかえるとしたときに、当然、予

算規模積算いたしますので、どの程度の財源が必要になるかということが出てまいりますので、

その部分については、今後、具体的な予算協議の中でということになりますので、それらの経費

積算しながら、財政当局とも協議を進めていきたいなと思っておりますが、何せ今の全体、町が

置かれている状況を考えますと。なかなか、どうということは、強気にはいけないなというとこ

ろであります。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 子どもにお金がかかるという部分は、これはもう未来に投資をするという

ことに繋がるとよく言われますので、ぜひ財政担当の方々にも本当にぜひお願いしたいなって思

いでおりますので、よろしくお願いいたします。では、次のほうに質問を移っていきたいと思い

ます。 

 次、部活指導員について、ここも一括で質問、また再質問させていただきます。まず、相違に

ついて確認なんですけれども、従来の外部指導員、今、コーチという方々についての報酬という

のはどのようににされていたのか、何人か各学校居たんですけども、その報というのは教育委員

会でお支払いかなんかされていたんでしょうか。ちょっと、また今回、部活動指導員についての

そういう報酬っていうんですかね、についてはどのようになっているかちょっとお聞きしたいん

ですけども。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) これまでの外部コーチという位置づけは、法的には明確なものがありま

せんで、あくまでも学校からお願いしているボランティアでのコーチという位置づけであります

ので、当然、費用上、報酬等についてはないものということであります。それで、今回の改正に

よりまして、そのあたりの位置付け、指導員の位置づけ、そしてそれらに係る経費の位置づけ、

それから事故等に対する保証の位置づけ、そういったことが出てまいりますので、それらの部分

を新たに規則等で制定いたしまして、進めていくことになろうかと思います。ただ、その金額に

ついては今のところ、まだ未定ということでご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) その部分については少しわかりました。それで、指導体制のことで、少し

触れたいと思うんですけれども、先ほどのご答弁で外部コーチとして、指導してくださってる方々

っていうのは８名、厳密に言うと５名なんですけども、大会あるときには、３部が行かれている
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と、コーチとして行かれてるっていうことなんですけども、これコーチを導入したっていうか、

コーチをお願いしたって理由について、ちょっと教えて、もしくは教える人がいないだとか、そ

の人方が進んで教えてあげるだとかっていろんな状況あったと思うんですけども、その部分につ

いて知っている部分でよろしいですので、お聞きしたいんですけども。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) この部分については中学生の部活動と、あとまた地域の少年団活動、こ

ういったものがあって、当然子どもたちは少年団活動から中学校に入って、そのまま部活動に継

続していくという流れも多いものですから、その中で学校と少年団指導者との連携という部分で

しょうか。そういうこともあって、その指導の部分で学校もお願いしたいし、当然子どもたちも

少年団活動の継続ということも含んでおりますので、そういったことでの連携の中で外部コーチ

として、お願いしてきているというふうに認識しております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 本当、そういう部分ではありがたいなっていう思いで、先生方も大変助か

ってるんじゃないかと思うんですけども、そこで昨年の平成 28年 12月の定例議会で、たしか白

尾議員だったと思うんですけども、平成 27年４月 15日付で北海道教育長総務政策局長名で通知

がされていまして、時間外勤務等の縮減に向けた重点取り組みとしてということでご答弁されて

たんですけども、１点目に部活動を中止日等の設定などの取り組み充実。２点目に休日の振替や

休息時間にかかわる制度の周知と有効  活動  。３点目に、４点あるんですけども、３点目

には、管理職員による業務管理の充実だとか、４点目には提示退勤日や時間外勤務等の縮減、  

強調期  習慣の定期的な実践など全道的に取り組むこととしている重点項目を当町すべての学

校において、全教員、共通理解のもとで取り組まれるよう指導しておりますということで、今い

ろんな教員たちのいろんな勤務実態の中で縮減に向けた取り組みを徹底をされたということなん

ですけども、あれから２年ぐらい経つんですけども、学校ではどういう具体的に取り組みをして、

こういう現状ですということがわかれば教えていただきたいんですけれども。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今、議員おっしゃられたのは、全道的な取り組みとしてという部分が大

半になっているかと思いますけれども、要するに勤務の縮減に向けて具体的な行動を起こそうと

いうことで、定時退庁日の設定ですとか、あと管理職員による指導、管理指導だとかということ

になってこようかと思いますけれども、教育委員会、道教委もそうですけども、町の教育委員会

としても、そういったようなことを進めるようにということを、学校に対して指導助言してきて

おりますが、それで具体的に今、その後どうなったということでございますけれども、ちょっと

そのあたりまでは、ここがこうなったって、今、私の口から言える部分というのはなかなかない

ものですから、抑えていないものですから、ご勘弁いただきたいと思いますけれども、この部分

については、今回、その部活動の部分も含めまして、とにかくやっぱり先生方の勤務実態を知る

ということも一つありますけれども、縮減に向けたこの課題解決のための一助となれば良いとい

うことで考えてございますので、こういったような取り組みは継続していきたいということでご

理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) ちょっとお聞きしてたら、  休日日  を設けたというお話しもお聞き
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していますので、それはそれですごいことだなっていう思いで、私も昔、中学時代、部活活動し

てまして、本当に休日あるっていうのは先生にとっても本当にありがたいんじゃないかなって思

っております。わかりました。 

 次に、週の指導時間についての確認というか、したいと思うんですけども、先ほどもちょっと

お話ししたんですけども、10年ぶりで教員の、教員の調査、最大の増加は中学校の部活動という

ことですね。2006年から 2016年の間、平日の勤務実態と休日の勤務実態の増減が、厚労省でし

たかね、出しましたよね。文科省、すいません、文科省が出しておりますけれども、このグラフ

というか、グラフに出ているんですけども、本当に中学校の討論が勤務時間がもう 109 分、１時

間ちょっと増えてきているという現状というのは、本当にこれは、目に余るものがあるなってい

うのは、ちょっと見て思っております。それで、先ほどご答弁いただきましたうちの勤務実態、

先ほど教えていただきまして、平均１時間 30分から３時間程度、休日については２時間 30分か

ら４時間程度となっておりましては、休養日については週２回程度設定しているということでお

聞きしましたけども、これをいろいろ多く見て、大体 10何時間くらい、やっている先生は、勤務

されてる、要するに部活でね、時間を使われているんだなっていう、本当に大変だなっていう思

いで、これですべて物事は終わらないので、これにいろいろ付属した時間帯って結構あるんじゃ

ないかなと思うんですけども、そこでそういう部分を教育委員会としては、どのように分析をさ

れてるか、ちょっとお聞きしたいんですけども。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今回、ご答弁させていただいた時間は幅があるものということで、私た

ちも認識しておりますので、そういったことでこれからどの程度の時間が適切なのかということ

も含めて、今、実は今年、文科省のほうで、今年度、来年の３月末を目途としまして、この学校

生活等への影響を考慮した練習時間や休養日の設定を含む運動部活動のあり方に関する総合的な

ガイドライン、これ仮称でございますけれども、それを策定することとしておりますので、この

ガイドラインが示されましたら、その内容をみまして、改めて指導時間等についても学校に対す

る指導助言ということで進めていきたいなという考えでいるところであります。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) よくわかりました。それで、最終的には、今既に検討を始めてるというご

答弁をいただいてるんですけれども、この導入については、来年っていう計画っていうのはある

んでしょうか。要するにこの制度化を、きちんとしていくっていう部分について、その辺ちょっ

とご答弁いただければ。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 規則の整備については、早い時期、来年度まで待たなくても、今年度中

にということも考えられるんですが、何せ報酬ですとか費用弁償だとか保険の関係ですとか、予

算を伴うという部分もございますので、ちょっとそのあたりもありますから、ちょっと時期につ

いてははっきり申し上げられませんが、この規則整備については、早い時期に進めていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) ぜひ、できれば、いろいろ諸問題もあると思うんですけども、来年スター

トできるように検討していただきたいと思います。それで、本当に中学生時代っていうのは、私
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も思うんですけど、生徒にとって一番多感な時期ではないかと思うんですよね。もちろん先生の

心身の負担や軽減面はもちろん、そういうことも含めて、この制度というのは大事だなと思うん

ですけども、全国でもいじめだとか自殺等の問題で、さまざまな報道がされております。先生に

とっては部活動だけが負担じゃないと思うんですけども、本当に先生方というのは、多くのこと

で時間が取られ、一番大事な生徒に目を向けられづらいというか、これから本当に生徒にしっか

り目を向けて、また心を向けていけるように、またこの部活動指導員というのが、制度ができる

んではないかって、私、個人的には思ってるんですけども、再度、本当に明年から実施に向けて

検討していただきたいと思います。それで最後に教育長、教育長の思いで良いんですけども聞か

せていただければと思うんですけれども、ひと言、それで最後にしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 髙野教育長。 

○教育長(髙野卓也君) はい。私も中学校に席を置いていて、部活動の指導をしておりました。部

活動が教員にどれだけの負担になってるのかっていうことについては、身をもって体験をしてま

いりました。今回、国において、このような部活動指導員という制度を設けていただいたわけで

ありますので、これをやっぱりその制度が設けられた以上は先生方の負担軽減というものに、ぜ

ひ反映していきたいというふうに思っておりますので、先ほど課長が答弁申し上げたように、さ

まざまな課題をクリアしながら対応していきたいというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11番(建部和代君) 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 次に進みます。 

 ８番、白尾君。 

          [８番 白尾卓人君登壇] 

○８番(白尾卓人君) 通告に従いまして壇上より質問いたします。今回は大きく３項目について質

問いたします。 

 第一に、環境省にて 2010 年に策定された住宅密集地における犬、猫の適正飼養ガイドライン

及び 2001年 10月施行、北海道動物愛護及び管理に関する条例と町行政のかかわり合いやこれま

での取り組み、今後の課題点等について伺います。近年のペットブームで、犬、猫の飼養が右肩

上がりで増加する一方で飼い主のマナーの欠如により、迷い犬、迷い猫、捨て犬、捨て猫も増加

する傾向にあります。飼い主の大半の方々はペットを家族の一員と位置づけ、終生面倒を見る、

これがあくまでも基本であり、良識ある飼養のあり方でありますが、一方で、無計画・無秩序で

単に愛玩目的のために、飼養するも多頭飼いによる飼養崩壊や人間の都合により、ペットを放置

するといったモラルの低さにより、ペットの命が危うい状態になっている現状もあります。先ほ

ど述べました環境省及び北海道のガイドライン及び条例については、最終的にそうした人間の都

合で放置されたペットの殺処分０に向けた指針でもありますし、当然、地方自治体もその指針に

従って行政政策にて対応することも求められております。そこで、町行政において、飼養放棄動

物に対して、現状どのように対応しているのか。また、飼い主のモラルが低い上で発生している

捨て犬、捨て猫に対する飼養指導について実施されているのか。実施していないなら、今後実施

していく方向で検討されているか。また、生きとし生ける命を尊重する観点から、殺処分０につ

いての考え方について、町行政はどのように考えてるかお尋ねいたします。 

 第二に、小中学校におけるメディアリテラシー教育の現状について伺います。ちょっと横文字
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で大変恐縮なんですけども、このメディアリテラシーということにつきましては、要約すれば、

情報精査・情報分析教育であり、現代社会において情報の発信者と受診者の立場から、その情報

を多面的側面から検討し、正しい情報なのかを的確に認識するということであり、膨大な情報量

をいかに分析し、的確に判断する能力が求められております。一方で、ＳＮＳ等の普及によって

これまでの情報は受けるものから情報発信しえる状況において、発信する上でのモラルや、その

発信情報に対して、発信者の責任及び情報の妥当性が求められるものであり、現在、町教委では、

ＩＣＴ教育を推奨していますが、単にＩＣＴイコール操作技術を習得するだけでは、本来のＩＣ

Ｔ教育の目的としては半分以下であり、メディアリテラシー教育の実践を通じて、初めてＩＣＴ

教育の意義が達せられると私は考えていますが、町教委の見解を示していただき、実際にメディ

アリテラシー教育がどのように具現化されているか。その取り組みについてもお伺いします。 

 第三に、2015年４月より、子ども子育て支援新制度が実施されていますが、その支援制度にお

いて、学童保育これは放課後児童クラブも同義でございますが、の指導員に対する専門資格、放

課後児童支援員が創設されています。この放課後支援員制度は、学童保育において、最低２年以

上の配置が義務づけられているところでありますが、我が町の学童保育において、放課後児童支

援員資格取得者は、該当人員に対して何名が資格取得されているか伺います。 

 以上、３点につきまして質問いたします。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

          [生活環境課長 大久保信男君登壇] 

○生活環境課長(大久保信男君) 白尾議員からのご質問の大きな１点目の飼養動物ペットについ

ての１点目、飼養放棄動物の対応について、ご答弁申し上げます。動物を飼うということは、動

物の命を預かることであり、動物が快適・健康に暮らせるようにし、飼い主には原則として、動

物の命が終わるまで適切に飼うとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないという責任があり、人

と動物の共存する社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要でございますが、テレビや新

聞での報道がありますとおり、飼い主の高齢化などの自己都合により、飼養放棄する飼い主が多

くいることで社会的にも問題となっております。動物の飼養等に関しましては、動物愛護及び管

理に関する法律が定められておりまして、その第２条には、基本原則としまして、「動物が命ある

ものであることにかんがみ、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないよ

うにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うように

しなければならない。」と規定されておりまして、また、第７条第４項では、動物の所有者または

占有者の責務等を規定しており、動物の所有者は、その所有する動物の飼養、または補完の目的

等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り当該動物がその命を超えるまで適切に飼養

すること、終生飼養に努めなければならないとしております。当町におきましては、犬に関しま

して、年間数件、高齢や引っ越しを理由に、もう飼うことができないので、何とかならないかと

相談がございますが、こうした際にはまず終生飼養することを求めますが、なかなか飼養放棄の

考えを改めていただくケースはなく、町内で活動されております。ＮＰＯ法人のボランティア団

体と連携し、新たな飼い主を探す活動を行なっております。活動の内容といたしましては、ボラ

ンティア団体ではＳＮＳなどを通し、広く周知し、町としましては、町内店舗へのポスターの掲

示や職員へのパソコン掲示板での周知などを行い、新たな飼い主を見つける努力をしております。

また、昨年は、札幌の動物愛護団体の協力を得て、当町におきまして譲渡会を開催し、一度に複
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数頭の里親が決まっております。また、猫に関しましては、近年は飼養放棄の相談はございませ

んが、猫の場合においても、ボランティア団体を通じ、新たな飼い主が見つかるよう、業務を進

めているものであります。 

 ２点目のご質問の飼い主への指導についてご答弁申し上げます。現在、当町におきましては、

飼い主への指導といたしまして、毎年、町内一円で実施いたします狂犬病予防注射の際に、糞害

防止のための啓発物の配布、定期的に町広報紙へのペットによる迷惑をなくしましょうの記事掲

載、また、昨年は、生活環境課に事務局がございます環境衛生協会が主体となり、早朝のシベチ

ャリ橋付近におきまして、飼い主のマナー向上啓発を行なっております。捨て犬、捨て猫に対す

る飼養指導につきましては、苦情の多い地域に対して、ペットの飼い方についての文書をお配り

し、地域の皆様にご理解とご協力をお願いしており、配布文書の中には捨てないようにしましょ

うの文言も入れて、終生飼養への注意喚起は行っておりますが、まだまだ啓発は少ないと考えら

れますので、今後におきましても、日高振興局や静内保健所との連携を図り、終生飼養への飼い

主の意識向上を図っていきたいと考えております。 

 ３点目の殺処分０についての考え方、対応についてご答弁申し上げます。環境省の統計資料に

よりますと、平成 27年度の数値ではございますが、全国の自治体に引きとられた犬、猫の総数は、

13 万 6,724 頭おり、その約 60 パーセントに当たる８万 2,902 頭が殺処分となっております。10

年前の平成 17 年度は引き取り総数 39 万 2,232 等、殺処分数 36 万 5,301 頭であり、殺処分率は

93パーセント以上であり、比較しますと殺処分の数はかなり減少してきておりますが、まだまだ

人間の身勝手な考えにより、多くの犬、猫が処分されている現状でございます。当町におきまし

ては、現在、殺処分は実施しておらず、所有者不明の犬を引き取った際には、１点目のご質問の

飼養放棄動物への対応と同様に、ボランティア団体及び町のＳＮＳなどの活用、町内店舗へのポ

スター掲示による新しい飼い主の募集を行い、そのほとんどが新たな飼い主のもとへ引きとられ

ていく形となっておりますが、どうしても飼い主が見つからなかった場合には、保健所に引き取

りをお願いしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

          [管理課長 片山孝彦君登壇] 

○管理課長(片山孝彦君) 白尾議員からご質問の大きな二つ目のメディアリテラシー教育につい

ての１点目ＩＣＴ教育との関連性についてと、２点目のメディアリテラシー教育の取り組みにつ

いては、関連がございますのであわせてご答弁させていただきます。情報通信社会とも言われる

現代社会においては、コンピューターやインターネットを含む、多様なメディアをどのように認

識し、理解し、活用するかという課題がますます重要性を増してきております。メディアによっ

て流通している大量な情報から、みずからの目的に適合するメディアや情報を選択することは容

易ではなく、誤った情報や不十分な情報もあるため、そのことを見極める能力が求められますし、

データや映像を正しく理解するための読解力も求められます。文部科学省が作成した情報教育に

関する手引きによりますと、メディアリテラシーの概念とは、メディアの特性を理解し、それを

目的に適合的に選択し、活用する能力であり、メディアから発信される情報内容について批判的

に吟味し、理解し、評価し、主体的、能動的に選択できる能力を示すものとされております。そ

こで、小中学校における教育活動の取り組みでありますが、学習指導要領においては、メディア
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リテラシーの文言こそありませんが、情報教育の目標は情報活用の実践力、情報の科学的な理解

