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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、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。 

                                  (午前 ９時３０分) 

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

   ◎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、６番、北道君、７番、進藤君を指

名いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長(細川勝弥君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

 16番、築紫君。 

          [16番 築紫文一君登壇] 

○16 番(築紫文一君) おはようございます。私は、今回大きく２件、４項目に対して質問を通告

をいたしました。本町は、一次産業主体で特に農業においては、二つの農協への出荷額で 80 億、

あるいは 90億とも言われています。直売や卸売市場への販売額を含めると、100億は優に超えて

いると思われます。そこで、一次産業では、高齢者から担い手への事業の継承が課題となってい

る現状です。町や関係機関、関係団体が、その取り組みに努力されているところですが、急激な

高齢化が進み、担い手の確保が追いついていないのも事実です。私への近所でも宇都宮市から退

職し、出身地である三石へもどってきた方がおります。66歳から努めていたお金を利用し、アス

パラガスのハウス施設を３棟、カボチャを主に、  家作  を取り入れた経営を始めました。

販売先は、地元の直売所やインターネットを利用した販売、あるいは農協への出荷と広く情報を

もとに開拓しているようです。また、女性が、男性の職場へと言われていますところへ入ってき

ているとメディアは報じております。この方々をメディアはリケジョと言われ、理系の高等学校、

専門学校や大学で学び、そこの資格を生かして、就職しているようです。また、農業分野への希

望する女性をノケジョと言われていました。昔は、農業や建設現場は３Ｋと言われていましたが、

今は、農業を志す女性もいます。このような女性が、農業の現場を選び、輝けるよう支える仕組

みづくりも大切かと思います。農業振興には、担い手の農地の流動化も課題となっています。担

い手の受け方側は習得しようとする農地や施設が高額になることから、資金不足を上げています。

また、出し手側は高齢者になるほど、農地中間管理機構事業を理解していないのではないかと思

われます。国はいろいろな制度を利用したり、農業協同組合法の一部を改正したりしております。

総合農協や農業共済組合、土地改良区あるいは農業委員会と今、大きく変わろうとしていますが、

その内容が、現場の農業者に伝わっていないのではないかと思い、次の点について質問させてい

ただきます。 

 一つ目、希望の持てるまちづくり。１番、産業振興と担い手の確保対策についてお伺いいたし

ます。農業者の高齢化が進み農地や農業施設を維持していくことが大変困難になっていることか
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ら、多様な担い手確保が必要と思い、農業大学や農業高等学校で学ぶ生徒、または退職した中高

年等から幅広く担い手の確保が必要と思います。そこで、今まで、新規就農者の実績と今後の取

り組みについてお伺いいたします。２つ目、農地の流動化策についてお伺いいたします。農地中

間管理機構が 2014 年より実施し、４年になりますが、現在までの調査結果や機構への利用実績

を今後この事業を利用することで、農地の換地、集積、また高齢者農家及び農業者以外の所有す

る農地の流動化策を進めるために農地の貸し手への働きかけも必要と思うが、どう進めるか計画

をお伺いいたします。３つ目、農業委員会法の改正による我が町の取り組みについてお伺いいた

します。近年、急速に農業人口の減少や高齢化が進み、情報通信技術(ＩＣＴ)やロボットなどを取

り入れたスマート農業が紹介されています。今後、多様な形態を視野に入れた備えが必要となる

ことから、農業委員会法も改正されるものと思われますが、我が町での次の点について、どのよ

うに進めるか計画をお伺いいたします。(１)業務の重点化として、農地の最適化を協力に進めると

聞きますが、現制度からどのように開設するのかをお伺いいたします。(２)農業委員会の選出方法

が、大幅に改正されると聞きますが、現制度からどのように改正するのかをお伺いいたします。

農業委員会定数の改正が行われるということですが、わが町の上限基準はどのようになるのか。

また、その記事の中で定数を何名に定める計画があるのかをお伺いいたします。大きな二つ目、

安心、安全のまちづくりについてお伺いいたします。１つ目、道路、河川などインフラ整備につ

いて、常に正常に機能するよう長寿命化対策を継続的に推進し、災害発生時などのアクセス強化

を図り、新に必要な基盤整備に努めると言っておりますが、我が町の橋について次の点について

お伺いいたします。(１)新ひだか町が管理する橋の数が幾つあるのか。(２)その橋の中ですぐ整備

が必要となる橋の数が何脚あるのか。(３)計画的に整備する橋の数が何個あるのかをお伺いします。 

 以上、壇上からの質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。 

○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) おはようございます。築紫議員からの一つ目の希望の持てるまちづくり