及び情報社会に参画する態度をバランスよく育成することとしており、小学校では、総合的な学

習の時間において、情報に関する学習を行う際には、情報を収集、整理、発信するなどの学習活

動が行われるようにすることを明示しておりますし、中学校では、技術家庭の技術分野で情報に

関する技術についての学習が必修化されております。また、小中学校ともに道徳においては、情

報モラルに関する指導に留意することや各教科等の指導を通じて、児童生徒が、コンピューター

や情報通信ネットワークなどの情報手段になれ親しみ、適切かつ主体的、積極的に活用できるよ

うにする旨が明示されております。これらの取り組みにつきましては、各学校が作成する各教科

の年間指導計画や情報教育に関する指導計画によって決められており、例えば、小学校では、総

合的な学習の時間で学年段階に応じて、コンピューターの基本的な操作を身につけたり、機能や

ソフトウエアを選択し、自分の考えを表現したりするほか、修学旅行先の資料収集などの調べ学

習で、インターネットを初めとする各種メディアの基本的な特性を知り、適切な活用方法がわか

るような学習指導を行なっております。また、中学校では、さきに申しました技術家庭の技術分

野の事業でコンピューターや情報通信ネットワークの仕組みを学んだり、デジタル化やデータ量

について考えたり、情報セキュリティーの技術、情報の安全利用などについても学習しておりま

す。加えて、インターネットを利用する上での基本的なルールやマナーを理解するための指導に

当たっては、新ひだか町ＰＴＡ連合会が中心となって推進している新ひだかっこルール、すなわ

ち、町内共通のルールとして、子どもたちをネットトラブルから守るための約束事の指導も取り

入れているところであります。一方、本年度は、国が策定した教育のＩＴ化に向けた環境整備４

カ年計画の最終年度に当たりますが、当町における小中学校のＩＣＴ環境の整備につきましては、

この間、教育用及び公務用コンピューターの更新整備を行い、また昨年度と本年度の２カ年計画

で校内無線ＬＡＮ環境の整備や電子黒板機能付きプロジェクター及び実物投影機を全校の普通教

室に整備することで進めてきております。これらＩＣＴ機器の整備によりまして、各教科の事業

や情報教育の学習において、ＩＣＴを効果的に活用し、わかりやすく深まる授業の実現などを期

待しているところであり、学校へのアンケートによると、子どもたちの学習への興味関心が高ま

っていることや教材準備にかかる時間が削減でき、児童と向き合える時間が増えたなどの感想が

寄せられており、導入効果があらわれてきているととらえております。今後においても、学校に

おける情報教育を充実させ、子どもたちの情報活用能力などの育成を図っていくことは重要であ

りますし、次期、学習指導要領においては、プログラミング教育が導入され、情報教育が一層重

視されることになります。よって、学習指導要領に示されている、消防教育の目標とも関連が深

いメディアリテラシー教育の視点は、今後、さらに大切な要素になってくるものと認識しており

ます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

          [福祉課長 米田和哉君登壇] 

○福祉課長(米田和哉君) 白尾議員からご質問の大きな３点目、放課後児童支援員制度についてお

答えいたします。平成 27年度よりスタートしました子ども子育て支援新制度の地域子ども子育て

支援事業として実施しております放課後児童クラブの設備及び運営につきましては、児童福祉法

により、市町村が条例で基準を定めなければならない。さらに、市町村が条例を定めるに当たっ
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ては、従事する者及びその人数について、厚生労働省令で定める基準に従うものと規定されまし

た。これに基づき、当町においては、平成 27年３月に新ひだか町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営の基準に関する条例を制定し、職員に関しては、放課後児童支援員の数は、事業所ごと

に２人以上とする。ただし、その１人を除き、補助員をもって、これに代えることが出来ると規

定しております。また、放課後児童支援員の認定資格制度につきましては、同条例により、都道

府県知事が行う研修を修了したものでなければならないとされておりますが、これにつきまして

は経過措置を定めてございまして、研修の終了時期を平成 32年３月 31日までと、制度改正後５

年間の猶予を認めているとこでございます。 

 そこでご質問の要旨であります。１、資格取得に対し、当該人員数と資格取得人員数について

でございますが、法人が認定こども園や保育所において、開設している ３館 の児童クラブに

８名、町が児童館３館において開設している児童クラブに７名、合計 15名の児童クラブ担当職員

が配置されており、研修受講状況としましては、現時点で法人が開設する児童クラブにおいては、

研修修了者が１名と、本年度、受講予定者が５名。来年度受講予定者が１名の計７名、町が開設

する児童クラブにおいては、来年度から翌平成 31年度にかけて、３名の職員が研修の受講を計画

しています。なお、町が開設している児童クラブにつきましては、ただいま申し上げました３カ

所の児童クラブの放課後児童支援員３名のほかに、児童館３館の児童構成員３名の嘱託職員をお

いても受講するものとし、来年、平成 30年度と翌 31年度の２年間で合計６名が受講するよう計

画しておりますが、これは放課後児童支援員に欠員が生じた際にも、放課後児童クラブを休止す

ることなく継続できるよう配慮するものでございますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 白尾君、ここでちょっと休憩したいんですけどもよろしいですか。 

 マイク設備の確認のために暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

          休憩 午前１１時３４分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 １時００分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 午前中に、壇上での質問におきまして、答弁ございましたので再質問させて

いただきます。 

 最初に、飼養動物についての質問させていただきますが、最初にちょっと町長にお伺いしたい

んですけれども、町長、博識があられる方ですので恐らくこの格言を知っていると思いますが、

マハトバ・カンジーが、国の偉大さと道徳的発展は、その国における動物の扱いでわかるという

格言を残しています。このことについて町長はどのように思われるでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) マハトバ・カンジー氏のその言葉はちょっと私、覚えてなかったんですが、

その意味するところはもっともだと思いますね。やはり動物虐待とか、ペットを面倒見切れなく

なって放置するとかというようなニュースを時々見ますが、そういうことはあるべきことではな

いと、私も思っております。そんなようなことで答弁になるかどうか申し上げたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 
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○８番(白尾卓人君) 私も町長の感想と全く同感でありまして、例えばヨーロッパやアメリカはで

は、ペットを飼うということは、まずペットショップには行かないそうです。必ず動物愛護団体、

またはそうしたシェルターと言うんですけれども、そうしたところを優先的にちゃんと回って契

約をちゃんと結んで、終生ちゃんとこの動物の命果てるまで飼い続けますというような契約があ

って飼われるそうです。日本でもやっとそうした動きが、20年ぐらい前からＮＰＯ法人等ができ

まして、そうした流れになってきますが、それ以前は本当に先ほど、課長のほうからも答弁あり

ましたが、殺処分、この数が本当に膨大な量でした。ちょっと札処分について、実態というもの

を申し上げますと、いわゆる二酸化炭素ガスを流して、そこで一定の時間を置いて、それでも命

がある動物は生きたまま焼却していたそうです。このような残酷な状況が過去にあった。ただ、

やはり、日本でも動物愛護の精神が高まってきて、またペット産業と言われてますが、私、産業

という言葉好きじゃないんですけれども、やはりそうした飼い主さん、いわゆる飼養される方の

そうした意識というものが高まってきて、そして、殺処分の数も減ってきてるという現状だと思

います。ただ、ゼロにはならないんですね。ゼロにはならない。特に犬の場合は登録制でござい

ますので、当然、監査性をついて、ちゃんと予防接種をしなければならないよということでうた

ってますけれども、猫というのが、飼い猫も３日経てば野良猫になるそうです。これ本当に、た

またま私もちょっと知っている獣医さんからお話伺ったんですけれども、猫は家につくとかとよ

く言いますけれでも、そんなことありません。ちゃんと自然でいけば、猫というのは野良に３日

間でなっちゃうそうです。ですので、この先ほど全体の数字で行きましたら、猫の数だけはやは

り残ってしまう。この部分というのがやはり問題のあるかないかと思います。ただ、行政として

もいろんな関わり合いを持って、そうした殺処分ゼロにいく。または、そうした、いわゆる放棄

されたペットに対しては、飼い主さんに対しても説得をされて、終生飼うようにと、それでもと

言う場合は、そうした関連団体と連携してということでございますが、静内にはその関連団体と

いうのは、恐らく  ワープ  さんのことだと思いますけれども、ワープさんとのつながりに

ついて教えていただけますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 五十嵐生活環境課主幹。 

○生活環境課主管(五十嵐克昭君) ボランティア団体ワープさんとの連携についてでございます

が、犬と猫によって方法は異なります。犬の場合におきましては、当町で町民の方から通報など

により保護した場合、まず２週間ほど町内の店舗にポスター等を張ったり、あとＳＮＳを利用し、

町の公式アカウントを活用し、まず元の飼い主さんを探させていただきます。その後、２週間以

上、元の飼い主さんが見つからない場合は、捨て犬と判断しまして、今度は新しい飼い主をまた

同じようにポスター掲示やＳＮＳなどで募集いたします。その際にワープさんにも写真などのデ

ータを送付いたしまして、ワープさんが運営するサイトやＳＮＳアカウントにより、全道規模で

新しい飼い主の募集を協力していただいております。また、猫の場合については、当町で猫の保

護は行なっておりませんので、町民の方から飼養放棄等の相談があった場合には、ワープさんの

連絡先を紹介して直接やりとりを行なってもらっております。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) はい。ありがとうございます。ここは官民協働ということで対応されてれて

いるということで私は認識していますけれども、これは、全国的な潮流の中でかなりの自治体で

は、人と動物が幸せに暮らせる社会の実現プロジェクト、これ環境省が策定しました基本にした
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がって、これは県単位から町村単位までかなり網羅しております。わが町の状況においては、例

えば高齢化であるとか、またはどうしてもやむを得ない事情があって放棄せざるを得ないという

方もいらっしゃるかと思うんですね。ただ、原則はやはり最後まで、ちゃんと面倒を見るという

のも原則ですけども、その部分からちょっと外れる場合もございます。そこのところは、先ほど

の答弁では柔軟に対応しているということで私は理解してますけれども、もう一つちょっと伺い

たいんですけれども、多頭飼いのこれまで崩壊とか、多頭飼い崩壊ですね、結局、犬猫、そうし

た事例もございますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) 多頭飼いの関係でございますけども、昨年、先ほど壇上でもお話

ししましたけれども。昨年、１カ所、駒場のほうでありまして、10数頭、犬ですね、飼えないと。

飼っている犬を何とかしたいということで、相談がございまして、これにつきましてもワープさ

んと御協力いただきまして、一応ほとんど、それを他の飼い主さんを見つけていただきまして、

譲ることができたという状況になっております。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) どこかはわかりますけれども、実際には表面に出ていない部分も実はあるそ

うです。猫がやっぱり多いんですよね。そういった場合は、実を言うと、私のところでも猫が２

匹いるんですけれども、その猫はいずれも譲渡会であるとか、または飼育放棄された猫を譲って

いただいて、飼っています。結局のところ、子猫というのはすごく引き取り手が多いんですよ。

ただ成猫っていうのは、なかなか引き取り手がない。ましてや、ある程度前の飼い主さんになつ

いている部分もあります。適応能力もなかなかすぐにというわけにはいかないものですから、た

だ、そこを根気強く、やっぱり飼養していくというのも飼い主の努めだと思うんですね。ちなみ

に、ペット、いわゆる犬の場合でしたら、年間で大型犬の場合は 20万を超える飼養料、猫の場合

で大体８万から 10万円が平均だそうです。これは、そうした統計をとられてるコンサルティング

のデータに基づきまして、私は話しておりますけれども、それだけのやっぱりいわゆるお金がか

かる。これが、今はもうペットも 10 年、15 年は当たり前に今生きてます。となれば、単純な計

算でいきましたら、猫１匹について15年とすれば、100万を超える金額がある大型犬に至っては、

200 万を超える金額になってしまう。こうした部分もあるわけですね。ですので、その部分の例

えば周知であるとか、ただ可愛いから飼うとか、寂しいから飼うじゃなしにして、きちんとそう

した部分を踏まえて飼って、本当に飼えますかというような問いかけも必要だと思うんですけれ

ど、そうした対応とかっていうのはされてますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) 私どものほうでもそういった相談があったときには、先ほど申し

上げたとおり、ポスターだとか、あと庁舎内の掲示板のほうに張りつけなどして、また、先ほど

も申し上げてますワープさんとも話をしながらですけれども、譲り受け先をお探しします。大体、

こちらのほうで直接譲るケースというのが余りなくて、ワープさんのほうで通してやっていただ

いてるところもありますので、そちらのほうでは、きちんとそういった指導はされてるというふ

うに聞いております。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) わかりました。実はワープさんの運営についても、主催者の方からお話を伺
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いましたけれども、かなりそうした部分というのはやっぱりコストがかかるということもござい

ます。その部分をどうするかというと、譲渡の部分できちんとかかった経費ですよね。経費につ

いては支払っていただいて、で、きちんと契約を交わして、そして正式に譲渡をするというよう

な流れでございますけれども、それでももう収支がぎりぎりだそうです。これが本当に犬も猫も、

特に猫の場合は、２匹のつがいがいて、そのつがいが野良になってしまった。で、４年間で子猫

を産むとなれば、約 2,000 匹だそうです。ということは、その命を大切にするためにはどうする

か。これはもう、ちょっとここでまた専門用語が出てきますけれども、ＴＮＲというトラップ、

ニューチャー、そしてリバースですか、捕獲して、避妊去勢手術をして、そして、また地域に戻

すリバースですね。これが結構各地域で盛んに行われてますし、実際にそうしたところでも、ま

ちづくりとまではいきませんけれども、そうしたことを各自治体でなんというんでしょうかね、

町内会であるとか、またはそうした愛護団体さん、またはそこに行政も入って、そうした地域猫

という部分の概念もかなり根づいておりますけれども、いわゆるそのＴＮＲについての認識につ

いてお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 五十嵐生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(五十嵐克昭君) ＴＮＲ、いわゆる地域猫についてでございますが、殺処分され

る猫のほとんどは不妊去勢手術をしていないために生まれてきた、生まれて間もない所有者不明

の子猫であり、不幸な命をふやさないためには不妊去勢は大変重要であることと認識しておりま

すが、手術に係る費用やその後の地域での取り組みへのご理解を考えるとなかなか難しい点がご

ざいます。しかしながら、今後におきましても、関係機関等と連携を図り、大切なペットの命を

一つでも救えるよう協議してまいりたいと考えておりますのでご理解のほどお願い申し上げます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) こうした動きというのは、近年出てきた動きであります。ただ、欧米ではそ

うした部分では、かなり先端区というんでしょうかね。そうした部分で、やはりそうした部分が

文化の違いがあるのかなと思いますけれども、日本でもやっぱりそうした動きというのは実際あ

りますので、これにつきましては、とにかく失う命をつくらないということが、減速なんですね。

ということは、避妊去勢をすれば、必然的にそうしたことも生じないし、また例えばいわゆる繁

殖期の雄猫、雌猫特有のそうした行動もほぼ皆無になるということでございますので、今後、そ

うした部分の助成補助という部分も含めまして、ある程度のうちの町の場合では限られてると思

うんですよ。都会と違ってそれが何千頭とかそういう部分じゃないと思うんです。ある程度の地

域で、ある程度の個体数という部分で、その部分は恐らくワープさんでもある程度掌握してと思

うんですね。そうした部分で、今後、リサーチングしていただくことというようなのは出来ます

でしょうかね。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) はい。そういったことにつきまして、ワープさんのお力を借りな

がら、いろいろとご相談のほうさせていただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) また別な側面から先ほど壇上の答弁でもございましたけれども、虐待という

ことも出てきます。これは、私どものまちでも事例は少ないんですけれども、あると聞いてます。

これは犬・猫限らずです。だから、そうした部分でいきましたら、その動物虐待というのはやっ
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ぱり法に触れることでもございますし、ある程度、そうした愛護精神という部分、つまり動物を

いつくしむ、同じ命ということを共感し合える、享受しあえるという部分の環境づくりも必要だ

と思うんです。その中で、ちょっと教育長にお伺いしたいんですけれども、そうした動物への、

啓蒙活動という部分についてどのようなご認識があるかちょっとお聞かせいただけますでしょう

か。 

○議長(細川勝弥君) 髙野教育長。 

○教育長(髙野卓也君) 学校教育の中では、特にやっぱり道徳教育の中で、生命の尊さという道徳

的価値について学習する部分がございます。その中で学習指導要領の解説書にもこの生命の尊さ

に関する指導に当たっては、人間の生命のみならず、身近な動植物を初め、生きとし生けるもの、

この全てのものの生命の尊さに気づかせる。そして、生命あるものは互いに支え合って生きて生

かされているということに感謝の念を持つ、そのように指導することが重要だというふうに、解

説書の中に書かれてます。生命体が唯一無二の存在であるということだとか、すべて生きている

ことにおいて共通であるということだとか。それから、生命の偶然性とか、それから有限性とか、

連続性とか、そういったようなことに触れながら、子どもたちに自分の命の大切さをしっかりと

自覚させるとともに、他のものに、生命に関しても大切にしていく、尊重していくという態度を

身につけさせるように指導するというふうになってございます。で、このことに基づいて、それ

ぞれの学校において、子供たちに道徳教育というのは道徳の時間に限らず、すべての教育活動に

おいて行われるものであります。理科においても国語においても、当然そういう内容について触

れることがあるわけですから、そういった部分を通して、また体験的な活動、こういったものに

もかかわりながら、子どもたち自身が生命の尊さに気付いていく、こういった活動を重視して進

めていく必要があるというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 全く同感です。教育長が今おっしゃったことというのが、私はそもそもの命

を見つめる教育の原点ではないかと思うんですね。これは本当に、今教育長からお話ありました、

私の壇上で質問でもありましたけども、生きとし生けるものというものをやはり尊重しなければ

ならない。これが、やはりまちづくりにおいても大事なことでありますし、そうした何というん

でしょうかね、愛情を注ぐことを、なかなかその愛情って言葉すら今、抵抗があるという学生さ

んもかなりいらっしゃるということも聞いておりますけれども、やはり身近なところからそうし

た愛情というものを感じることが一番大事だと思うんですよね。で、そのそうした教育につきま

しては推進していただきたいと思いますし、ちなみに今、ワープさんの話になりましたけれども、

実を言うと、町長がいろいろと今まで  クラウドファンティング  の話もされてましたので

ちょっと紹介したいんですけれども、ワープさんってこういった「それでも命をあきらめない」

という本がございます。この本は、クラウドファンディングで出資を求めて、あっという間に出

資が、出資金額がいったそうです。全道各地から本当にこの本の趣旨に賛同して出版に至った本

でございます。こうした地域支援の活用ということも、ぜひとも教育長、道徳の部分でも結構で

すし、学校にもぜひとも置いていただいて、この本はただ命の大切さだけじゃありません。ペッ

トを飼う部分のいわゆる入門書でもあります。どういう対応をすれば良いのか、この場合はどう

したら良いのかっていうことも詳しく書かれてます。これが犬や猫っていう部分のやはり飼養に

もつながってくると思いますので、この部分も切にお願いしたいと思います。もう一つ、ちょっ



 

 - 28 - 

と気になることがありまして、ちょっとこれたまたま、ある公営住宅の方から、ペット、基本的

にはペットは禁止でございます。ただし、今やはり高齢化に伴って、やはりどうしても寂しいと

か、孤独感にさいなまれて、やはり動物を飼っていらっしゃる方、実際いらっしゃいます。その

部分で原則はだめですよ。原則はだめだけれども、ある程度、いわゆる飼養者のマナーとかも含

めまして、きちんと指導する、または今後のやはり動態、なかなかその公営住宅の部分では、私

も調べてみたんですけれども、自治体の中では、まだ許可はないんですけれども、各議会であれ、

または首長みずからが、そうしたやっぱり社会の情勢に習ってというんですかね。その中で、や

はりこれからは動物も共生していくというそうした飼い主さんの意を尊重して、特例的ではあり

ますけれども認めるかっていうような、実は、自治体もあるそうです。私の同士からも聞きまし

た。あるそうです。その部分について、これ公住ですので、経済部建設課かなんかだと思うんで

すけれども、その辺対応についてはどのように今後考えていらっしゃいますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

○建設課長(酒井 隆君) はい。おっしゃっている公営住宅におけるペットの飼養につきまして、

先ほどまでもご質問にもありますように、居住者の癒しとしての効果がある。これについて、私

たちも十分認識しております。それで事例があるという中で、例えばこう飼育規定を地域の皆様

で策定していただきながら、地域・団地内、公住住宅の場合は団地という言い方になるんですが、

暖地内居住者の合意をいただきながら、ペットを飼育可能な公営住宅として考えていくことは考

えられます。ただ、あくまでも地域としての要望ということを受けていきながら、今後も情報収

集しながら研究させていたければ幸いでございます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 私は事例検討または、これ都市部におきましてはペット可能な物件というの

がありまして、その中では相当規約も厳しくうたっています。予防接種の照明からちゃんとその

猫なら猫、犬なら犬の写真を撮って、それを契約書と一緒につけるんですよ。そして、この動物

は許可しますという不動産会社ですよね。許可を得て、またそこの部分というのは、基本的には

集合住宅がメインなんですけれども、もうかなり札幌圏では家賃は高いですよ。家賃は高いんで

す。ただし、それでもやっぱり入居したいという方がいらっしゃる、なぜかといったらペット不

可の物件でペットを飼うと近隣トラブルになるからですよ。それが一番、逆に大変な事態なんで

すね。ペット騒音であるとか、いろんな部分ありますよね。ですので、そうした部分もあります

ので、そうした実態のみならず、民間のそうした賃貸契約等も含めまして、ぜひとも検討してい

ただきたい。これから我が町、必然的に人口動態を考えれば、高齢者が増えてくる。ましてや私

もこう朝散歩してますと、かなりご高齢の方が犬の散歩であるとか、されてらっしゃる。でも、

その犬が飼い主さんより先に天寿を全うすれば良いんですけども、飼い主さんが先に天寿を全う

しちゃったら、じゃその犬どうするんだという問題もいろいろとこれは絡んでくるんですね。で

すので、これは継続的に、大変かと思いますけれども、いろいろとやっぱり行政サイドとしても

勉強していただきたいですし、私も機会があれば提言等させていただきますのでよろしくお願い

します。この質問つきましては終わります。 

 それで、２番目のいわゆるメディアリテラシーということなんですけれども、横文字で大変恐

縮なんですけど、これしかちょっと言いようがないもんですから使わせていただきましたけれど

も、いわゆる分析または読解力と言いますリテラシーというのは、これは科学用語なんですよ。
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それで先ほどの壇上の答弁を伺ってましたら、私ＩＣＴの部分であるとか、その具体的なメディ

アリテラシー教育についてというお尋ねをしたんですけれども、ちょっと答えが、答弁がちょっ

と方向性が違うのかなと壇上の答弁を伺ってますと、あくまでもＩＴＣイコールツールであって、

またＩＴＣイコールオペレーションなんですよね。ＩＴＣ教育というのは、ハードの部分を私聞

いているわけじゃないんですよ。それを使った部分のなんて言うんでしょう、その授業の応用例

であるとか、または例えば身近なところでいきましたら、昔よく学級新聞とかってつくってまし

たよね。この関係新聞というのも、今例えば、そうした機器を用いて割り付けもちゃんとできて、

ただ、その前に取材をしてとか、いろんな部分があるわけですよ。そうした部分が、実際にはお

わゆるメディアリテラシーという部分になんですね。それが初歩的なメディアリテラシーなんで

すよ。学級新聞なんですよ、簡単に言えば。だからそういうような部分で、実際に具現化されて

いると思うんですけれども、その部分、もう一度お伺いしたいんですよ。私何も難しいこと聞い

ているわけじゃないんですよ。そうした学級新聞の類であれ、またはもっと簡単に言えば、班っ

てありますよね、小学校ったら班、班ごとに自由課題でいろんな部分なんか、調べましょうって

言ったときに、何をじゃあ材料にして、何を裏づけして、それできちんとした成果として発表す

るじゃないですか。そういうことなんですよ、簡単に言えば、そうしたことはやられてますよね。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) ＩＣＴ機器と、まずその情報教育、メディアリテラシーということは学

習指導要領に現在ないということを申し上げさせていただきましたけれども、ただしその考え方

については、やっぱり情報教育、情報教育につきましても、要するに情報を収集して、そしてそ

れを判断して、正しい情報、いろいろな情報ありますから、その中で適切な情報を判断して、そ

れを活用、それも発信する。例えば、学級新聞にしてもそうかもしれませんけども、そういうも

のを作成して皆さんに見てもらう、例えばそれですとか調べ学習ということが、今、学校では総

合的な学習の時間に限らず、各教科で行えることがあります。その中で、当然インターネットを

活用して、それはＩＣＴの機器の活用にもなります。そういったことで調べたものをグループな

り発表するという機会、当然そういうことは学習指導要領にのっとって、各教科のその目標指導

計画、学校で作成いたしますけども、その指導計画の目標にも含まれておりますので、そういっ

たことで、いろいろな場面でその情報を収集活用というのは、ＩＣＴ機器も当然ツールとして使

えますけれども、それ以外にもそういったそのなんと言うんですかね、情報モラルも含めて、学

校では取り組んでいるということでご理解ください。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 私が言ったのは、本当に初歩的なことなんですけれども、なぜこの初歩的な

ことを申し上げるかというと、結局自発的に参加する。例えば学級新聞づくりに参加する。こう

したことが一番のメリットなんですね。私自身も経験ございますけれども、やはりある出来事、

新聞に載せるとなっても、５Ｗ１Ｈってあるじゃないですか。５Ｗ１Ｈの展開もちょっと形を変

えたら、全く違うとらえ方になっちゃうわけですよね。わかりますよね。そうした部分がいあゆ

るリテラシー、分析なんですよ。もっと言うと、その分析っていうのが最終的には応用になって

くるんですよね。つまり自発的に、応用力を身につける一つの項目なんですよね。これがリテラ

シー教育なんです、これが例えば科学になりますとサイエンスリテラシーになったり、または法

的解釈だったら、ローリテラシーになる。すべてリテラシーなんですよ。つまり横文字でリテラ
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シーって難しく考えますけれども、応用力なんですよ、はっきり言うと。簡単に言うと。それを

今の時代というのは、私が小学校中学校よりも情報量は、何百倍、何千倍とありますよ。その中

でインターネットは特にそうですけれども、根拠性のないもの、全くの抽象的なものというのも

平気で流布されます。でもそれを真に受けちゃったら、間違った知識がついちゃうんですよ。例

えば、皆さん方もよく検索サイトの中でいろんなこう自治ニュースがあったときに、某新聞社は

必ずそれを書いてくれというようにやってますけれども、非常に部別的な発言もありますよね。

部別的な発言もありますよね。異国の方に対して、部別的な文言が記されてる、これ発信ですよ。

でも、本人はそういう部分は気が付かないうちに、実を言うと発信元がわかるんですよ、今。グ

ーグルの検索という部分でやればわかるそうです。特定されるそうです。だれがこういうことを

書いたんだと。ましてや昨今ニュースになりましたけれども、ウイルス作成したのが中学生で、

小学生から実は作っていたと。ご存じですよね。びっくりしました。ただし、そこまで今もう進

んじゃっているんですよ。だから情報の 取捨 選択というものをきちんと小学生の段階からし

ていかなければならないということが競技の狭い部分でのメディアリテラシーなんですよ。でも、

いきなり広い抗議の部分から入ってもなかなかとっつきづらいから、そうした部分の授業または

答弁書には、道徳云々、それはモラルの問題であって、または学力のそれはＩＣのツールであっ

て、私が聞きたいのは、そうしたものを具現化しませんか、してますかってことなんです。ただ、

そうした部分がまだされていないとすれば、ぜひとも事例検討していただきたいんです。という

のは、札幌の札幌市立八軒小学校というところで、ニュース番組制作体験を通して学んだ表現の

工夫、大切なことは伝える相手を意識することということで実際にもうこれは小学生がニュース

番組を政策しています。先端の地域ではもうこういったことやっているんですよ。ハードがそろ

ったところで、ソフトを活用しなかったら、ただの箱です。それがしいては、これ小学校の事例

ですからね。わが町ではよく学力の向上ということでうたっていますけれども、実際にリテラシ

ー問題というのは中学校の入試でもう既に出ています。某市立中学校、北海道の市立中学校では、

ある表データを六つ並べて、このデータから読み取れるのは何だって言うんです。こうしたこと

も実際に受験に出てます。ということは、私は受験を決して否定しているわけじゃありませんけ

れども、やはりそうした部分も勉強の中にもう入ってきちゃってるんです。ただ、いきなりそこ

まで行くということは到底不可能ですから、やはり今あるハードをいかにリテラシー感、分析力

を養うという観点から、そうした先端事例等を今後教育委員会として学んでいくという部分の姿

勢があるのかということをお伺いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 議員おっしゃられることは、やはり広い意味で大切なことということで、

これからますます情報教育、学習指導要領では、情報教育という分野で目標設定されております

けれども、今言われたことについては、その要素、しかも深い要素っていうふうにとらえます。

それで、これから教育委員会としましては、基本学習指導要領にのっとった授業の展開、これを

基本的にお願いしてるところでありますし、その部分についても、それはそれぞれの授業の中で、

どういった題材を取り上げて、それによって何を子供たちに身につけさせるかということの展開

でしょうから、大切だということで認識はいたしますので、その点、学校のほうで指導計画の中

にこういったような、いろいろな身近な題材も含めて、できるだけ深い題材が入っていけば良い

なというふうに考えるところであります。 
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○議長(細川勝弥君) 髙野教育長。 

○教育長(髙野卓也君) 今、課長のほうからもご答弁申し上げましたけれども、私からも回答させ

ていただきたいと思います。現在、新ひだか町で進めているこのＩＣＴ機器とそれから無線ＬＡ

Ｎの整備ということについては、議員がおっしゃられているとおり、その学力向上の観点から進

めている授業でありますけれども、ここで言うところの学力というのは、今課長がお話したよう

に、広い意味での学力でありまして、新しい学習指導要領で強調されている子どもたちに将来必

要となる資質能力、知識技能だけでなくて、未知の状況にも対応できる思考力とか判断力とか表

現力、このあたりが、このメディアリテラシーと直接かかってくる部分だと思うんですが、あわ

せてその学びに向かう力とか人間性ということを強調してます。このこういった資質能力を育て

るために、有効な手段としてのＩＣＴ機器、通信環境の整備だということでご理解をいただきた

いというふうに思います。で、このＩＣＴ機器をただ教師が授業を行うために使うというだけで

なくて、やっぱ子どもたち自身にしっかり活用させていく。特に、その表現力を高めるといった

際には作品づくり、総合的な学習の時間とかそういった部分で、修学旅行の報告書をまとめたり

とか、あるいは中学校の技術の中で、そういったことは作品づくりというのは、ちゃんと学習内

容として盛り込まれてるんですね。そういった学習活動を通して、このメディアリテラシーの部

分も同時に育てていく、そういった考え方を教師自身がしっかり持つということをやっぱり指導

していかなきゃならないだろうなっていうように思ってます。教育委員会としては、環境整備に

力を入れてきて、今年、中学校を完了する予定でありますが、その後の部分については、先生方

の指導観、授業観、こういったものをしっかり子どもに対して必要な資質能力を育てるんだって

いう考え方を持って授業を展開してもらうということで、委員がおっしゃられてるメディアリテ

ラシーの部分もきちっと育てられていくんじゃないかなというふうに認識しています。以上です。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) これは、なかなかこの表、言葉、単語自体もなかなかまだ浸透していない言

葉ではありますけれども、実際にはもう既に高校生の社会の教科書であるとか、または国語の教

科書であるとか、もっと言えば大学の入試問題でもリテラシー観を問われる問題も実は出ていま

して、ちょっと学力とかっていう部分じゃなしにして、その広義な広い部分での学力なんですよ

ね。その知識だけじゃないんですよね。結局そこで、判断力、応用力、それに対する最終的な自

分の結論というものですよね、起承転結を情報からなんと言うんでしょうかね、組み立てていく、

ロジックをつけていくというんですけれども、そうしたことなんですよ。ですので、これは別に

何も押しつけ教育でも何でもなしにして、自発的にそうしたものは、それぞれ違いますから、価

値観というのは生徒児童は、価値観違うから別に正解はないんですよね。正解はないんだけれど

も、きちんとそのロジックがきちんとになっているか、そこまでの道のりがちゃんとなっている

かっていう部分も併せて勘案していただきたいなと思いますし、また、先ほど、私も前回、前々

回で質問したんですけれども、教職員の方々もかなり今、重労働という部分もございまして、な

かなかあれもこれをもっていうわけにはいかないかと思いますので、そこはこれは私からのお願

いなんですけれども、教育委員会そしてまた現場の教職員の方々とのやはり情報交換というもの

も含めまして、やはりしていただく、風通しをよくしていただくことも併せて検討していただけ

ればと思います。この質問につきましては、正直言って壇上の答弁聞いたときにはかなり苦心し

た答弁かなと、答弁書かなという部分わかりますし、なかなかまだ定着していないこともわかっ
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てます。ただ、今後の潮流は間違いなくこの範疇にあります。ですので、そうした部分を意識し

て、今後、教育委員会はリーダーシップを発揮していただいて、先端事例等もぜひとも学んでい

ただきたい、このように思います。この質問については終わります。 

３番目なんですけれども、この児童館であるとか、または放課後支援クラブですね、これは 2015

年から創設されたんですけれども、ちょっとここでお伺いしたいんですけれども、先ほどの壇上

の答弁の中で、今 2017ですから、2015年、2016年、2017年、で、2019年の３月 31日までで

すね、この制度は。ですので、５年の猶予があるということなんですけれども、実際に、当然民

間の保育園もあるかと思います。で、町が直接運営している保育園もあります。その具体的なち

ょっと人数、該当する職員の人数と、実際にその資格を取ってる方の人数お聞かせいただけます

でしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 施設ごとの児童クラブの配置してる人数ですけども、まず法人の施設な

んですけども、マーガレット認定こども園は４名でございます。それから、延出保育所が２名。

歌笛保育園が２名。法人３館で合計８名でございます。次に町立でございますが、こうせい児童

館が３名。青柳児童館が２名。山手児童館が２名。で、町立施設３館７名ということでございま

す。そのうち、既にこの研修を受けている方というのが、マーガレット認定子ども園の１名とい

うふうになっております。以上です。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 確認ですけれども、もう一度確認ですよ。2015 年からこの制度始まりまし

たよね。それで、今の話を伺ってますと、正式にこの資格を取られた方というのは、マーガレッ

ト保育園の職員の方１名ってことで間違いありませんか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 今年度、これからの取り組みにいく方も、このほかに５名いらっしゃい

ますが、今、既に取っているという方はマーガレットの１名ということになってます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) これ恐らく、先ほど壇上から申し上げましたように、これ2015年４月から、