の１点目、農業振興と担い手の確保対策についてご答弁申し上げます。我が町における担い手対

策につきましては、町、農協、農業委員会のほか、関係団体を構成員とした町農業振興対策協議

会が策定している新規就農対策基本方針に基づき進められてございます。そこで、平成 24年度以

降における担い手確保の状況について申し上げますと、ミニトマト 10 組 14 名、花卉３組３名、

和牛１組１名の計 14組 21名が新規就農してございまして、このうちこの４月に新規就農した方

はミニトマト３組６名、花卉１組１名の計４組７名となってございます。なお、平成 29年度にお

ける研修生の状況についてでございますが、現在、ミニトマト７組 10名、花卉２組３名の計９組

13 名となってございます。また、農業後継者の経営移譲についてでございますが、平成 24 年度

以降で申し上げますと、静内地区 14 名、三石地区 11 名、計 25 名が経営移譲し、営農している

状況となってございます。なお、農業大学校を卒業されて、既にれに親元に帰っている方も数名

いるようですし、これらの方々につきましては、将来的には、それぞれの経営移譲がされていく

ものと認識してございます。このほか、数年前からは地元の農高生を町施設で受け入れする取り

組みにつきましても、継続して実施してございますし、町内の農家などでも学生等の受け入れを

していることのほか、ネット環境を通じた情報発信等につきましても努めているところでござい

ます。いずれにしましても、第１次産業が基幹産業である我が町におきましては、担い手確保対
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策を進めることは、最も重要な対策として推進していかなければならないと、このことに変わり

はないわけでございまして、将来を見据え今後とも関係機関や団体と協力関係のもと進めてまい

りたいと考えてございますし、実績を積み重ねていく中で、より幅の広い多様な担い手の確保に

つなげてまいりたいと考えてございます。 

 次に、ご質問の２点目の農地の流動化対策につきましてご答弁申し上げます。本町におきまし

ては、農事中間管理事業の活用に必要なこれからの地域農業の将来の設計図とも言われる「人・

農地プラン」を三石地区、静内地区、それぞれ既に作成してございますが、その更新に当たりま

しては、毎年度２回、全農家を対象に今後５年間の経営や農地利用等に関する内容を含めたアン

ケート調査を実施してございます。「人・農地プラン」は、地域の中心となる経営体、地域の中心

となる経営体と連携する農業者、その他の農業者の３項目のいずれかに位置づけした台帳等を整

備するものでございますが、本年２月に実施した最新のアンケート調査結果に基づき、「人・農地

プラン」を更新してございます。更新内容につきましてですが、地域の中心となる経営体に位置

づけした方が 360 戸、地域の中心となる経営体と連携する農業者に位置付けした方が 63 戸、そ

の他の農業者に位置付けられた方が 297戸という結果となってございます。そこで、農地中間管

理事業を活用した貸し借りの成立の実績でございますが、平成 26年度の事業開始以降、現在まで

の実績としましては、平成 27年度の１件のみとなっている状況となってございます。本事業が開

始されてから４年目となってございますが、現在、農地借り受けの申し込みが５件となっている

一方で、農地貸し出しの申し出は現在のところゼロとなっていることなど、制度の目指すべき活

用が十分に行われてないことも事実でありますことから、今後におきましても引き続き関係機関

団体等との連携協力を図りながら、農地の流動化や農地利用の適正化を推進していくことが重要

であるものと認識してございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 阿部農業委員会事務局長。 

          [農業委員会事務局長 阿部尚弘君登壇] 

○農業委員会事務局長(阿部尚弘君) おはようございます。築紫議員ご質問の３番の農業委員会法

の改正による我が町の取り組みについてを私のほうからご答弁申し上げます。初めに、(１)の業務

の重点化として、農地の最適化を協力に進めると聞くが、現制度からどのように改正されるかに

ついてでございますが、これにつきましては、今まで農業委員会の任意の業務だった担い手への

農地集積集約化、耕作放棄地の発生防止解消、新規参入の促進について、必須業務となりました。

これまでは、町と連携を図りながら進めてきた事業でありますが、今後は連携をさらに図るとと

もに、新たに廃止する予定の農地利用最適化推進委員が、担当区域内の農地等の利用の最適化を

推進するための活動を行うこととなっております。続きまして、(２)農業委員の選出方法が改正さ

れると聞くが、現制度からどのように改正されるのかについてでございますが、平成 27年９月４

日に公布された農業協同組合法等の一部を改正する法律による農業委員会等に関する法律の一部

改正の試行により、農業委員の選出方法が変更されたところでありまして、今までの委員は選挙

制の委員と市町村長選任の委員の併用により構成されておりましたが、今回の改正では、選挙制

をなくして、議会の同意を要件とした市町村長の任命制のみとなったところであり、農業委員に

ついては、案件を審議することが主な業務となるものでございます。さらに、(１)でも触れました

が、新たな委員として、推薦・公募した中から農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員を
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設置できることになり、当農業委員会としても、この委員の設置を予定しているところでござい