これ国の政策で特にそのときかなりニュースソースになったと思うんですけれども、いわゆる子

ども子育て支援新制度ということで、いわゆる鳴り物入りで始まりましたよね。それで新しいこ

の資格が誕生したと。簡単に言うと資格を新設するということは、それだけプロフェッショナル

な支援員を要請するということだと思うんです。まずこの部分間違いないかが１点と、それと私

がちょっと調べてみたんですけども、これはあくまでも、受講制であって、別に試験があるわけ

でもないですよね。それで、７月と９月に講習会があるかと思うんですけども、その認識で間違

いないか、この２点お伺いします。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 今の放課後児童支援員というのが、例えば保育士の資格を持ってるとか、

学校の先生の資格を持っているとかということで、支援員にはなれるんですけども、さらにレベ

ルアップというんですか、子どもたちによりよい遊びというところ、指導するために研修会を受

けるということになっておりますので、技能者と、プロフェッショナルという考えで間違いない

と思います。今年、29年度には５名、その講習会に参加する予定となっておりまして、来年、再
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来年、再年度が最終ですので、それまでに３名、町立の３名が受けるということで、その期限内

には全館でこの研修を受けた人が配置されるという考えでございます。それから、講習の時期な

んですけども、これにつきましては、これ会場によって違うんですけども、札幌会場、それから

函館会場、旭川会場と、道内でいけばオホーツク会場、十勝、根室、釧路とあるんですけども、

それぞれ５月、８月、９月と会場によって講習が違うようなので、今、これから受ける人という

のが、この札幌会場を受ける人なんですけども、この人が７月に２日間、９月に２日間の４日日

程ということで・・・ 

          [何事か言う人あり] 

○福祉課長(米田和哉君) ちょっとごめんなさい。 

          [何事か言う人あり] 

○福祉課長(米田和哉君) ７月に２日間と９月に２日間というふうに受講することになってます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 2015 年から国の制度ですから、必然的に５カ年の猶予があるとはいえ、今

の課長の答弁を聞く限りでは、民間のマーガレット児童館ですか、そちらの方が先行してもう取

られている、資格取得されてると、講習を受けて、正式に資格取得をされてると。町直営の部分

ではゼロということですよね。で、今後、2019年度が、2019年３月 31日がラストですから、そ

れまでにバランスよくということなんですけれども、そもそも論なんですけども、これ 2015 年

からどうして始めなかったんですか。そのときって、今の木村部長が課長在任中ですよね、その

ときから恐らくお話あったかと思うんです。どうしてこれ 2015年からしなかったんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 木村住民福祉部長。 

○住民福祉部長(木村博成君) ただいまのご質問でございます。既にこの制度が始まってから、実

際研修を終えてないという状況でございまして、先ほど申しましたように猶予期間があるという

ことと、あと研修事業でございますので、やはりその研修出すに当たっての予算の措置というの

が出ております。それで、全体的にこの事業に限らず、いろんな職員の資格関係につきましては、

それぞれ予算取りということで、毎年計画的に受講するということで予算を上げてる状況なんで

すけども、やはり財政状況のこともございまして、のびのびになってきてるという状況もござい

ます。そういったようなことから、決して何もしないということではなくて、そういったような

事情も含めた中で、来年以降の町の関係については実際に取るような状況になってしまったとい

う状況でございます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) いや、これ財政が厳しいとかじゃなくて、2015 年度から５カ年の計画で、

なおかつこれは国が定めたものですのでとらなきゃいけないんですよ。で、今の部長のお話聞い

てますとね、いや予算が云々ということでなしにして、とにかく取らなきゃいけないんですよっ

てことなんですよ。それは、2015年のおそらく４月１日からこれ制度スタートしてるはずなんで

す。となりましたら、その間ですね、じゃあ民間の事業者さんが先に先行でそうした資格を取っ

ていると。で、片や町営の部分が民間がさきか直営が先かって、私はそういう議論はしたくない

が、ただ同時にこれに行けるはずじゃないですか。それともう一つ、経費の部分で私もちょっと

調べてみたんですけれども、テキスト代で 1,000 何がしかな。それと、受講料ということで 300

円か何かだと思うんですよね。それと、じゃあ直接職員が行くということであれば、日当と旅費
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と宿泊費じゃないですか。ですよね。ということは、１人に 50 万も 100 万も行くわけじゃない

んですよ、これ。段階的にちゃんと 2015年から 2019年度までということであれば、当然、そこ

の児童館の先生方がシフトを組んでいくわけですよ。そうですよね。となった場合、2015年から

これ前倒しでこれできなかったんですか、もう一度お伺いします。 

○議長(細川勝弥君) 木村住民福祉部長。 

○住民福祉部長(木村博成君) 繰り返しになります。実際には出来ておりませんので、できなかっ

たということでございます。先ほども言いましたように、シフトのこともございますし、今体制

的には国の基準等が示されまして、配置基準等の中では先ほど言うように、２名以上置かなけれ

ばだめだということでございます。そういったようなことも含めて、まずこれまでやってきた中

では、最初の時点で、所要人数を確保するということがどうしても前段部分に出てきたものでご

ざいます。その体制がある程度できた段階で、今後、資格を要するものということの順番付けが、

今まであったということもございまして、繰り返しの答弁になりますけども、前段部分について

は研修費に係る経費については盛り込めなかったというようなことが言えるかと思います。今後、

今言われるように、最終的にはこういったような都道府県の研修を受けていくということになり

ますし、児童館につきましては、児童支援事業とあわせて、あと児童厚生委員の方がいるという

こともございますので、その辺のところについても、児童支援員の方が仮に休んでいなくなると

いうようなことも考えられるものですから、児童厚生員についても同様の研修を受けていただい

て、何とか各施設ごとには２名、そういったような研修を受けた方がいられるという体制を今後

とってきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 部長ね、この制度というのは、よりそうした放課後支援の充実を求めること

なんです。それで資質の向上なんですよ、これレベルアップにつながることなんですよ。まして

や、2015年からね、とにかく 2015年から施行ということは、2014年ぐらいからもう通達あった

はずですよ。違いますか。ということは、私は厳しい言い方になるかもしれませんけれども、そ

うしたいわゆる児童福祉行政が場当たり的でないかと思うんですよ。民間の事業者も取っている、

先行で。なぜか。クオリティーの高い放課後支援をしたいからですよ、これ。当然町だって、そ

うしたクオリティーの高いものを住民サービスとして提供するのが努めじゃないですか。私は、

今の部長の答弁聞いてましたら、言い訳にしか聞こえないです。これね、先ほどもちょっと申し

上げましたけども、段階的にもう取らなきゃいけませんから、当然これ財務サイドの部分でも計

画立てていると思います。で、テキスト代と、一番かかるのは旅費なんですよね。旅費と宿泊費

なんですよ。で、その部分含めまして、これ 2019 年もうとにかく取らなきゃいけないものです

し、その部分は逆に早いうちにとらないといけないものだと思いますので、そうした部分も考慮

していただければと思いますし、ましてや財政厳しい中ですけれども、当然国の部分でこうした

方針が決まってるわけですので、そうした部分は考慮していただいて、予算執行していただきた

いかと思います。ちょっと私もちょっときつい表現になりましたけれども、やはり住民の最前線

にいる行政サービス、職員、児童館の先生、そうした方々にしわ寄せが来るようなことがあった

ら、ましてやその方々っていうのは正職員じゃないんですよ。やはりそうした立場というものも

ちゃんと考えていただいて、より児童福祉に対しては、我が町として計画性を持ってやっていく、

こうした、なんか初歩的な話で本当申しわけないんですけども、計画、きちんと実行してくださ
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いよ。じゃないと、最終的にそうしたクオリティーの高いサービスを児童の、子どもたちが受け

る機会を先延ばしちゃうんですよ。そうした観点に立っていただきたい。このように思います。

最後に、町長、これで最後の質問にさせていただきますけれども、今のこうした国が取らなきゃ

いけませんよ。こうした制度に対して段階的に、ましてや５カ年の猶予があったわけですよ。ま

だその間ですよ、今。この部分に関して、町長の見解、これまでの質疑の部分の中で問題点も出

てきました。私は改善すべきだと思っています。最後に、町長の見解を求めて質問を終わりたい

と思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 国のほうも含め、各種いろいろな政令ですとか、そういったものの中でこう

いった方向性が出されて、既に決定されているということがご指摘のように５年前であったとい

うことであれば、今ほど、白尾議員から種々論議のあり、またご指摘のありましたことは、もっ

ともなことだと思ってますので、そのことを念頭に置いて、今後担当部課と協議をしながら取り

進めさせていただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 終わります。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 １時５６分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ２時０９分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 12番、池田君。 

          [12番 池田一也君登壇] 

○12番(池田一也君) 通告に従い、２点の質問をさせていただきます。 

 初めに障がい者や高齢者などへのヘルプカードの普及推進について質問をさせていただきます。

このヘルプカードとは障がいや難病などを抱えた人、また妊娠中や高齢者、病弱な方々が日常生

活の中で困ったときや外出時の急病や事故に遭遇したとき、また災害などの緊急時にこのヘルプ

カードを提示することにより、周囲に支援や配慮、手助けを求めやすくするためのツールであり

ます。例えば障害のある方は、自分から「困っています」となかなか伝えられない人がいます。

義足や人工関節の方、視覚障害者や内臓障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見上では援助や

配慮を必要としていることがわかりにくい方がいます。さらにはコミュニケーションに障害があ

り、困ったことをなかなか伝えられないとか、困っていることを自覚できないという方もいます。

特に、高齢者では徘徊時や緊急時には混乱をしていて、誤った情報を伝えるケースがあります。

そこで、このカードは本人の必要な情報や支援、例えば、住所、氏名、緊急連絡先、搬送希望病

院名、障害の特性や対象と支援方法、配慮や手伝ってほしいことなどがあらかじめ記載しておき

ます。もしものとき、これを提示することにより、周囲の方に正確に情報が伝わります。支援を

求める者、支援をするもの、その両方をスムーズにつなげるためのきっかけとなるツールがこの

ヘルプカードです。私は、新ひだか町としても、障害者や高齢者支援、認知症対策の観点から、

地域の中で安心して暮らせる対策が必要と考え、このヘルプカードの普及推進を進めるべきでは
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ないかと考えております。そこで、１点目に添付カードの認識をどのようにお持ちなのか。２点

目に、全国での普及状況をどのように把握をされているのか。３点目に、新ひだか町での導入を

どのように考えているのかお聞きいたします。 

 次に、教育行政について２点お聞きをいたします。先日、教育委員会において、平成 29年度年

次計画が決定し、私たち議員にも周知されました。今回は、今回の私の質問は、その計画の中か

ら何点か質問をさせていただきたいと思っております。まず、ライディングヒルズ静内について

質問をいたします。このライディングヒルズ静内は、平成 13年 10月に町直営でオープンをいた

しました。位置づけは指定管理者が運営をし、平成 27年度からは、町直営の管理運営として再開

をいたしております。町直営に戻り丸２年が経過し、いよいよ本格的な運営が期待されると考え

質問をさせていただきます。まず、１点目の学校教育事業についてですが、授業としての乗馬学

習はどのように計画をしているのか。されてきたのかをお聞きいたします。２点目と３点目の社

会体育と社会教育では、乗馬体験の取り入れ方法についてどのように行ってきたのか、行おうと

しているのかお聞きいたします。４点目の障がい者乗馬支援事業では、障がい者団体やグループ

との具体的な協力体制の内容をお聞きし、さらには今年度に障がい者乗馬の大会が開催を計画し

ているとありましたので、その開催日や内容をお聞きをいたします。５点目に、乗馬普及事業に

ついて、乗馬教室の開催状況や少年団やサークル活動の支援内容についてお聞きをいたします。

６点目に、馬力本願プロジェクトとの連携についてお聞きをいたします。この馬力本願プロジェ

クトとの連携は、先ほどの乗馬普及事業の中にあった事業ですが、私はこのプロジェクトとの連

携が直営となって、最も特色のある事業だと考えておりますので、どのように連携をされている

のかをお聞きいたします。またこの連携では、推進の重点という項目に地域おこし協力隊との連

携も掲げられております。そこで、この地域おこし協力隊との連携をより具体的に内容を教えて

いただきたいと思います。 

 最後に、教育行政の２点目に総合町民センターの活用について質問をいたします。この質問も

29年度年次計画をもとにお聞きをいたします。１点目の図書館三石分館については、旧分館から

新分館になったことによる新規や拡充された事業内容お答えいただければと思います。２点目に、

生涯学習推進事業では、その中の実践発表会は、総合町民センターをどのように活用されている

のかお聞きいたします。３点目の芸術文化事業では、町全体で数多くの事業を計画されています

が、その中でも総合町民センターでの講演計画などが載っております。そこで主な総合町民セン

ターの講演計画をお聞きいたします。４点目に、はまなすホールの利用促進についてお聞きをい

たします。今年度の予定行事をお答えいただければと思います。また、このはまなすホールがよ

り多くの方々に利用していただくため、どのような取り組みをされているのかを具体的な取り組

みとして何があるかをお聞きをいたします。壇上での質問は以上ではございますが、私ども議員

に示されてました年次計画は、３月現在、３月に発行されておりますので、３月現在の計画です

ので、この６月議会直近での内容等をお答えいただければと思いますので、ご答弁をよろしくお

願いいたします。壇上からの質問は以上です。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

          [福祉課長 米田和哉君登壇] 

○福祉課長(米田和哉君) 池田議員からご質問の大きな項目の一つ目、障害者や高齢者等へのヘル

プカードの普及促進についてお答えします。まず１点目のヘルプカードの認識についてでござい
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ますが、このカードは障害者など、支援を必要とする方、特に一目見てハンデをお持ちなのが判

断できづらい、聴覚、内部、知的障害者、さらに高齢者の方々など周囲に対して、理解や支援を

求める有効なツールとして、ここ２、３年前から配布する自治体が増えてきております。都道府

県単位でみますと、２割程度で実施されておりますが、北海道内ではまだ認知度は低く、当町と

いたしましても、全国的に認知度の高いものとして、類似したツールのマタニティマークは存じ

上げておりますが、ヘルプカードについては認識してございませんでした。 

 次に、２点目のヘルプカード普及状況の把握についてでございますが、平成 24年 10月に、東

京都内でヘルプマークのシリコンタグ配布キャンペーンがスタートしたことをきっかけに、助け

てほしい内容を記入できるタイプのヘルプカードが作成され、普及したと把握しております。こ

のヘルプマーク、またヘルプカードについては、東京都に次いで関西地方の自治体を中心に、主

に平成 27年度ころから導入が進んでおりますが、同様の性質を有した取り組みとして、特定非営

利法人ハートプラスの会が公開しているハートプラスマーク、中国地方では鳥取県を中心とした

岡山県、広島県、山口県、島根県の５県で推進されている愛サポート運動、岩手県のお願いカー

ド、大阪府の大阪ふれあいキャンペーン、兵庫県の譲り合い反射マークなどがあり、いずれも以

前から独自で実施しているものでございます。また、ヘルプカードの北海道内における実施の状

況でございますが、札幌市が今年度秋ごろに導入を予定しており、その他の市町村では北見市に

おいて検討が始まっていると伺っております。 

 最後に、３点目の新ひだか町におけるヘルプカードの導入についてお答えします。まず、先ほ

ど１点目のご質問でお答えしたとおり、ヘルプカードやヘルプマークを認識していなかったこと

から、まだ検討にも至っていないというところが実際のところでございます。ただ障がい者に限

ったことではございますが、日高管内においては、通称 北海道障がい者条例に基づき設置され、

日高振興局に事務局を置く、日高圏域障害者が暮らしやすい地域づくり委員会では、気軽に声か

け手助けができる地域づくりをスローガンにヘルプマークと同様の役割を持つマークを、障害者

の方からデザインを募集し、障がい者就労事業所において、ロゴとして作成販売を浦河町内で試

行的にここなっているとのことで本年度の地域づくり委員会では、その反響等について検証を行

った上で日高管内各町の障害者自立支援協議会に対して、導入の検討を依頼するとの計画がござ

います。したがいまして、このような動向にも気を配りながら、当町の自立支援協議会において

も、検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 麻野ライディングヒルズ静内施設長。 

          [ライディングヒルズ静内施設長 麻野和彦君登壇] 

○ライディングヒルズ静内施設長(麻野和彦君) 池田議員からのご質問の大きな２点目、教育行政

についての１番目、ライディングヒルズ静内についてご答弁申し上げます。なお、答弁につきま

しては、町直営で再開後の２カ年の活用実績などについて答弁させていただきますので、ご理解

願います。 

 １点目の学校教育事業におけるライディングヒルズ静内の活用状況についてでございますが、

小中学校におきましては、高静小学校と東静内小学校の２校が活用してございます。活用内容と

しまして、高静小学校は、特別支援学級在籍児童を対象とした乗馬教室の実施で平成 27年度は６

回実施し、延べ 68 名の参加、平成 28 年度は８回実施しまして、延べ 81 名の参加がございまし
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た。また、東静内小学校では、総合的な学習の時間の取り組みとしまして、地域を知ろうという