ます。この推進委員は農業委員と同じで特別職に属する地方公務員の身分でありますが、担当地

区を指定した中で地域活動が主要な業務となるもので、農業委員が定める区域ごとに決定するこ

とや、農業委員会の会議に出席は可能ですが、議決権はないことなどが農業委員との違いになり

ます。なお、当町の現行の農業委員については、一部改正法の交付前に選挙が執行されたことか

ら、改正法の経過措置により、現任期の平成 30年７月 19日までは在任することとなることから、

当町における自主的な制度改正としての委員の対応は、次期委員の任期から適用となるものであ

ります。次に、(３)委員の定数の改正について、我が町の上限基準はどのようになるのか。また、

定数を何名と定める計画かについてですが、国から示されている基準で農業者数、農地面積など

から、当町の規模に当てはめると上限数は、農業委員は 14名、農地利用最適化推進委員は 92名

となっています。議員のご質問の委員定数を何名とするかについてですが、現行の定数が 24名で

特に支障をきたしていないことや、農業委員と農地利用最適化推進委員の合計では既に先行して

任命している管内５町のうち、１町のみ２名増加しておりますが、他の４町は現行人数で対応し

ていることからも現時点で農業委員と農地利用最適化推進委員の合計数について、当農業委員会

サイドとしては、現行と同規模の委員数と想定しておりますが、先ほどお答えしたとおり、農業

委員は、町長が議会の同意を得て任命することから、今後これらについて町長部局との協議を進

めてまいりたいと考えております。また、今後の予定ですが、現時点では 12月定例議会を目途に、

委員定数等の条例案を議会に提出すべく、町長部局と調整を進めていきたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 以上をもちまして、私からのご答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 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。築紫議員ご質問の大きな２点目、安心安全のまち

づくりについてご答弁申し上げます。ご質問の内容が橋梁長寿命化修繕計画にかかわることにな

りますので、最初に、計画の概要などについてご説明させていただきます。町が管理する町道に

係る橋梁は、現在 242橋であり、既に建設後 30年以上経過している橋りょうは 2014年ベースに

なりますが、135橋で全体の56パーセントになっており、今後急速にこれらの橋の高齢化が進み、

修繕や架け替えに要する経費が増大することが見込まれ、大きな財政負担となることが予想され

ることから、平成 21 年度から３年間で全橋りょうを対象として点検を実施し、平成 24 年度に、

国の基準に基づく判定及び診断を行うとともに専門知識を有する学識経験者の意見聴取を行い、

長寿命化修繕計画を策定しております。この計画は、道路交通の安全性を確保する上で、これま

でのできる限り使用し、使用できなくなった時点で大規模な補修や更新を行う事後的な対応から、

定期的な点検の実施により損傷が顕著化する前に予防・保全的に対策を行う計画的かつ予防的な

対応に転換を図り、健全度を維持しながら長寿命化によるコスト縮減を図ることを目的としてお

ります。なお、点検方法につきましては、平成 26年に道路法施行規則の一部改正があり、近接目

視により５年に一度の頻度で実施することが義務化され、当町におきましても、点検の２巡目と

なります平成 26年度から従来の遠方目視の方法から、近接目視による点検方法に切りかえ、平成

30年度までに全 242橋の点検を進めているところであります。ご質問のありましたすぐに整備を

必要とする橋の数と計画的に整備する橋の数につきましては、初回の点検結果に基づいた長寿命
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化修繕計画において、各橋りょうの損傷状況などから、対策区分の判定及び健全度の診断を行い、

健全な状態の橋りょうから緊急対策を行う必要がある状態の橋りょうまでをそれぞれ判定レベル

１から４までの区分に分類後、歩行者や通行車両及び周辺住民への危険性など、人命にかかわる

ことを第一に考慮しながら優先順位を定めております。この判定レベルが４となる緊急対策を行

う必要がある状態の橋梁は確認されておりませんが、判定レベル３となる早い時期に臨時の巡回

監視や対策を行うことが望ましい状態の橋りょう 32 橋を対象として、平成 35 年度までの 10 年

間を目標に、防災・安全・社会資本整備交付金の事業認可を受け、現在計画的に修繕を実施して

いるところです。このほかの橋りょうにつきましては、定期的な法定点検を行う者と点検頻度を

挙げて経過観察をしながら点検を行うものに区分して管理を行い、異常の早期発見と速やかな対

策に努め、道路交通の安全性の確保はもとより、災害発生時などの避難経路の確保のために新に

必要なインフラ整備として取り組んでいるところですので、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) 16番、築紫君。 

○16 番(築紫文一君) 一通り答弁いただきましたので、幾つか再質問をさせていただきます。今

ほど、農政課長から詳しく説明をいただきましたので、大体はわかったわけでございますが、こ

の６年間で就農した組数と人数につきましては、人数につきましては 41 名で、親からの移譲が

25名ということで、66名がどっちかと言うと就農者だとわかりました。そこで、この 66名がこ

の６年間で１回は就農したんですが、いろんな事情で離農したという人があれば教えていただき

たいのと、またその離農した理由がわかれば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) はい、離農された方は、今、壇上で申し上げた部分で申し上げますと、

研修ですね、町の研修制度を受けて就農したんですが、２組の方が離農したということです。そ

の人の一つの理由としては病気が原因で営農を続けられないというようなことでして、もう１件

は農地を探しておったんですけれども、自分が希望する農地が見つからないなどの理由で離農さ

れたということですが、この方につきましては、別の町で営農されているということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) 16番、築紫君。 

○16 番(築紫文一君) 担い手確保には、壇上でも申し上げましたが、なかなか大変だということ

はわかるわけです。全体的に若い人がいない中で農業にだけ担い手を探せと言っていても大変だ

と言うのもそのとおりだと思いますし、なんていうか、若い人がいないと言っても我が町、新ひ

だか町では若い後継者がまだまだいるわけで、その人方にこの高齢者の人方の農業の継承しても

らうというためには、それなりの対策をとって、そして受けてもらって、規模拡大をしてもらう

というような必要があるかと思うんですね。そんな中で、今、僕が、たまたま牧草時期になって

いまして、川の上のほうから、川の下のほうへ機械を移動して作業をしているとか、あるいはま

た川の下から川上のほうへ上がって作業している。また、西のほうから東ほうへ、東のほうから

西のほうへって、本当に分散した中で請け負ってやっている現状があるんですね。そんな中で、

何とかこの人方の効率的に作業できるために、あるいは作業するために、大型化した機械を利用

するためにも整備する必要があると思うんですが、我が町でそういうような事業に対してどう思
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われるか、もし検討しているんであれば教えていただきたいというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) おっしゃるとおり、これから本当にそのような従業者の高齢化というの

はさらに進んでいくというのが心配されているところです。そういったことで、地元の農協さん

とも日々、いや、その辺の話は担当レベルではお話しさせていただきまして、我々が動かなくて

も、既に地域の若い人が恒例のところに手伝いに行ったり何なりという動きはあるようです。た

だ、今後、さらにそのような動きが加速していくという流れというか、スムーズな農地の流動化

が進まないというようなことも考えられますことから、国が、今の農地中間管理機構という、こ

れをつくって、将来を見据えた農地の流動化を進めていくという中、そういった取り組みを考え

てございますし、そのような中で、今のような問題なんかについても解決していけば良いのかな

と、我々もそう感じているところでございますので、この事業の活用について、壇上で申し上げ

たように、さらに周知をはかってまいりたいということですし、先ほど農業委員会さんのほうか

らもお話もありましたが、農地の利用の適正化に関する事項ですね、これについては農業委員会

法の中で、今度、農業委員会の必須業務になってきます。そして、現場に直接入り込んで、この

農地の流動化の重要性等についての説明をしていく。こういった流れもありますから、町としま

してもそのような動きと連動しながら、連携を図りながら進めてまいりたいと、そのような中で

議員ご指摘の心配なことなんかも解決の方向に向けていきたいとこう考えてございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 16番、築紫君。 

○16 番(築紫文一君) わかるんですが、体制がというか、農地を集約するにしても、こういう事

業を計画するにしても、何と言うんですか農地の移動をすれば、調査をしたり、あるいは測量し

たり、あるいはうまくいって、統計までいったとしても、かなりの費用がかかるんだという話も

聞かされます。そんなことで、大変、前準備というか、そういうことも必要なんだろうなと思っ

ているんですが、その中でちょっとした情報が、ある町から聞いたんですけども、そういうのを

モデル的に進めているところで、まず一つ目には、農道の整備も必要な場合もあるし、それから

用水路の整備も必要な場合もあるし、あるいは、行政が農地というか、そういう公共データとい

うものが持っていて、それを利用していろんな、前、作業をしているようなんですが、それらを

進めるにしても結構な年数がかかると思うんですが、我が町としてはそういうようなデータをも

とに計画しているものがあるんであれば、ひとつお聞かせ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) どこに農道をつくるかとかという話でございますね、基本的に計画的な

ものとかっていうのは、今現在、道営事業で事業実施、継続中のところはございますが、その新

規で大きな農道をつくるとかなんとかというようなことについての計画はございません。しかし

ながら、今、農業の多面的機能のそれを発揮するための事業というのは、新たに 27年度から法制

化されまして、その中で簡単な今ちょっとぼろぼろで大変な農道があるんだみたいなところの補

修なんかもできると。そういった中で、農業の継続というか、農村の維持ということも図られる

というような取り組みも、進めている地区もありますので、そこら辺の動きが、今後良い補助と

いうか、良い助成だなっていうようなことが広がって行けば、全体的に広がっていくのかなとこ

う思っております。 
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○議長(細川勝弥君) 16番、築紫君。 

○16 番(築紫文一君) それで先ほども課長のほうから、農業委員会のほうの中で、何と言うんで

すか、推進委員さんを選んで協力的に進めるということで、今この推進委員さんは、当然、町の

それなりの知識のある方々を選んでやるんだと思いますが、その方にいきなりまかせると言って

も、なかなか今までの方々の協力、あるいはデータだとかいろんなものを提示してもらわないと

なかなか進まないんではないかと思いますが、これから、我が町は平成 30年度ですから、まだ１

年間あるわけですけども、そういうもののための準備方も各関係機関とか団体というふうに進め

ていっていただきたいなというふうに思いまして、この質問はこれで終わらせたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 次ですが、農地の流動化対策について、先ほど壇上で説明して、答弁していただいたんですけ