テーマのもと、平成 27 年度におきましては、３年生 12 名が参加し、平成 28 年度も同じく３年

生８名が参加しております。平成 29年度につきましては、さらに有効活用をしていただけるよう、

４月初めの校長会議におきまして、ライディングヒルズ静内の活用促進の呼びかけを行うととも

に、教師にも馬のことについて理解を深めてもらう観点から、今年初めて、教師を対象としまし

た乗馬教室の案内を行ったところでございます。このほかでは、養護学校における乗馬学習の取

り組みとしまして、平取養護学校静内ペテカリの園分校の児童生徒を対象とした乗馬学習を実施

しており、活用状況としまして、平成 27年度は小学部におきまして、２回実施し、延べ 12名の

参加。28 年度も２回実施しまして、延べ 15 名の参加がございました。中学部におきましては、

平成 27年度に 12回実施まして、延べ 59名の参加、28年度は７回実施しまして、52名の参加が

ございました。また、高等部におきましては、平成 27 年度に 16 回実施しまして、延べ 54 名の

参加、28年度は 12回実施しまして、延べ 50名の参加という状況となってございます。また、平

成 28年度におきまして、静内中学校の生徒を対象としました職場体験学習や静内農業高校の生徒

を対象としましたインターシップにおきまして活用していただいてございます。授業としての乗

馬学習についての取り組み方法についてでございますが、場馬体験ばかりではなく、事前学習と

して問答や馬の特性についての説明やブラシ掛けなどを体験、また乗り終わった後は、草を食べ

させるなど、馬との触れ合いに取り組んでいただいてございます。 

 次に、２点目の社会体育事業についてでございますが、体育振興課におけるジュニアスポーツ

アカデミー事業におきまして、乗馬体験をメニューに加えていただき、平成 27年度におきまして

は３回、延べ 52名の参加。28年度におきましては３回、延べ 44名の参加があったところでござ

います。 

 次に、３点目の社会教育事業についてでございますが、社会教育課で行われております各種事

業の中に乗馬体験と馬との触れ合い事業を加えていただき、実施してございます。平成 27年度に

おきましては、東静内小学校家庭教育学級で 13名の参加がございまして、28度は 14名の参加が

ございました。平成 28 年度では、新たに三石小学校家庭教育学級におきまして 15 名の参加や、

静内小学校家庭教育学級では６名の参加がございました。このほか、わくわくチャレンジスクー

ルにおきまして 21名の参加、成年友結学級におきまして 18名が参加されるなど、社会教育事業

におきましては大きく利用者が増加してございます。 

 次に、４点目の障がい者支援事業についてでございますが、町内の障害者団体であります社会

福祉法人静内ペテカリのデイセンター虹、スマイル、あいあい、地域活動支援センターの木の実

の４団体の皆様に使用料を 50パーセント減免し、利用をしていただいてございます。これら４団

体におきます。平成 27 年度の利用につきましては、39 回で延べ 113 名の利用がございました。

28 日におきましては、66 回実施し、延べ 182 名の方に利用していただいてございます。また、

障がい者乗馬大会の開催につきましては、６月 25日、日曜日の午後から、平成 29年度ライディ

ングヒルズ静内、障がい者乗馬大会の開催を予定してございます。協議内容につきましては、琴

平競技と言いまして、これは馬に乗っての椅子取りゲームみたいなものです。それと、ジムカー

ナ競技の２種目としまして、11 名、延べ 22 名の申し込みとなってございます。障がい者乗馬会

や障がい者乗馬大会の開催などに際しましては、各団体の方やライディングヒルズ静内障がい者

乗馬大会実行委員会の皆様とも打ち合わせを行うなどしまして、ボランティアとして協力をいた
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だいてございます。 

 次に、５点目の乗馬普及事業についてでございますが、学習町民乗馬教室の開催や乗馬スポー

ツ少年団活動や大人・子どもの乗馬サークル活動におきまして、利用していただいてございます。

乗馬教室の開催状況についてでございますが、中学生以下の子どもを対象としました乗馬教室と

しまして、初心者を対象としました体験教室の開催を原則第一、第三土曜日、午前 10時から開催

し、経験者を対象としました教室では、原則毎週金曜日、午後４時から開催してございます。高

校生以上を対象としました乗馬経験者教室では、原則毎週木曜日の午後６時 30分から開催してご

ざいますが、平成 27 年度は 94 回開催し、延べ 657 名の方に参加していただきました。平成 28

年度につきましては 106 回開催し、742 名の参加があり、対前年比では回数で 12 回、参加者で

85名増加してございます。乗馬スポーツ少年団活動としましては、静内乗馬スポーツ少年団が当

施設で活動してございますが、毎週水曜日午後４時 30分から１時間半と、日曜日午後２時 30分

から午後４時 30分まで活動を行っており、小学４年生から高校２年生の児童生徒が 13名在籍し

ております活動実績についてでございますが、平成 27 年度は 75 回で、延べ 368 名の利用、28

年度につきましては 91回実施し、延べ 862名の利用と、対前年比で回数が 16回、参加者は 494

名増加しております。子どものサークル活動としましては、新ひだか子ども乗馬サークルコルト

が当施設で活動してございます。毎週木曜日午後４時 15分から１時間半と土曜日午後１時 30分

から２時間活動を行なっており、４歳から 14歳までの幼児、児童、生徒が 19名在籍しておりま

す。活動実績についてでございますが、平成 27 年度は 66 回、延べ 456 名の利用、28 年度につ

きましては 60 回実施し、延べ 395 名が利用と、対前年比回数で 16 回、参加者数は 61 名減少し

てございます。また、大人のサークル活動としましては、静内乗馬同好会が、毎週土曜日午後６

時 30分から２時間活動を行っております。会員数は 29名登録されてございます。活動実績につ

いてでございますが、平成 27年度は 36回、延べ 195名の利用、28年度につきましては 46回実

施し、延べ 560名が利用と、対前年比で回数が 10回、参加者数は 365名増加してございます。 

 ６点目の馬力本願プロジェクトとの連携についてでございますが、馬力本願プロジェクト住民

ワークショップに施設長が参画しまして、アクションプランの企画・立案にかかわりますととも

に、本年１月には馬の施設見学ツアーをライディングヒルズ静内において実施したところでござ

います。さらに、馬の町イメージ戦略の一環としまして、厩舎内に各馬の紹介パネルを設置する

とともに馬のイラスト入り名刺を作成し、来場者に配付してございます。また、プロジェクトの

大きな柱の一つであります移住定住の促進にかかわって、馬好きな方たちが多いちょっと暮らし

体験住宅、入居者にライディングヒルズ静内の利用を進めており、実際に多くの方々に利用して

いただいている状況にあります。今年度は、地域起こし協力隊が企画し、子どもたちに馬文化や

馬にかかわる仕事について学習するプログラムである日高うまキッズ探検隊をライディングヒル

ズ静内においても実施を予定するなど、ライディングヒルズ静内としましても、馬力本願プロジ

ェクトの一環として、さまざまな取り組みを行なっているところであり、今後におきましても、

プロジェクトの大きな柱である馬文化の伝承、おもてなし環境基盤の整備、移住・定住の促進に

資するよう、各種事業を展開してまいりたいと考えてございます。 

 最後になりますが、平成 27年４月に町の運営に再開しましてから、利用者は順調に増加傾向を

見せており、一般を含めた利用実績では、平成 27 年度 5,058 名、平成 28 年度 6,480 名と増

加し、今年度の４月、５月の利用実績では、対前年比 334 名の増と大幅に増加しております。今
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後におきましても、多くの方に利用していただけますようスタッフ一同努力していく所存でござ

いますのでご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

          [社会教育課長 中村 敏君登壇] 

○社会教育課長(中村 敏君) 池田議員のご質問の大きな２番目、教育行政についての２番目、総

合町民センターの活用についてご答弁申し上げます。(１)図書館三石分館の運営事業についてです

が、図書館三石分館が新分館になったことによる新規や拡充された事業の内容についてですが、

新分館、移転後に新たに拡充したサービスといたしましては、１点目は、旧分館時には、日曜、

月曜休館と週２日休館日を、新分館では本館同様、月曜のみの週１日休館とし、年間の開館日を

40日ほど増やしています。２点目といたしまして、旧分館では所蔵しておりませんでした音楽Ｃ

Ｄを新たに所蔵資料に加え、館内での視聴サービスと中学生以上への貸し出しを開始いたしまし

た。さらに年間の事業計画といたしまして、従来より実施しております読み聞かせ、ブックスタ

ート、図書館フェスティバル、企画展示、ブックリサイクルの事業に加え、複合施設であること

を生かしたシアタールームを使ったＤＶＤ上映会や外部講師を招いての工作教室といった新規事

業を予定しています。また、新規利用者の獲得に向け、はまなすを利用する方へ、図書館活動に

ついて、ＰＲ活動を一層強化してまいりたいと考えています。 

 次に、(２)生涯学習推進事業についてですが、生涯学習実践発表会につきましては、町民や庁内

で活動するサークル及び団体、個人が、小規模な発表、展示会を開催し、町民が気軽に芸術文化

に触れ、文化活動の活性化を図るため実施している事業となります。今年で３年目となり、これ

まで公民館を会場に開催していますが、総合町民センターにおいても同様にロビーを利用した写

真や書道などの作品展示会、シアタールームでの民謡やバンドグループなどの音楽演奏の発表会

の開催などを考えています。 

 次に、(３)芸術文化事業についてですが、児童・生徒芸術観賞会のうち、三石小学校、三石中学

校については、総合町民センターを会場に開催いたします。また、今後は静内地区の小中学校に

ついても開催を検討したいと考えています。町民芸術祭につきましては、作品展示、芸能発表会、

軽音楽祭のほか、町民ダンスパーティーを予定しています。また町文化団体協議会では、三石出

身の陶芸家、  橋本正彦  氏を招いて、記念講演会を予定しています。 

 次に、(４)はまなすホールの利用促進についてですが、今年度は駐車場の整備完了が 12月末の

予定となっていることから、これを考慮した施設利用となりますが、オープン前からの問い合わ

せをいただき、現在のところ歌謡ショーなどの一般利用のほか、全道規模の研修会、町老人クラ

ブ芸能発表会などの申し込みをいただいています。このほか、サークルの利用では、舞踏・ダン

ス系の団体が、サークル活動で利用として、年 60回ほどの利用見込みとなっております。はまな

すホールは、会議や研修会などのほか、舞台設備を整えた施設としての特性を生かした利用促進

を図ることとしており、文化団体やサークル団体による町民が主体となった事業や発表活動の場

として利用していただけるよう、利用促進に努めてまいります。また、総合町民センターを活用

したさまざまな事業を実施することを目的に、町民有志による運営企画委員会が発足したことか

ら、当委員会の自主的な活動により、はまなすホールを含めた施設全体の利用促進が図られるこ

とを期待しています。そのため、教育委員会としましては、利用者の利便性に配慮した施設運営
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に努めるとともに、町民の生活文化の振興と生涯学習、福祉活動の拠点施設となるよう施設整備

に努めてまいります。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) はい。それでは、答弁をいただきましたので再質問をさせていただきます

のでよろしくお願いをいたします。 

 まず、ヘルプカードから再質をさせていただきたいんですけども、これ本物を持ってきてみま

した。小さくて見えないと思うんですが、要するに免許証、名刺、カードと同じような大きさで、

それで、さっき壇上でも申し上げましたけども、ここには「あなたの支援が必要です ヘルプカ

ード」、赤地に白十字というんですか、これを持ち歩くんですよ。いろんなタイプがあります。さ

っき説明の中で言っていたのは、多分ここからかけるやつのことを言っていたんだと思うんです

ね。で、これ壇上との質問の繰り出しになっちゃいますけど、現実的にはここに名前を書いたり、

血液型、性別、生年月日、書くようになってますし、大切な連絡、このカードをごらんになった

方へということで、何をしてほしいか書くわけです。そして、次を開けますと連絡先だとか医療

機関を書くようになっていたり、本人の特徴・対応についてのお願い、例えば薬ですとか、アレ

ルギーですとか、装具ですとか、ストマーなどが使用していれば書いておく。でね、これは、も

らえるんですよ、誰でも、というふうにやっているようです。で、必要なものをその方が必要な

ことを書くんですよ。例えば名前は知られたくないっていう事情の方々は名前の欄は書かなくて

良いんです。ここは知ってほしいというところを書くんですよ。そういうものがこのヘルプカー

ドというものです。ちょっと小さいんで見せようかどうしようか迷ったんですけども、ちょっと

見えづらいでしょうけども、こういうものです。さっき壇上の答弁でも言っていただけていまし

たけども、北海道はどうも立ちおくれたなという気持ちがいたします。全国では、今急速に広が

っているんですね。札幌では、この秋からやる予定になっておりますし、北見市では、今、対応

を始めている、やる方向に向けて対応が始まっているということで、ただ、今、全国では２割と

いう答弁でしたか、ありましたけども、恐らく関東・関西と鍵って言うとほぼ 100 パーセント、

もうかなり普及をしているんです。この２、３年の間にですよ。ですから、北海道であまり普及、

認知もあまりされていないようですけども、我が町からこういうものを導入してはどうかという

ことで、この質問をさせていただいております。で、先ほど答弁で、自立支援の協議会で検討を

進めててデザインの募集して、そのロゴを作成販売を浦河町で試行的にやってますよということ

でした。それは障がい者の部分で大変良いことをしてると思います。このヘルプカードと私はバ

ッティングするものでも何でもないと思っているんですね。ヘルプカードはこの障害者も含めて、

また、マタニティマークでしたっけ、赤ちゃんがお腹にいますという、そういうマークもすべて、

すべてですよ、すべて含めて、このヘルプカードが包含しているんだと思っております。なんな

んであれば、その決まったロゴを先ほどお見せしたこのカード、ここにそのマークを印刷したっ

て良いくらいなんです。これどのように作ろうが自由なんですよ。ひな形はひな形としてありま

すけどもね。そこら辺もぜひ考えながら、障がい者も含めてそういうことも全部包含したヘルプ

カードというものがあるんだということを我が町に導入すべきだというところ、知らなかったと、

恐らく通告書を出してからなんだこれということで調べてわかった話なんでしょうから、今、細々

した質問をしても、まだまだ早過ぎるのかなと思いますので、あまり詳しくは聞こうとは思って
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おりません。ただ、先ほども言いましたように、こういうふうにつくるのは、東京都でガイドラ

インを出してるんですよ、既に。で、そのガイドラインをもとに各自治体、県の場合もあります

けども、その東京都がつくったガイドラインをもとにデザインだとか、内容も含めて自由につく

っているわけなんです。ですから、そのガイドラインさえ見れば、私は極端な話、明日にでもで

きるだろうというぐらいに思っているんですけども、推進する、対応すると言っていい答弁をい

ただいてるとは思っておりますけども、どのようにすぐできるのではないかという視点からはど

のようにお答えいただけるでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○契約管財課長(米田和哉君) 東京都のガイドラインも一般質問の内容を確認させていただきま

して、ホームページで見せていただきました。東京都が著作権をもって、デザインの商標登録を

しておりますということですが、一定の要件を満たせば、無料で作成・使用できることになって

いるようです。壇上でお答えしましたが、日高圏行の地域づくり委員会で募集した障害の見える

化デザインというんですが、既に浦河町の障がい者就労支援事業所で浦河ベテルの家というとこ

ろですけども、そこで木製のバッチ型とかペンダント型、それからキーホルダー型の３タイプを

試行として作成・販売しているというふうに聞いております。これは、当町の自立支援協議会で

導入するかしないかというのは、まだこの後の話なんですけども、する場合には、そのヘルプマ

ークとどういう関連性を持たせるかと。またその場合に、高齢者とか妊婦の方々は、もともとこ

の今つくっているのが、障がい者っていうところを目指しているものですから、それも、それに

高齢者、妊婦などの方々をどう利用していくかということも含めて、ちょっと協議会と情報を公

開しながら進めていきたいなというふうに思っております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) ここは町議会ですから我が町でやろうやという話をさせていただいており

ます。ただ、それに私は町が、まずは町がやることが一番早道だろうと思ってるから言っている

わけでして、もっと言えば日高管内で、その障がい者の今、答弁がありました中にこのヘルプカ

ードという意味合いを持たしたものにするべきだと、それでも構わないと思っています。もっと

言えば北海道は立ちおくれてるわけですから、道として、他県では県としてやっている県もいっ

ぱいあるわけですから、道としてやっていく、発展してなっていくために、我が町でまず取り組

もうやということをお話しさせていただいているつもりでおります。そこで、今やれることって

いうのが、これほど全国的にも広がりを見せているヘルプマークです。で、新ひだか町に訪れた

方でこのヘルプカードをお持ちの方がいらっしゃると思います。必要に応じたときに使おうと思

ってね。それとか逆に新ひだか町民が他町・他県に行ったときに、これを提示されたとき、今、

新ひだか町民がこのヘルプカードを提示されたとき、支援する側に回ったときに、「これなに？」

っていうのが現実だと思うんです、今の段階ではね。ですから、わが町が発行するしない以前に

ヘルプマークというのがありますと、これがあったらら支援をしましょうと。中身を見ながらと。

中身と言うのは記載してある必要事項を、支援してほしい内容が書いてあるわけですから、それ

で対応しましょうだとか、そういう周知が必要だと思うんです。これは今すぐにもできると思う

んですが、ぜひそこら辺は力を入れて周知をしていただきたいと思うんですがどうでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) ヘルプカードにしろ、先ほどの見えるかバッチにしろ、つけてる人が一
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生懸命付けてましても、周りの人が意味がわからなければ何も意味がないというのは委員さんの

おっしゃるとおりだと思います。町といたしましても、この周知に関しましてはいろんなところ

から来られる方、それから、こちらから行ったときにそのヘルプカードを、ヘルプマークを見る

機会があるとも思いますので、広報や公式ホームページなどで利用しまして、町民の皆様への周

知に向けて努めたいというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) ヘルプカードについては、これ以上質問はいたしません。認識をまずはい

ただいたというところで、今後もまた機会があれば、どのように進んでいるのか、これは、また

一般質問なりで改めてお聞かせ願えればなと思っております。 

 次に、教育行政に進みます。まずライディングヒルズですけども、先ほど答弁をいただきまし

た。非常にうれしく思っております。ライディングヒルズができたときの当初の目的にあまり、

まだまだ足りないけどもとりあえずは利用人数が非常に落ち込んでいたあの指定管理時代から見

ると、いわゆるＶ字回復してきているなと。いろんな事業をやって、いろんな人数も多く利用し

ていただいて、良かったなって思ってるんですよ。で、実は、これ乗馬施設は平成 13年に、平成

13 年 10 月にオープンをしております。で、これは古くは、議会側の一般質問でこういう施設つ

くろうというふうに議会側から出てきた提案だと聞いておりますし、平成 11年に二期目の当選を

されました当時の増本町長が選挙公約に掲げて出てきたものなんです。それで、私も平成 11年初

当選ですので、この平成 13年 10月にオープンしたこのライディングヒルズ静内が、一般質問も

いたしましたし、予算の議決の場面にもおりました。で、今日、傍聴に来ておりますけども、五

十嵐前議長も私、同期ですのでそのときのこともよく存じておりますし、そのときは川合議員も

おりました。やはり、ある意味議会も行政も一つになってこの乗馬施設をつくろうよというとこ

ろででき上がったのがこの乗馬施設だと思っております。で、そのときには設置目的コンセプト

だとかがありました。町民に触れ合っていただこう、触れ合える施設にしよう。だから、いつも

が何回か私も予特だとかも言わせていただきましたけど、実際乗った数も大事だよと。だけど、

触れ合いをうたってるんですよ、ここは。この施設は。ですから、馬に触る、馬を見る、厩舎に

入って馬を見る、可愛いね。放牧地にいるのを見る。それで、そこで馬を好きになっていただく、

新ひだか町民、当時は静内町民ですけど、で良かったな。これが子どもたちにしてみたら、大き

くなっても我が町には馬に乗れるところがあるんだ。こういう施設をつくろうじゃないかという

ことで作った。私的にはもうものすごく熱い思いを持って作った、でき上がったものなんです。

関わらせていただいた議員として、関わらせていただいた大事な施設だと思っているんです。だ

から、だからこそ、６年間の指定管理の時代がありました、そして直営に戻りました、２年経ち

ました。これから仕切り直しじゃないですが、この乗馬施設が本来の目的に沿って、きっちりと

やっていけると、発展できるという思いから質問をさせていただきたいなと思っております。そ

こで、まず乗馬学習からなんですが、以前は小学４年生、そして中学２年生、町内全部の子ども

たち、児童・生徒がライディングヒルズ静内に来て、馬に乗ったんですよ。それがいつでしたか、

何回か前の一般質問のときに、今やってないっていうことで愕然と、私はいたしました。これね、

やっぱり設立趣旨からいってもぜひ復活すべきだと、せっかく直営にもなったんだし、どうです

かね、これは復活を強く求めたいんですが、いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 麻野ライディングヒルズ静内施設長。 
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○ライディングヒルズ静内施設長(麻野和彦君) 以前、実施していた小中学生の体験乗馬につきま

しては、設立時の基本計画の中で馬産地と言われる当町の子どもたちに一度は馬に乗るという体

験をさせることを目的としまして、利用人数の目標値を設定するために便宜的に小学４年生と中

学２年生を想定し、示したものであり、実際には学年にはこだわらずに利用案内を行い、体験乗

馬を行なっていたものでございます。また、これまで保育所や幼稚園児など、多くの子どもたち

が幼児期から体験乗馬をしている状況にありますが、今後さらに授業などで活用していただけま

すよう、校長会議におきまして、乗馬学習についてどのような学習の進め方が可能なのか、活用

例を提案するとともに年間の学習利用可能枠を示し、継続して利用を呼びかけているところでご

ざいます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 乗馬学習の趣旨が、利用したいという方が利用するという趣旨ではないん

ですよ。児童生徒全員が馬にまたがる、これが、この乗馬施設の意味なんですよ。それは、いろ

んな意味があって乗れない方はそれはそれでいいですよ。乗れない方は別にその方まで乗せろと

いう意味ではありません。牧場のご子息だろうが、漁業のご子息だろうが、全員が馬にまたがっ

てみる。これが大事だということで始めた事業なんですよ。その趣旨をとらえて、答弁をいただ

ければなと思うんです。重ねてで申しわけありませんが、これね、やっぱり今、いろんなゆとり

教育だかが終わって、いろんなコマ数がいろんな授業に入ってきて、その時間を取る余裕がない

のかなと思いながら、総合的学習で取り入れている学校も今、答弁であったように、やってやれ

ないことはないんじゃないのかなと思ってますので、私はかたくなに設立当時のその趣旨を踏ま

えて、この子どもたちに必ず在学中には一度は馬にまたがってみる、乗ってみる、これを復活す

べきだと思うんです。すみません重ねての質問ですけども、ご答弁をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 麻野ライディングヒルズ静内施設長。 

○ライディングヒルズ静内施設長(麻野和彦君) 今、池田議員からお話ありましたように、子ども

たちには、一度馬に乗った経験を持たせたいということで、計画しておりまして、今現在も先ほ

ども壇上からの答弁でも申し上げましたけれども、校長会議にもおきまして、実際にどのような

活用事例があるのか、そして申し込み方法ですとか、そういう部分も含めてご提案を申し上げ、

利用していただけるように案内してきたところなんですけれども、ただ実際に利用していただく

ためには、先生方たちも馬についてのご理解いただかなければならない部分もあるのかなという

ことでございまして、今年始めてなんですけれども、まず先生たちを対象といたしました乗馬教

室の案内をしたところでございます。残念ながら４月にご案内をしまして、申し込みがなかった

んですけれども、今後、先生たちも忙しいと思われますので、長期休業のときですとか、改めて

ご案内を申し上げて、子どもたちにも利用してもらうためには、まず先生たちにも使っていただ

きたいなということで、今後もまず一人でも多くの子どもたちが馬に載ったという思いを持って

育っていってもらいたいという思いでございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12番(池田一也君) 私事ですが、20代半ばの息子がおりますけど、先日聞いたら中学のときに

乗ったの覚えてる。どうだったと聞いたら、怖かったことしか覚えてないとかって言ってました

けどもね。やっぱり全員に乗ってもらうことに、僕は意義があると、未だにかたくなに思ってお

ります。今の答弁は、今後に望みがあるという答弁だと私なりに解釈をいたしましたので、また
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次の機会があれば、これはどうなったのかということをお聞きしていきたいなと思っております。

それと、これは設立当初ではありませんけども、途中からあのライディングヒルズから静内川に

おりるコースを作ろう、こういう構想がありました。もっと言えば、ずっと奥を回って新冠を回

り、新冠ホロシリ乗馬クラブも回り、そしてこちらに戻ってくる、こういうコースを作ろうとい

う計画があって、特に静内川におりるというところは写真をつけて、あれはたしかその教育委員

会関係が所管する委員会に私が属しているときの話だと思いますけども、たしか写真付きでここ

を通ります、ここに木が生い茂ってますというところも、実は説明を受けているんです。ですか

ら、そういうことが直営になったからこそ、また再びやれるんじゃないのと思ってるんですけど

も、どうでしょうか。そういう計画でやってみる気はありませんか。 

○議長(細川勝弥君) 麻野ライディングヒルズ静内施設長。 

○ライディングヒルズ静内施設長(麻野和彦君) 確かに池田議員のおっしゃるとおり、ライディン

グヒルズ静内の開設時に真歌の施設から海岸線まで馬に乗っていけないか検討したことがござい

ます。このときは、ごみ焼却場方面の送電線の下は、下草が刈られているので歩けるのではない

かということで、実際に職員が歩いてみましたところ、ぬかるみが多く思っていた以上に下草が

伸びているなど、危険と判断し断念した経緯がございまして、現在も難しいと判断しております。

なお、現在は、施設から真歌灯台付近までの海を見渡せる外場コースを利用していただいており

ます。川のほうにつきましては、河川敷のほうにつきましては、こちらも静内川左岸の一番奥の

ほうまで歩いて調査にまいったことはありますけれども、水深ですとかどこか浅いところを通っ

て渡れることはできないかとかいう検討は行ったんですけれども、やはり流れが急であり危険で

あるということでこちらのほうも断念したということでございます。新冠等を含めた周回のコー

スにつきましては、プログレス日高という建設業界の若手の方たちが、馬の道をつくってはどう

かという提案をなされていたときがございます。それで、いろいろ検討したこともあるんですけ

れども、やはり軽種馬の産地ならではこそ、乗用場がその牧場のそばを通ることによりまして、

ちょっと馬が暴れて怪我をさせては困るとか、なかなか馬産地なるが故の問題がやはり出てきま

して、なかなかそういう部分の周回コースも難しいなということで、現在は敷地内の景色の良い

ところまでご案内してるという状況でございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 私も若いころ、馬を飼っておりましたから、乗用場が人を乗せて現れると

馬はびっくりします。走ります。高価なものですので、毛がをさせたら大変だと。施設長が言わ

れることはごもっともです。ですから、だからこそ、そこら辺も配慮した上でのコースっていう

のをつくったんですよ。最終的にはめ清水丘から出てくるだとかね。かなり具体的にしたんです。

で、そのぬかるみがあって河原におりれないというのも、ここは木を少し切って、土を入れれば、

アスファルトなんかどんでもない話しで土を入れれば、場外コースとして十分使えるだとか。当

時は随分議論をしたんです。だからこそ、今それが現実的にならないかなという思いがいたしま

す。ただ、私が言っているのは、あのときのあの時代の話だよと言われたら、それはそれまでで

す。ただ復活してほしいなっていう思いは変わりません。で、もう一つ復活してほしいなって思

う、直営になったからこそ思うのがご存じの方はご存じなんですが、昔、  桜舞  ホースフ

ェスティバルっていうのをやってました。これ結構歴史があったんですよ。最初は軽種馬協会で

やったんです。そのころ、私、軽種馬青年部にいたんですよ。それで一角を担っていろいろやっ
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たんです。そこで実行委員会形式にして、時の事務局長は、今、議員になられた田畑さんだとか、

田畑議員が事務局長やってたり、引退をされましたけど増本元議員が会長をやったりといろいろ

やられておりました。中島元議員もかかわっておりました。そういう中でやってきて、これは指

定管理になったからというわけではなかったはずですけども、これが今やらなくなってもう数年

たちますよね。で、せっかく直営になって、桜舞ホースフェスティバル、あのまま全部やれとは

言いませんけども、大事なのは、馬と町民と１日触れ合ってもらう行事をつくることが大事じゃ

ないのかということと、あのとき馬術大会もやったんですよね。つい先日、ノーザンホースパー

クで馬術大会がありました。私の把握している中では、日高管内では４チーム出ているはずです。

農業高校とライディングヒルズも出ましたね。チームとしてね。それとＪＲＡ日高育成牧場、そ

れとホロシリ乗馬クラブ。この４つがつい先日行われた、ノーザンホースパークで行われた馬術

大会に出てるんですよ。それで、大人の団体はちょっとおいといて、子どもたちは、この馬術大

会、大会に出ることがやっぱりお披露目と言いますかね、自分の技術を磨くためにも一回でも多

くやりたいんですよ。で、私も元静内高校馬術部ですから、そこの競技というのは、この先ほど

言っていた琴平だとかジムカーナだとかは競技者として出てました。非常に面白いんですよ。で、

やりたいんですよ。やる機会が一回でも多くほしいんですよ。やっている方にしてみると。です

から、今ここで桜舞ホース的なものをやったときに、大人の団体も先ほどあると答弁でいただき

ましたので、そういう団体、それと大学ですね。あの頃は大学も呼んでました。そういう１大馬

術大会的なものをやってみるべきだと。せっかく町営直轄になったんだからと思うんですけども、

いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 麻野ライディングヒルズ静内施設長。 

○ライディングヒルズ静内施設長(麻野和彦君) 桜舞ホースフェスティバルにつきましては、今、

議員がおっしゃられましたように、当時の静内町におきまして、馬にかかわるイベントとして、

平成３年ころから日本軽種馬協会静内種馬場を会場に、関係機関から成る実行委員会が主催して

開催しておりました。平成 13年度からはライディングヒルズ静内を会場に、平成 21年度まで開

催しておりました。このときに実行委員会では、設立当初の目的は一通り果たせたのではないか

いう声が上がるなどしまして、解散した経緯がございます。教育委員会としましても新たなる取

組みができないか、関係機関などへも相談・検討いたしましたが、現在まで実施に至っておりま

せん。それで、大会の馬術競技会の話も、今お話が出たんですけれども、ライディングヒルズ静

内ではやはり日ごろから馬に親しんでいる方たちの発表の場といたしまして、春と秋にライディ

ングヒルズ静内乗馬大会というのも実施してございます。そういう部分でご家族の方ですとか、

いろいろ今までやってることを見に来ていただいたり、はたまた春にシーズンオフのときに練習

したものを春の部分の大会で発表していただきまして、さらに先ほどお話がありましたように６

月、先週の土曜日、日曜日行われました全道大会、そちらのほうにも、今回、ライディングヒル

ズ静内からも参加してるんですけれども、そこの参加してる選手は、実は乗馬スポーツ少年団の

子どもたちが参加いたしました。そのような形でステップアップできるようにも考えてございま

す。そういう少しでも多くの方たちが、こういう発表の場に一人でも多くの方たちが気軽に馬と

触れ合えるイベント、そういうものも必要と思っておりますので、今後ともやはり関係機関とも

連携しながら探っていきたいというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 
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○12 番(池田一也君) 古き良き時代のことを、今また復活しようやと言っていると、とらえてい

る方も多くいるのかなと思っております。時代が違うよと言われりゃ、そうなのかなっていう思

いもわからんではないなと思いながら、私も自分で質問をさせていただいてますけども、ただこ

ういうことを昔計画してたことを実行しようやとか、前やったことは復活しようやと、しましょ

うよということを、今、言わせていただいておりますが、先ほど壇上での答弁で、やはりそうや

って利用者が急激に回復、多く嬉しいことに、多くの利用者を見ているという中で、確か、今の

ライディングヒルズの職員体制というんですか、人用ですね、このままで大丈夫なのかと。あれ

は、それまでの前年度実績に基づいた職員数を割り出して、人数を決めて直営となったと思うん

です。ですから、今のような人数が多くなって、職員が現行のまま足りてるのか、少な過ぎるん

じゃないのかと、そこを心配するんですよ。どうなんでしょうか、私はこれ、どこかの段階で人

員を増やさないと職員が相当疲れてしまうんじゃないのかなとそういう心配をするんですが、考

え過ぎでしょうか。どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 上田教育部長。 

○教育部長(上田 哲君) 実は施設長からも、実は施設長が今年度いっぱいで定年退職されるとい

うこともございまして、私のほうもいろいろ相談を受けているところでございます。今後は総務

部局との人事ヒアリングもありますので、次年度以降の体制に向けて相談しながら、今の状況も

踏まえた中で、ちょっと体制も相談していきたいというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12番(池田一也君) 例えば、今質問で総務部長に人事どうですか、増やしますかと質問をして、

増やすか増やさないか答弁はもらえないと思ってます。それで、どうせまたお金が、費用がって

いう話になってっていう心配をしているんです。できれば、満足にこれだけ多くの利用者がいる

わけですから、そこに働く人たちは適正な人員を配置していただきたいと思っているんです。そ

こで思うのは、財政が厳しいからという中で、これはかなり先走ったことを聞きますけども、指

定管理者を経験を経てるわけです、この施設は。それで、今財政が厳しいというときには、また、

指定管理者に戻そうかとなるんですかというところをお聞きしたいんですよ。だって、前、指定

管理にして６年間やりました２団体やってもらいました。その反省を踏まえて直営になったわけ

ですよ。また指定管理に戻すとなると、あまり気持ちのよいものではない。ただ指定管理として

も、今まさに静内温泉にしたって、ちゃんとやっているところもあるわけです。要するに、準備

をもうちょっと考えて、以前とは違うぞというところで、指定管理を募集したい。またはそこに

戻すと。そこで例えば、経費としても浮くのであればそこで職員を増やすだとか。いや、そうい

うふうにすべきと言っているわけじゃないですよ。将来そういうことになりゃせんかという思い

がしてるんですけどもどうですか。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) さっきの人事のことも含めて、ちょっとご答弁させていただきますが、今、

後段の指定管理者の部分については、過去に今ご指摘のあったとおり、２件続けて、あまり良い

成果が得られなかったということもあって、ちょっと業態が特殊ということもあるので、今協議

しているのは、当面、今の直営の形でいきたいということでございます。それと、人事について

は、これなかなか技術的な問題もあって、それでこの場外施設ばかりでなくて、いろんなこう事

例を抱えている後継者問題というのは、職員の後継者問題あるんですけれども、乗馬施設につい
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て言うと、去年でしたか一昨年でしたか、１人正職員を後継者として採用して、嘱託からの上が

りですけれども、その者を後継者として位置づけて進めようと。で、麻野さんが今までずっと一

人で引っ張ってきたもので、出来れば私どもは、次年度以降も再任用として継続させていただけ

ればなというふうな思いはあるんですけれども、まだ、その完全に恐らく正職員のものが掌握し

てないでしょうから、ただ、私、顔を見るたびに休んでいるかとか、そこら辺も心配ばかりして

話しかけてるんですけど、そういう意味でも体制の整備というのは、どうしてもこの金があると

か、ないとかの問題でなくて、全体の中で考えなきゃならん。ですから、財政が厳しいから、こ

この部分は職員採用しなくても良いとか、そういう発想は私ども持っておりませんので、ただ非

常に厳しい仕事というか、専門的な知識を必要とする職種ということで、なかなか成り手という

か、後継が見つからんということで、そこは苦慮するところでございまして、部長、課長も総務

のですね、このヒアリングの中でどうしたら良いんだってことは、十分こう協議しておりますの

で、今後あり方と含めて、引き続き安定的な運営がされるような、そして施設長が思っているよ

うな、今ご指摘いただいた町民というか、子どもたち全員が何らかの形で乗馬体験できるような

仕組みの構築に向けて、万全の体制をとりたいと思っておりますのでご理解お願いしたいという

ふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 今、麻野施設長となりましたけども、以前、指定管理のときには体育振興