ど、この４年間経っているんですが、僕、この問題について２年ぐらい前に、質問したときは始

まったばかりで、あまり利用がないということがわかったんですが、この４年経っても、希望者、

受ける希望者はあるようですが、出してがゼロということですが、この機構を利用しないという

理由、あまりＰＲされているのか、あるいはされていても理解できないのか、出し手がない理由

がもしわかれば教えていただきたいというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) インターネットなんかちょっと見させていただきますと、必ず出てくる

ものとしては、この中間管理機構の事業っていうのは、  はくしんり？？？   にしなきゃ

ならないんですね。誰に使われるかわからないということなんですね。それで、農地というのは、

先祖伝来受け継いできたものですから、それを、何と言うか、言葉は悪いかもしれないですけど、

管理のあまりよろしくない方とかに使われたくないとか、そういった理由がやはりクローズアッ

プされているようでございますし、その委任の期間も 10年以上っていう話しになりますから、い

やいやいやその間に売りたいっていう話になっても貸しちゃっているもんなとか、そういった話

なんかもあるようでございます。それだけじゃないかと思うんですが、やはり大きいところは、

やはり農業委員会に直接来て、借りる人はこの人ですよ、私は借りたいと、値段はこれぐらいだ

という相対の中で進められれば、話しもとんとんといくと思うんです。しかしながら、現状では、

まだ北海道の中では、都道府県に比べまして、まだ高齢化、それほど進んではいないと。で、今

後もうちょっと年数が経ってきたら、にっちもさっちもいかないというか、相当これから進んで

いきますと、やはり国ですとか、この制度の枠がありますから、これを利用していかないと、逆

にもう本当に移譲がすすまなくなっちゃうというところを見越して、この制度ができたものと、

こう思っております。と申しますのも、2014 年、平成 26 年から始まって、担い手への集積率と

いうものの目途は 10年後なんですね、５年後ではなくて。で、５年後となる初めて５年後となる

来年あたりに、中間的に一つ立ちどまって、この中間管理事業の問題点というか、課題なんかも

ちょっと洗い出していこうというようなことで、今後は農地を貸出してくれたら、不正経営地な

ど会ったら、それをその国の責任と言いますか、税金でもって、全部直して、その個人には費用

も負担させませんよというようなことなんかも、今、前向きに検討されていると思いますので、

そういった中で少しずつ少しずつ制度として周知、そして利用の頻度が高まっていくのではない

かと私どももそう思っています。 

○議長(細川勝弥君) 16番、築紫君。 
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○16 番(築紫文一君) 確かに僕もそう思うんですね。それで、進まないのは高齢者ほどそういう

心配事があるから進まないんだろうと思うんです。だけども、受け手側にしてみれば、そういう

せっかく良い制度があって、集まることによって農地を大きく使えたり、あるいは用水路だとか

排水路だとかも整備できる。そして、受けた側も調査をしたり、あるいは登記をしたり、登記な

んかは行政でやってくれるのかもわからないんだけども、そういう機構でもやってくれるんでな

いかというふうに聞いてるわけです。ですから、なるべく制度にのって、町村が負担にならない

で、道の機構でやってもらえるようなことで、今後も努力していっていただきたいと思います。

で、このことについてお願いして終わりにしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 次なんですけども、先ほども壇上で、うちの町は平成 30年って、来年なんですね。そのほかの

町は、今年の平成 29年の７月ころの改正で、もう条例改正してある程度進めているというところ

もあるようですが、その中で１年間といえども、もうすぐ来るかなと思うんですね。それで、先

ほども農政課長からもいろいろありましたが、担い手への農地の集積や新規参入の促進について

は、関係する機関や関係団体との連携を密にして進めていただきたいということなんですけども、

農業委員会が今まで以上に、そういうことに取り組むということになれば、事務局体制も本当に

少ないなと思っているんですが、それも３人ぐらいか４人で二つに分かれてるということなんで

すけども、町長、この体制をこのままでこの推進委員を 92名とはならないかと思うんですけども、

せめて先ほど壇上で 24名、農業委員さんが 14名まで上限にいるということですので、12名、12

名にしたとして 24名、この体制でこの推進委員さんの活動のフォローをするっていうことが、僕

は大変難しいんだと思うんですけどもそういうことについて、どういうふうにする事務局体制を

するのか、一つ答弁していただければお願いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 壇上で農業委員会の事務局長のほうから内容についてご説明して

おりまして、農業委員のほうも、町長のほうの任命というか、選任ということになりまして、今

後それらについて、農業委員会サイドのほうと町側と協議をしていくということになっておりま

すので、現在のところ、その具体的な事務局体制についての協議もしてございません。今後、こ

れらの制度が始まることによって、今年度遅くならない時期に、総務部局のほうで進めてる人事

ヒアリングって、各課の聞き取りもありますので、その中で十分話を聞きながら、それら必要で

あれば検討していくということになるかと考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 16番、築紫君。 