課参事として、乗馬施設をずっと見ていただいたわけです。前の直営のときから含めてですね。

ずっとやってきていただいて、本当に私も見るたびに何か痩せてきたんじゃないかと、デスクワ

ークだけに収まらず、いろんなことを頑張ってやっちゃってるんじゃないのかなっていう心配は、

私もいたしております。あと半年ちょいですので、また、あまり言い過ぎません。次にいきます。

それで、大きく変わった直営となって、大きく変わったというところを見ていくと、私、先ほど

も出てましたけども、地域おこし協力隊との連携という部分で、これが大きく前回とは違う直営

になったときの違いだと思ってます。この地域おこし協力隊と教育委員会のかかわりって、すご

く事業で多いんですよね。例えば、うまキッズ探検隊、その前に図書館、教育委員会ですから図

書館だとかも今までビブリオバトルというのを３回やってますよね。で、そのうまキッズ探検隊、

軽種馬生産の歴史では博物館を会場に、町の学芸員さんが説明を、講師となってくれてたり、馬

の施設見学、これは先ほど答弁あったかと思うんですが、見学ツアーの中に入ったりと。また、

ちなみに教育委員会、図書館で言うと、第４回のビブリオバトルがまたやられる予定だというこ

とで、非常にこの協力隊と教育委員会の結びつき、連携というのは強いと思うんです。で、そこ

でこの今も、今も既に何件かやっているこのライディングヒルズ静内とこの協力隊。この連携を

さらに強めていろんなことをやっていけば良いと思うんですよ。それで、ましてや教育委員会の

発案として、協力隊に逆に協力をいただくという場面があるべきだと思うんですけども、いかが

ですか。 

○議長(細川勝弥君) 麻野ライディングヒルズ静内施設長。 

○ライディングヒルズ静内施設長(麻野和彦君) 先ほど壇上でも述べました馬のイラスト入り名

刺の作成に際しまして、実際にはこういう馬の名刺なんですけれども、おがわじゅりさんという

漫画家であり、イラストレーターの方に書いていただいた馬の名刺なんですけれども、これにつ

きましては、当施設でＰＲ強化策を検討した際に浮上したアイデアでして、それを協力隊の方に
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協力をいただきまして作成したものでございます。これには、裏に公式フェイスブック、ライデ

ィングヒルズの公式フェイスブックにＱＲコードもついておりまして、これがかなりの人気を得

ておりまして、公式フェイスブックのフォロワーというんですか、閲覧者の方が、これを配布し

だしてから、やはり少しずつではあるんですけども、多くなってきている状況もございます。そ

のような形で、協力隊の方と連携しているということもございますし、また実施に至ってはいな

いんですけれども、町内で行われております他の行事に合わせた馬との触れ合い乗馬会、この実

施の検討協議など機会あるごとに連携を図っているところでございます。具体的には、例えばし

ずない夏まつりの河川敷の会場において、馬を連れて行って、体験乗馬会ができないかというよ

うなことも一緒に検討させていただいたり、そういうような形で今後におきましても、引き続き

協力隊の方たちとは、連携を図りながら事業のあり方を検討してまいりたいと考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) おがわじゅりさんのイラストね、私も役場とかにもいろいろステッカー貼

ってあったり、見て欲しいなと思いながらおりますけども、今後協力隊との協力をまたさらに連

携を密にして、ぜひ教育委員会からも、かつの部分も含めて、発展的にライディングヒルズが活

用されることを祈っております。 

 次に、町民総合センターに行きます。それで、さっき答弁の中で、私、この資料をもとにとお

話しさせていただきましたけども、16ページにこのはまなす行事予定があるんです。町民総合セ

ンター管理経費の中の施設利用促進ということで、19 年度行事予定ということで、10 月１日に

北海道学校保健大会。それと 11月に吉鷹奈津子ピアノのコンサートっていうのが入ってたんです

けども、さっきは答弁なかったものだから、これはやるんですよね。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) ご指摘の予定行事ですが、今申し込みをいただいている行事という

ことで載せさせていただいております。北海道学校保健大会については、実行委員会のほうから

仮予約ということでいただいておりますので、実施されるものと思っております。また、11月の

吉鷹奈津子ピアノコンサートは、サポート大使であります吉鷹さんの講演会が、今、計画を立て

ている状況でございまして、最終の確認はまだされていませんが、大体 11月にはしたいというこ

とで、こちらのほうでは伺っております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12番(池田一也君) ですから、要するに今年度やるのが、要するに町としてやる事業もあれば、

やらせてくださいと申し込みがある場合もあるわけですよね。ですから、そういうふうな答弁に

なったのかなとは思うんです。私としてはどちらであれ、どういうことをやるのかっていうのを

答弁をいただきたかったなと思っております。で、そこで、ちょっと時間も時間なので、町民ホ

ール、多目的ホールのことだけをお聞きをいたしたいなと思っておりますけども、私はこのホー

ルができて、要するに素晴らしく良い舞台装置、素晴らしく良い音響装置というんですか、本格

的な舞台もここでやれるものができたと。文化センター、壊しちゃいましたけど、あの文化セン

ターがあったときにはやれたけど、今、公民館ではなかなかできない。そこの部分がこの総合町

民センターのステージができたおかげでやれると思っているんです。その上で、今、小学校・中

学校の芸術鑑賞、一般町民も含めてありますけども、以前、だいぶ前にも私述べさせていただき

ましたけど、こういう芸術鑑賞というのは、一流を見せることが大事なんだと言ったことがあり
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ます。で、残念ながら一流というのは、なかなかあの公民館、あのステージ、なかなか来ていた

だけませんでした。今回、本格的なものができたんですから来てくれるはずなんですよ。その一

流のものを見ていただこうという姿勢に立てば、もっとより多くのものが計画に入りませんか。

もちろん今駐車場もない段階ですから、この数カ月無理だっていうのはわかってますよ。わかっ

ていますが、私はこういうせっかくできたんだから、そういうものをやるべきだと思うんです。

子どもたちにも、大人もそうですけど、一流というものを、きっちりと鑑賞していただきたい。

そう思うんですけども、どうでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 今年度につきましては、ご指摘のとおり駐車場のほうがまだ完成に

なってきていないということで、予算措置につきましても例年通りの予算ということでなってお

ります。次年度以降ということで考えますと、一流のということになりますと、それなりの経費

がかかるものと思います。予算獲得に向けましても、従来どおり、また獲得を目指していくこと

になりますが、それだけでは足りないという部分もあると思いますので、例えば補助の活用だと

か、入場料を徴収するということを本格的に、前提に考えるということで、そういう催し物につ

いても検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12番(池田一也君) 例えばですね、静内地区の小中学校、この児童生徒芸術鑑賞という部分で、

静内地区は公民館でやるけど、今後開催をこの町民総合センターでやることを検討するというふ

うになってますよね。だから、やはり今、予算がというお話がありました。逆に、僕は静内地区

の学校であろうが、その総合町民センターに行って、バスで何もいけるんですから、そこで同じ

題目でも良いから、それをそういう一流の人をちゃんと呼んで、それをいろんな子どもたち、静

内地区の人ももちろんですし、三石地区の方もそういうふうに見ると、何て言うのか、簡単に言

えば２回のものが１回で済む。その分、予算だって倍になるんでしょうって、単純な考えですよ。

そのことによって、一流と呼ばれる本格的な、子どもたちに見ていただきたいものが呼べるんじ

ゃないですかということを申し上げたいんですけど、どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) はい、議員のご指摘のとおり、そういうやり方も当然あるかと思い

ますので、十分に検討させていただいて、事業効果の上がるものを常に目指してやらせていただ

きたいというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) これもちろん、この総合町民センターは基本構想から始まって何年か経っ

て、今、完成を見たわけですよ。そういう中で、これ平成 25年の３月ですけども、総合町民セン

ター建設基本構想というのがありましたね。そこで、この今ハマナスホールと言ってますけど、

この多目的文化ホールと当時言われてました。ここの年間見込数ですよ、ですから、これは今か

ら、今始まったばかりでこの数値に達しないのは当たり前のことなんですが、そのときの見込み

数を、241件、6,690人と、このホールの利用人数件数の計画しておりました。で、これが、どう

なんでしょうか。先ほど件数も言われてましたけども、私はこれを超えることが最も望ましいが、

この数字に少しでも近づくように努力をすべきだと思っております。でね、そこで大きな損害に

なるのかなと勝手に思っているのが、総合町民センター運営企画委員会っていうのがあります。
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で、この委員会は、いわゆるボランティア団体なんでしょうか、それとも町の、例えば町長の、

教育長の委嘱を受けた団体なんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 先日、設立ということになりました運営企画委員会ですが、これは

町民有志による任意の団体ということになります。活動内容につきましては、先日、役員がやっ

と決まりまして、これから事業計画を立てていくということになりますので、具体的な内容につ

いてはこちらのほうにも承知をしてございません。ただ役員になられた方と意見交換をさせてい

ただいています中には、例えばこの委員会が主催する事業に教育委員会が共催としてかかわると

いう方法だとか、例えば教育委員会の主催事業で、ボランティアスタッフとして、この委員のメ

ンバーの方がお手伝いに入るだとかということを役員との意見交換ですが、そういうふうな話し

合いをさせていただいておりますので、これから先、また意見交換を密にしまして、活用に向け

て活動をしていただきたいというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 教育委員会の委任を受けるとこなのかとお聞きしたら、任意の団体だと。

いや、何でこういう質問をさせていただいたかというと、インターネットにも載ってました、こ

の企画委員会を、運営企画委員会を募集するときの申し込み先、私やりたいですって言うのが、

社会教育課三石事務所になってたものですから、私は教育委員会の中の一つのものとして、この

企画運営委員会がつくられるのかなと。運営企画委員会ですか、がつくられるんだなという理解

でいたものですから、今は、任意団体だよと。では、良い関係性を持ちながら教育委員会と協力

し合いながら、一つの多目的ホールをより多く使っていただきましょうと。それにどう頼ってい

くんでしょうかということを次にお聞きしたいんですよ、教育委員会として。教育委員会の下部

機関ではないということがわかったわけですから、どう協力関係を構築して、利用人数・利用件

数を少しでもこの計画に近づけていこうというところが、なかなか見えてこないんです。ですか

ら、そこら辺もう少し説明をいただければと思うんですが。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) はい。先ほども申し上げましたが、活動計画につきましては、これ

から協議をされるということになりますが、教育委員会としては施設を管理する部署としてのこ

とで言わせていただきますと、例えばハマナスホールでの催し物にこだわらず、施設全体を使っ

たイベント的なものということで企画をしていただければなというのは希望でございますが、ま

だ、その辺については具体的にお話をできる段階にないということでご承知おきをお願いしたい

と思います。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 私は、せっかくできたものですから、有効にまた多くの町民に有益なもの

な施設になっていただきたいということは、すごく強く思っております。そのために今回も質問

をされていただきましたので、今後とも、いろんな乗馬施設ももちろんそうですし、この多目的

ホールも含めていろんな方にお世話になりながら運営をもっともっと向上させていただきたいと

いうことをお願いを、さらにさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 
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          休憩 午後 ３時２９分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ３時４５分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 10番、畑端君。 

          [10番 畑端憲行君登壇] 

○10 番(畑端憲行君) それでは通告に従いまして、壇上より私は２件の質問をさせていただきた

いと思います。 

 まず１件目は、無年金者救済法に伴う町の支援についてでございますが、国は、税と社会保障

の一体改革に盛り込まれていた年金の受給資格期間を、25年から、0年に短縮する試行期間を今

年の８月１日とする改正年金機能強化法が、昨年 11月 16日に成立したところであります。この

改正によって、今回新たに全国で約 64 万人の方が受給資格を得る見込みでありまして、今年 10

月より支給が始まりますが、日本年金機構では、年金受給権を得る方には、今年の２月下旬ごろ

から、数回に分けて年金請求書を送付して事前に受け付けしていただくよう周知しているようで

あります。そこで、発言の要旨でもございますが、国において、昨年 11月に成立した改正年金機

構強化法を、いわゆる無年金者救済法により公的年金の受給資格を得るのに必要な加入期間が 25

年から 10年に短縮されました。そのことにより、実際の年金を受け取るには、請求手続を行う必

要がありますが、次の点についてお伺いします。まず、１点目として、支給対象者が、年金支給

までのスケジュールをお伺いします。２つ目として、当町では、何人ぐらいが新たに年金受給者

となるのかをお伺いします。そして、３つ目としまして、新たな対象者には、日本年金機構から、

請求手続の書類が届いていると思いますが、町としても、わかりやすいように制度の周知、情報

提供が必要だと思います。その点されているのかをお伺いします。４つ目として、ひとり暮らし

の高齢者などの請求手続については、請求漏れがないように、町として独自に相談窓口を設ける

など、支援の対応を実施すべきと思いますが、また実施されているのかをお伺いします。 

 続きまして、２件目でございますが、農業政策についてでございますが、政府は、国が農家ご

とに主食米の生産量を割り当てて、価格を維持する生産調整、いわゆる減反を来年度、平成 30

年度になくすることに決定しており、生産調整の見直しで、農家がみずからの経営判断で作物を

つくるようにする農業を実現するとの方針を掲げており、昭和 45年からの 40年以上も続いてき

た米政策を転換することにしております。また、政府は主食米のつくり過ぎで米価が急落しない

ように対策をとることとして、減反に応じて食糧米などの生産に転作した農家に配る転作補助金

を増やし、農家が少しでも打撃を受けることのないように、食糧用米の生産の向上を図ることに

しています。そこで、質問の要旨にも述べていただいておりますが、平成 30年以降の減反が廃止

に伴う農業政策について、次の点についてお伺いします。まず一つ目は、平成 30年からの減反政

策廃止に当たって、当町の農家への影響、それにより町はどのような対策を検討し、どのような

農業を目指すのかをお伺いします。二つ目として、農産物の販売戦略について、今後どう対応し

ていくのかをお伺いします。 

 以上、壇上から２件の質問をいたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 
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          [生活環境課長 大久保信男君登壇] 

○生活環境課長(大久保信男君) 畑端議員からご質問のありました。大きな項目の１点目の無年金

者救済法に伴う町の支援についてご答弁申し上げます。年金制度につきましては、平成 24年の社

会保障と税の一体改革と言われる社会保障制度の充実・安定を目指す改革において、老齢基礎年

金の受給資格期間を 25年から 10年に短縮する改正内容が盛り込まれているところでございます。

当初は、税制の抜本改革により得られる税収をあてることとしており、平成 31年 10月の消費税

率の８パーセントから 10 パーセントへの引き上げ時期に合わせて実施される予定でおりました

が、畑端議員がおっしゃるとおり、改正年金機能強化法が昨年 11月に改正されたことに伴い、本

年８月１日に前倒しして実施することとなったものでございます。ご質問１点目の支給対象者の

年金支給までのスケジュールについてでございますが、受給権発生後に年金請求手続を行い、お

おむね２カ月で年金証書がご自宅へ届くことになります。その後に年金振込通知書による振込案

内があり、指定口座へ振り込まれることとなります。なお、年金支給は複数月の 15日が支給日で

すが、初回月のみ奇数月に支給される場合がございます。短縮年金につきましては、対象の方に

今年３月から順次ご案内されておりますが、受給権発生は、受給短縮期間の制度執行となる８月

１日となります。しかしながら、受給権発生前からの事前申請が可能となってございますので、

短縮年金を受給される方への年金証書の送付につきましても、年金  裁定  が決定となるの

は、受給権を取得した以降になりますので、今年３月に手続を済ませた方であっても、最も早い

支給月は 10月となります。次に、２点目の新ひだか町における新たな受給者数についてでござい

ますが、受給期間短縮の制度施行となる平成 29年８月１日で受給権が発生する対象の方は、263

名でございます。次に、３点目の対象者に対しての制度周知、情報提供についてでございますが、

対象となる方には、順次、ご案内がなされているところではありますが、制度の周知、情報提供

を行うため、今年３月から庁舎内に、短縮年金のポスター掲示、窓口にはパンフレットを設置し

ております。また、今月発行される町広報誌におきましても、日本年金機構からのお知らせとし

て、納付期間が 25年から 10年に短縮となったことと、さらには対象となる方に順次、ご案内さ

れている旨のお知らせを行なってございます。次に、４点目の高齢者などへの請求手続における

支援の対応についてでございますが、現在の窓口対応は、国民年金のほか国民健康保険、後期高

齢者医療と同じ窓口での受付となってございますが、年金以外のご相談やお手続きの場合であっ

ても、一緒にご相談を受けられる体制となってございますので、独自の相談窓口を受けることは

考えておりません。なお、年金専用の相談窓口といたしましては、ご本人が、年金専門職員に直

接相談できる年金ダイヤルでの電話相談が可能となっているところでございますが、特に高齢者

の方におかれましては、町の窓口を利用する機会も多いと考えられますことから、親切丁寧な対

応に心がけ、年金機構へつないでいくこととしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

          [農政課長 秋山照幸君登壇] 