○16 番(築紫文一君) この件、よろしくお願いしたいと思います。もう一つは先ほどの壇上で、

町長の任命のみの委員になるということから、何ですか、今までだったら選挙でこの人が良いな

という人が、農家から選べたんですけどもそうでなくなると、町長が任命して、議会が承認する

ということになると、この人にやってほしいなという人がいても出てこれない場合もあるんでな

いかということで、声としては、まだ聞いていないんですけども、私は女性やあるいは若い、後

継者となって何年かたっているような方も必要かと思いますが、今、来年に向けてそういうこと

もすぐ人選はできないかと思いますが、今後そういうようなことが私は必要だと思いますし、そ

れからやってくれないかっていう方の公募もするということのようですので、そのことについて、

どうよその町が進めていて、うちはどのように考えているのかわかればお願いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 阿部農業委員会事務局長。 
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○農業委員会事務局長(阿部尚弘君) ただいまのご質問につきましては、先ほども壇上からもお話

しましたように、既に管内のほうで、５町の農業委員会のほうで、既にもう進めているところで

ございまして、そこら辺のところも参考にさせていただきながら、いずれにしても私ども農業委

員会といたしましては、これから町長部局の方とも相談しながら進めていくということになりま

すので、今の議員のご意見の、女性の委員ですとか、若手の委員さん、そういった登用について

も、もちろん頭に置きながら、今後検討していきたいというふうに考えておりますのでよろしく

お願いします。 

○議長(細川勝弥君) 16番、築紫君。 

○16 番(築紫文一君) そのようにお願いしたいと思います。過去には、農業委員さんも女性の方

もいたようですし、合併前の静内町については２名ぐらいいたというふうに聞いていますので、

何とかそういう希望に沿えるようなことでお願いしたいというふうに思います。 

 もう一つなんですけども、推進委員さんがうちの町では農家戸数、あるいは面積から、農地の

面積から見て 92 名が上限だということで、このことについては、92 名ということになると相当

な人件費にもなりますし、人数が多ければ多いほど事務局体制も大変になるかと思うんですが、

当面は、当面はというか、今回は 24名くらい、農業委員さんと推進委員さんで 24名くらい考え

ているということでございましたが、将来的にね、こういうものが活発にできるということにな

れば、報酬のこともありますが次回を見据えて、増員の計画も検討していただきたいということ

をお願いして、この件については終わります。 

 次なんですけども、安心・安全のまちづくりということで、先ほど橋の数を聞かせていただき

ました。我が町にかかる町が管理する橋が 242 基と、すごい数があるんだなということがわかっ

たわけです。その中で、もう 30年過ぎている、あるいはもっといっている橋もあるんだろうと思

いますが、すぐ整備が必要かなというのが 32件。それに今後、その後、計画していかなきゃなら

ないのが 210件。昔は、木の橋で 30年か 40年で架け替え、その後、鉄骨コンクリートみたいな

永久橋なんて言われる橋になって、242 件がほとんどそうなっているんだと思いますが、これら

の橋の中で特に交通量の多い、そして、その橋の中で幅広くとっていて、車道と歩道が分かれて

いるというような橋が何個かあるというのが確認できているんですけども、その橋の数が、我が

町には何個あるのかについてと、それから、そういう歩道の付いている橋というのは歩行者が結

構利用するということと、昔は、今は学生も学校が統合されて、バスで通っているので通学する

というのは少ないかと思うんですけれども、やはり家に帰ってからも利用するということもある

と思います。安全安心上、あるいはまたそういう橋については地域も、何て言うんですか、町あ

げてというか、地域上げて、景観上に配慮して、花を植えたものを置いてみたり、あるいは掃除

を、自主的に掃除をしてくれたりしているようなんですね。そんな中で歩道と車道の間の縁石な

んかが傷んでいる橋も何機か見受けられるわけですが、これは景観上よろしくないし、もし 32

基の中に含まれているものもあるかと思うんですが、補修計画についてあればお伺いしたいと思

います。 

○議長(細川勝弥君) 野垣建設課参事。 

○建設課参事(野垣隆恒君) 先ほどのご質問についてご答弁させていただきますが、まず幅員が広

くて、交通量が多い橋りょうということで、その中でも、歩道が設置されているような橋りょう

についてのご質問かと思います。歩道が設置されている橋りょうで、歩道と車道が一体となった
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構造の橋りょうにつきましては、現在 34橋ございまして、参考ですけども静内川にかけられてい

るように歩道が別になった構造のものについては、現在５橋ございます。それでご質問の中で、

歩車道の境界の縁石の補修についてですけども、その歩車道の縁石についての損傷とか異常が、

橋の構造に直接影響を及ぼすことが少ないこととか、また、あるいはその損傷自体が歩行者、そ

れから車両の通行に危険を及ぼすという可能性もまた低いものですから、縁石単体で防災安全社

会資本整備交付金事業として、現在採択を受けるといういうのが非常に困難な状況であります。

ですから、そういった補修については、管理者、いわゆる町の維持管理費で修繕するということ

になるものですから、今後、そういったものについては有利な財源の確保できるような手法の検

討をしているところでありまして、そういった交付金事業の採択を受けるために床板など、橋梁

本体の修繕に伴った工事として実施するような形で、現在検討しておりまして、今後、長寿命化

修繕計画の中で実施したいと考えております。しかしながら、築紫議員懸念されてますとおり、

歩道が設置されている 34橋につきましては、歩行者を含めた交通量が多い橋りょうですし、また

プランターに花を植えたものを橋りょうに設置して、町民の方がそういった橋りょうの景観に協

力いただいてるところも、私たちも確認しておりますので、今後、事業が実施されるまで間は、

パトロールなどをしながら、そういったものの現地の損傷を確認して、部分的な対応になるかと

思いますが、修繕を実施していきたいと考えておりますので、ご理解お願いいたしたいと思いま

す。 

○議長(細川勝弥君) 16番、築紫君。 

○16 番(築紫文一君) この件についてはよろしくお願い申し上げたいと思います。で、もう一つ

なんですけどね、昨年８月の８号か９号か、台風がきまして、特に鳧舞川が増水して、橋ぎりぎ

りまで水が上がったという中で、鳧舞川にある流木が、物すごく流れ出たんですね。途中、土地

改良区が管理している  とうしこう  あるいは水門にその流木がぶつかったり、それを乗り

越えると次は橋なんですね。で、その橋に、その橋にというか、橋の杭というか、橋梁を支えて

いる杭が、土砂が流れてある程度なんて言うか、川底が下がったというか、土がなくなってなん

か不安だなっていう橋も何かあるようなんですね。僕もどこかは聞いてないんですし、という話

しが、たまたまこの出した後に出てきたものですから、で、そういうようなものもその後まだ１

年もたってないんですけども、あるとすればでそういう補修はどういうふうに考えるのかという

ことと、それから土建さんにもお願いしてほしいなと思うのは、やっぱり町の管理する橋だとか、

土地改良区が管理する  とうしこう  、あるいは水門にそういうものがひっかかった場合に

除去したりするのは、その施設を持っているものがしなきゃならないんですね。昨年も町に言っ

て、お話ししたんですけれども、なかなか費用では難しいと。土地改良区もそんな費用がないと

いうことで、維持管理する組合でやってくれということになるんですが、その費用が例えば組合

でやろうとしても機械が、小さな機会では除去できなかったということもありまして、それで何

回か町にお願いして、大きな機械で除去してもらったという経過もあるんですけども、そういう

再三、この河川の流木、流木というか、木については、他の議員からも指摘はしているんですけ

ども進まないということなんですね。そんな中で、大変施設を持っている、橋を持っている町、

あるいはその水利の持っている施設の持っている土地改良区、あるいはそれを管理している  

かんがいこ 組合というものが大変な目に遭っているので、何とか河川を管理している土建さん

にそういう事情を話して対応していただきたいなということをお願いしまして、私の質問を終わ
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らせていただきます。どうも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。 

          休憩 午前１０時２６分 

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

          再開 午前１０時３７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。 

 ６番、北道君。 

          [６番 北道健一君登壇] 

○６番(北道健一君) はい。おはようございます。通告に従い、壇上より一般質問をさせていただ

きます。質問は２点ございます。 

 質問事項の一つ目ですが、ふるさと納税の返礼品に関する総務省通知に伴う対応についてでご

ざいます。総務省は４月１日付けでふるさと納税の返礼品を寄附額の３割までに抑えるよう、各

自治体に通知されましたが、これまでの返礼品費用実績と今後の対応についてのお考えを伺いた

いと思います。１、平成 28年度ふるさと応援寄附の実績は 7,211万円ですが、寄附に対する返礼

品費用実績は幾らになりましたか伺います。２、平成 29年度のふるさと応援寄附予算収入は 6,200

万円ですが、寄附に対する返礼品費用はいくら計画しているか伺います。三つ目ですが、総務省

通知に伴い、ふるさと納税の返礼品に対する対応をどのようにするか、考え方を伺いたいと思い

ます。 

 次に、質問事項の二つ目は、閉校・廃校舎の売却方法の再検討と売却までの管理保全について

でございます。学校の統合により、廃校となった小学校校舎を民間活力の導入により、地域の活

性化を考えた売却募集を行なっていますが、売却募集期間が長期化しております。売却が長期化

している原因の検証を行い、売却方法の再検討が必要と私は考えます。また、長期化に伴い、建

設から 30年以上も経過している学校もあり、売却校舎の老朽化が進んでおりますので、施設全体

の保全管理もあわせて、検討する時期に来ていると思います。そこで、次の事項について、町の

考えを伺いたいと思います。１、売却が進まない原因を検証しているのでしょうか。２に売却方

法の再検討を考えていますか。３、売却校舎の老朽化に対する保全管理を検討していますか。 

 以上について質問をしたいと思います。以上で壇上からの質問を終わります。答弁をよろしく

お願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) 北道議員のご質問の１点目、ふるさと納税の返礼品に関する総務省通知