○農政課長(秋山照幸君) 畑端議員からのご質問の大きな２点目の減反廃止に伴う農業政策に関

する１点目、平成 30年からの減反政策廃止に当たっての農家への影響や町の政策についてご答弁

申し上げます。国による米の生産調整、いわゆる減反政策は、昭和 46年から本格的に始まりまし

たが、平成 25年に生産調整の考え方について、生産数量目標の配分に頼らずとも、生産者がみず
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からの経営判断や販売戦略に基づいて、需要に応じた生産ができるように方向性が見直され、ま

た平成 29年産米を最後に米の直接支払交付金が廃止されることとなってございます。これに伴う

影響として懸念されることといたしましては、生産者やＪＡなど集荷業者、団体が自主的に取り

組む体制の中で需要に応じた生産を実施できるかどうかであります。と申しますのも、国内での

米の生産は、多くの地域で多数の生産者により行われているところでございまして、生産者など

が主体での生産調整が本当に機能するかどうかということでございまして、仮に米の過剰作付が

生じた場合、需給バランスが崩れ、米価下落の問題が生じてくるものと認識してございます。こ

のようなことを未然に防ぐため、現在までの款、全国の多くの県レベルなどでの農業再生協議会

が中心となりまして、現行の生産数量を目標にかわる目安の設定を検討しているようでございま

して、現段階におきましては、市町村レベルでの対応とその詳細は不明ではございますが、引き

続き生産調整の機能を維持していくための対応策を模索、精査しているものと認識してございま

す。町といたしましては、平成 30年産以降におきましても、米の計画的な生産、出荷、販売等に

影響が生じることのないよう、引き続き情報収集に努めつつ、関係団体との必要な協議等も行っ

てまいりたいと考えてございますし、何よりも本町には長い時間をかけ築き上げてきた市場性の

高い作目があることも事実でございますので、今後ともこの地域だからこそできる強い農業、そ

して、市場や消費者から求められる産地を目指し、生産者、生産者団体、関係団体等との連携協

力関係を維持しつつ、地域農業の振興に努めてまいりたいと考えてございます。 

 次に、２点目の今後の農産物の販売戦略への対応についてご答弁申し上げます。本町の農畜産

物販売につきましては、町内のみならず、道内外を販売エリアとして展開されてございまして、

昨年は町内の両農協を併せた販売額が約 90億に達するなど、議員の皆様のご理解をいただきなが

ら、生産者や地元農協、また指導機関や関係団体等が一体となり、長い期間にわたり地域を挙げ

て、計画的に取り組んできた成果があらわれてきているものと認識してございますが、町といた

しましては、毎年生産者や農協等とともに各市場へ伺い、市場関係者から出荷した生産物に関し

て、直接、評価を受けたり、消費者から求められる生産物や産地のあり方など、将来に向けた意

見交換をさせていただいてございます。本町の農畜産物につきましては、主要品目となっている

花卉、ミニトマト及び黒毛和牛を含め多くのものが、品質面で高い、大変高い評価をいただいて

いるところでありますが、これからも責任産地として、品質の安定したものを長期的かつ安定的

に出荷してほしいというご要望をいただいているところでございます。町といたしましては、平

成 30年度からの米の生産調整の見直しなどに係る動き等につきまして、引き続き情報収集と共有

に努めてまいりたいと考えてございますし、長年をかけてブランド化や産地化が進んでいる農畜

産物もあるわけでして、これらを含めた生産物全般にわたり、品質の安定したものを長期的かつ

安定的に生産、そして出荷していける産地づくりをこれからも進めていくことが、市場や消費者

との揺るぎない信頼関係を構築することにもつながっていくものと認識してございますし、その

ことが農業所得の確保と経営の安定にもつながっていくものと考えているところでございます。

今後におきましては、生産者の主体的な取り組みは当然のことではございますが、引き続き関係

機関団体等との連携協力を大事にしつつ、町有施設の機能や役割等を十分発揮させながら、さら

なる市場性の向上や付加価値を高め、より一層高い競争力を持った産地形成に努めてまいりたい

と考えてございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) ただいま２件に対しますご答弁をいただきました。それでは、何点かを再

質問させていただきますが、まず１件目の無年金者救済法に伴う町の支援についてのことでござ

いますけども、１点目から４点目、関連ございますので、合わせた中でご質問させていただきた

いと思います。それで、１点目のこのスケジュールについての年金を受け取るまでの流れについ

て、大体理解をしたわけでございますけども、対象となる方がその制度そのものをあまり理解が

できず、またその手続きの方法が大幅に遅れてしていなかったという場合に、こういう場合はあ

れですか、そういう手続きの制限というか、期限と言うか、あるいはある程度過ぎたら、それは

もうだめだっていうことはあり得るものなんでしょうか、そこら辺ちょっと聞きたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) 年金の請求につきましては、いつまでしてくださいという明確

なものはないんですが、受給資格がついてから５年を過ぎて請求をいたしますと、あと過去５年

までの分しか支給にはなりませんので、例えば６年たってから請求した場合は、過去５年の分し

か支給されないというふうになっております。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) ５年ということなんすけども、これ、それだけに、今回、この受給権をつ

くだろうという方々は最後のチャンスということになるんですけども、そういったことからすれ

ば、やはりこういうＰＲをとことんまでやって上げたほうが良いと思うので、そこら辺ちょっと

お聞きしたかったんですけども、それは先ほどご答弁いただいてますので、そのあとまた続けて

いきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それで、２点目ですけども年金受給権が発

生する対象者は先ほど答弁の中で 263 名、263 名ですか、263 名がいるということでありますけ

ども、それで担当課のほうでは、その受給対象者の今までの納付状況というものは、今こそ、年

金機構とかそういったものに変わってますけども、町自体としても、その辺の納付状況はつかん

でおられるのか、そこら辺ちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) 例えば窓口にお客様がいらっしゃいまして、私の年金は、私の

納付状況どうなっているかというご相談がいらしたときには、個別に年金事務所へ確認させてい

ただいて、その方々が何カ月分納付しているということはお伝えできるんですが、データとして

町民皆様の納付状況を把握しているようなものはございません。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) ということは、相談を受けた場合には、相談を受けた場合には、相談を受

けるけれども、その人たちの納付状況どうなっているかっていうことについては、機構のほうに

聞く時間を設けてやるということですね。ということは、前には、町でやっていたときにはそう

いった書類はあったんですけども、もうそれは向こうの方にいってしまってるということでよろ

しいですか。 

○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) おっしゃるとおり、現在はデータとして残っているものはござ

いませんが、今現在は、年金情報センターに直接お電話をして確認できる状況になっております

し、また年金ネットというものがつながっておりますので、ご本人さんの申請があれば、その年
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金ネットでの確認ということもしていくことが可能になっております。ただ、おっしゃるように

全員のデータですとか、そういったものは過去に新ひだか町として徴収をしていたころはありま

したけれども、それはすべて年金機構のほうにお渡ししているものになりますので、現在は何も

そういったデータはない状況になっております。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) はい。その点わかりました。それでこの年金を受けるには先ほどご答弁い

ただきましたけども、年金請求手続、あるいは受給権発生前からの事前申請が可能ということの

説明が先ほどされてございましたけども、いずれもこの申請手続きが前提となるわけですよね。

この請求手続きがなければだめだということになるんですけども、そういったことで対象者の中

には、やはり年金をもらえる対象者の中には、生活保護の受給者とか、あるいはひとり暮らしの

お年寄りの方、あるいは障害者、それから例えば老健施設に入っている方なんかも、その対象者

がいれば、そういう方がおられるんですけども、そういったことでなおさら案内が届いてもスム

ーズにいくかどうかっていうこともあるわけですけども、町としてはそれらの人たちの対応とい

うのは、窓口に来る、来れるというよりも、窓口に来れない、そういう場合への対応の方につい

ては、どういうふうに考えておられるか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) まず生活保護を受給している方につきましては、先月なんです

けれども、苫小牧年金事務所のほうから各町、そして各振興局のほうに、その申請勧奨について

のご案内というか、お願いが回っておりまして、日高振興局の生活保護担当部署のほうにも、こ

ういう短縮年金ができたということで、ぜひ生活保護の方にも申請勧奨を促していただきたいと

いう要請ですね、それをしているところです。それで恐らく、その依頼を受けまして、生活保護

を受給している方に対しては、担当のケースワーカーさんから、あなたはもしかすると対象にな

ってるかもしれないから調べてもらったらどうですかっていうような申請を、申請のまず該当に

なるかどうかの手続きを促すようにご案内されているところです。それから、先日、昨日ですね、

６月 19日付で厚生労働省より未申請者に対しての文書及び電話による勧奨を実施し、年金請求書

の提出勧奨や手続きの際の予約の徹底に向けた取り組みを実施するという通知が届いてございま

す。この取り組みのあった、昨日から、６月 19日から実施されるものでございまして、まず対象

者の方に対して、日本年金機構より申請対象者に対しての勧奨はがきが届くことになっておりま

す。その後、まだ手続されない方については、日本年金機構のほうから電話による勧奨を実施さ

れることになっております。今の新ひだか町については、窓口のほうで対応した申請対象者って

いうのを把握しているんですけれども、直接、苫小牧年金事務所に対して、申請されている方も

いらっしゃいますので、その内容、件数については把握できていない状態にあります。ですので、

窓口で受けた人以外の方は申請していないとは限らないものですから、こちらについては未申請

者についての該当者っていうものの把握が今できていない状態にあります。もしも、今、議員の

おっしゃるとおり、例えば自分で行くことができないお客様がいた場合には、当然、電話なりご

相談いただくことになるかと思うんですけれども、代理の方でも委任をしていただければ手続き

を可能、手続はできることになっておりますので、そのご本人と代理の方が手続き、頼めるよう

な方がいらっしゃるかどうか、まずはご本人と聞き取りをさせていただいて、それでどうしても

手続きできないということにつきましては、そのときに協議して対応させていただこうと思って
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おります。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 今のご答弁で、確かにそういった方法を町のほうでできるだけのご指導を

していただくということで、十分理解できるんですけども、ただ、今、年金と言いますと年齢も

かなり上から下までありますんで、それで、何と言うかな、先ほど言いましたように窓口に何回

も来れないということもあるし、中には 25年が 10年ということで、受給権が付くということで

すけども、その受給権も中身を見ますと、納付しているものもあれば、納付してはいないけども

申請免除とか法定免除とか受けて、10年間をつないでいるというのも結構あると思うんです。263

名の中に。ですから、自分はもう貰えないと思っても、中にはやっぱり法定免除だから、あるい

は申請免除だということで 10年以上の受給権が付く場合もあるんでね。一番心配なのは、こうい

ったチャンスが、先ほど言いましたチャンスがあって手続きすれば、受給権が付く、支給しても

らえるということですから、こういったことを私も思うんですけども、面倒でも、お年寄りのい

る方の集まりだとか、老人クラブの方、該当がいるかどうかわからないですけども、そういった

中にもＰＲすることによって、できるだけ手続きがスムーズに行くということになりますので、

ぜひそこら辺はよろしくお願いしたいと思います。しかも、25日ごろですか、町の広報にも出す

んですよね。そういったことで、何よりもＰＲしていくということが大事だと思いますので、今

後、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、２番目の、２件目ですか、２件目の農業政策についてちょっと質問したいと思い

ますが、まず１点目の平成 30年からの減反政策廃止に当たっての農家への影響や対策についてご

答弁いただきましたけども、言われるように、当町は農業実験センター、農業振興のための農業

実験センター、あるいは静内ハウス団地ですか。そしてまた畜産振興のための和牛センター、こ

ういったことを農業畜産をこれらを一つの核として、常に市場性の高い作物を取り入れて、そし

て研究をしながら、強い農業の基盤づくりに努められていることは、理解してるとこでございま

すけども、それで米を生産している農家に対して、この米の直接支払交付金が一反あたり 7,500

円を交付してるわけですけども、これは静内、三石とも、そんなに多い数ではないんですけども、

これらが今年度で 7,500円が、29年産米で廃止されるということですよね。そういったことによ

って、少ない戸数、少ない面積といえども、米を生産している農家にとっては、収入が減少が見

込まれるわけですけども、そういったことを少ないと言えどもカバーする、あるいは、そういっ

たことに対しての農家への指導というか、そういったものを検討されているのどうかお聞きした

いと思います。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) はい。今議員おっしゃるとおり、30 年からは直接支払交付金はなくな

りますが、しかしながら、水田を利用した作物、これを水田の中でつくられた場合は、引き続き

国からの交付金というのは、まだ残っているわけです。そういった中で、私どもとしましては、

先ほど壇上でも答弁させていただきましたけれども、今、県レベルですとかの中で、いわゆる米

をつくって出荷した。でも米価が下がってしまったと、そういうことをすることのないように、

今、本当にこう加速度的にというか、議論をしているというようなことを聞いてございまして、

当町においても米をつくっている一部の地域ですから、全国と足並みはある意味揃えながら、そ

して北海道とも協調を図りながら、そういった米価の下落が起きることのないよう進めてまいり
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たいということで考えてございますし、あるいは今の直接支払交付金がなくなるということは、

もともとその政権が変わる前の状態に戻ったということでございまして、平成 21年度以前はこう

いったものがなかったということでございます。しかしながら、そんな中でも 21年度以前につき

ましても、当地域の農業というのは、他の地域にはない力強いものがあったと。それでここまで

きているというようなこともありますから、そこら辺のことも含めて総合的な観点でもって進め

ていくしかないのかなと、今のところはそう思ってます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 今、水田、水田をつくっている方の転作奨励金が、今１万 5,000 円、反１

万 5,000 円支給されていたものが 7,500 円。そして、来年は、来年度はなくなるということから

すれば、これは一つの予想で私心配するんですけども、今までその 45年間転作してたその転作奨

励金が、今後見通しとして、そういったこともなくなっていくんでないかって、一つ予想するん

ですけども、その辺の情報というのは入っておりませんか。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 政策調整に係る、いわゆる減反奨励金、これがなくなりますよというよ

うなことは、いろんな方がいろんなことを言っておりますけれども、私どもの認識としては、す

ぐになくなるとか、そういうようなことはないとも考えてもございますし、むしろ水田の、いわ

ゆる水田の活用については、非常に多機能にわたるものだという、そういったことから法制化さ

れている法律も 27年から試行されてきているところですから、急に、その上で急にその転作奨励

金がなくなるっていうような、そんな乱暴なことを政府がやるとは、私は思っておりません。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 私もそのとおりだと思っているんです。思っているんですけども、今、じ

わじわじわじわ今まで支給していたものがなくなっていくということですから、そこら辺で今ち

ょっと心配したわけですけども、それを答えてくれったってそれは無理な話しですけども、ただ、

そういうことを今後も心配していかなきゃならないなっていうふうに思ってるわけであります。

それで先ほどの答弁の中で、当町の方針、農業に対する方針ということをちょっとお聞きしたん

ですけども、重複するかもしれませんけどもちょっとお聞きしたいんですが、新ひだか町の農業

振興計画っていうのは、たしか、20年度から 29年度の今年度で、10年間の計画でこれで終了し

ます。ですよね。それで、来年度 30年度から 39年度ですか、までの新しい計画を作成すること

になるわけですけども、来年度のことですから、今から徐々に進めていって計画をつくって作成

している準備だというふうに思ってるんですが、特にこういった減反廃止に対することで情勢が

変わりつつあるんで、町として、どういったことを策定計画の中に織り込んで、重点を置いて、

そして計画を立てようとしているのか、今のところ進んでいる、そういうことを今やってること

であれば、そこら辺ちょっと教えていただきたいと、計画を教えていただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 今、私どものほうで素案と言いますか、つくってる最中でございまして、

一応、本年度中の中で、一定の精査をさせていただきまして、来年の春には新たな計画として策

定したいと。策定にあたっては農業振興対策協議会ってありますから、そちらのほうの中で策定

するという流れになってございますし、内容としましては先ほど壇上の方でも申し上げたとおり、

生産調整の部分が、いわゆる減反政策が廃止とかという話があるんですけども、やはり我々の地
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域として、農業を振興していかなきゃならない作目というのはやっぱりある意味があるわけです

から、そういったことを中心に総合的な視点で、これらの計画をつくってまいりたいと、こう思

ってございますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) はい。その点よろしくお願い申し上げたいと思います。それでは最後に２

点目の農産物の販売戦略についてでございますけども、昨年の場合、先ほどちょっと言いました

ように、町内の両農協を併せた販売額は、先ほど 90億円ということでありまして、そういう答弁

していただきましたけども、これは生産者はもちろん農協あるいは指導機関、そして、町担当課

のふだんからの指導体制、そしてまた情報交換ということで、こういうことで、販売額の積み重

ねができたというふうに思っております。先ほど言いましたように、来年度もまず米の生産調整

の廃止によって、交付金がなくなるということですけども、国はさらにこの減反廃止を見据えて、

新品種導入を後押しする支援措置の創設などを盛り込むということをしておりますけども、当町

としても、そういった新品種、新品種農業の計画があるのかどうか、最後にお聞きして終わりた

いと思います。ありますか。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 新たな作目というようなことでしょうか。それにつきましては、農業実

験センターとか、そういった町有施設がありますから、その中で研究だとか進めてきている部分

はありますが、来年からすぐやりますとか、そういうようなことは現時点では申し上げられない

と思います。しかしながら、今後、いろんな農業情勢の変化等と出てくるかと思います。そうい

ったときにはそういったように、産地として  実自者  の要望にこたえていけるようなもの

を目指していかなきゃならないとこう考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10番(畑端憲行君) 以上、私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本日はこれにて延会したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

本日はこれにて延会することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎延会の宣告 

○議長(細川勝弥君) 本日はこれにて延会いたします。ご苦労さまでした。 

                                  (午後 ４時２９分) 