対応についてご答弁申し上げます。ふるさと納税制度は、都市と地方の税制格差の是正を目的と

して、平成 20年度税制改正によって創設された制度でございまして、納税者が生まれ故郷や、お

世話になった地域などの自治体に寄附を行った場合に、当該寄附金額の一部を所得税や住民税か

ら控除できるようにすることで、地方への寄附を促し、税収不足に悩む地方を応援しようとする

ものでございます。当町でも平成 20年７月にふるさと応援寄附条例を施行して以来、全国各地の

方々からご寄附をいただいてるとこでございます。全国的には、ふるさと納税の実績は着実に伸

びておりまして、その資金は地方の貴重な財源としてまちづくりに活用されるとともに、寄附の
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お礼として地元特産品を送ることにより、地場産品のＰＲや販路拡大にも大きな効果をもたらし

ているというところでございます。一報、返礼品につきましては、年々自治体間の競争が加熱い

たしまして、一部の自治体において、ふるさと納税制度の趣旨に反するような返礼品が送付され

ていると指摘がされていることから、総務省では、従来から換金性の高いもの、高額なもの、返

戻割合の高いものは、返礼品として扱わないよう通知していたところでございますが、改めて、

本年４月１日に寄附額に対する返礼品の調達額、これは返礼割合でございますが、につきまして

は、３割以下とする旨、通知されたところでございます。そこで１点目の平成 28年度ふるさと応

援寄附の実績 7,211 万円に対する返礼品費用実績はいくらになったのかというご質問でございま

すが、品物の購入価格の総額は 2,446 万 8,575 円となってございます。なお、このほかに、ふる

さと応援寄附に係る経費といたしまして、送料が 497万 4,605円、代行手数料及びクレジット手

数料が合わせて 886万 5,152円、合計で 3,830万 8,332円となっています。 

 ２点目の平成 29年度のふるさと応援寄附予算収入は 6,200万円だが、寄附に対する返礼品費用

はいくら計画しているのかというご質問でございます。返礼品のみの費用といたしましては、報

償費の歳出予算 3,100万円のうち、約 2,108万円を見込んでございます。 

 ３点目の総務省通知に伴い、ふるさと納税の返礼品に対する対応をどのようにするのかについ

てのご質問でございます。当町では、従前から商品券等金銭類似性の高いものや電化製品などの

資産性の高いもの、さらには高額なものは取り扱いをしてございません。ただし、返礼割合を３

割以下とするということにつきましては、今年度から返礼品の見直しを行い、改善に努めたとこ

ろでございますが、一部の返礼品が３割を多少超えている状況にございます。現在、総務省にお

いて、全国の自治体を対象に、実態調査を行っているところでございまして、今後の国からの指

導助言に留意するとともに、全国・全道の自治体の動向を注視していきたいと考えてございます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 田口管財課長。 

          [契約管財課長 田口 寛君登壇] 

○契約管財課長(田口 寛君) 北道議員ご質問の大きな項目の２点目、閉校・廃校舎売却方法の再

検討と売却までの管理保全についてですが、初めに当町の廃校等の経過・現状等についてご説明

させていただきます。現在、閉校した学校が８校ございます。民間活力の導入を目的としました

事業提案につきましては、平成 24年１月から地域との協議が調った後、逐次募集を行い、現在は

８校のうち７校について募集多くなっているところでございますが、残念ながら活用に至ったケ

ースは一件もない状況にございます。なお、旧静内第二中は、本年４月末から北海道発注の工事

のための資材ヤードとして、敷地を使用することとして賃貸するということにしたことから、工

事車両等の通行もございまして、使用が終わるまで除外をしているところでございます。募集開

始後、現在までに問い合わせ、協議に至ったものが 13件、そのうち正式な応募に至ったものが２

件ありますが、一つは、旧歌笛小学校のグラウンドを利用したサービス付高齢者住宅の提案では、

提案後に建設費の高騰や人手不足が顕著となり、資金繰りと事業開始後の経営状況の懸念が生じ

たこと。もう一つは、旧延出小学校のベトナム人日本語学校の提案でしたが、内容により国の許

可規制をクリアすることに時間を要するとのことから取り下げとなっております。以上を踏まえ

まして、１点目にご質問の売却が進まない原因を検証しているかについてお答えいたします。現

状説明のとおり、問い合わせがあった中で当該応募ごとに成立しなかった原因を次のとおり分析
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しております。まず、希望価格と売却価格の差から財源確保できずに断念したケース、用途に応

じて、法令上の規制があり、クリアできずに断念したケース、用途によって立地条件により交通

機関や距離的な問題等から断念したケース、多額の改修費や修繕費を要する等の資金繰りの問題、

事業の内容により地域住民のニーズと合致しないケース、事業規模と廃校の面積が合わないケー

スなど、これらのことから判断しますと資金面や立地条件等の影響が大きいものと考えてござい

ます。また、全国の調査で、文部科学省が行っております。５月１日現在の廃校施設活用状況実

態調査の結果において、廃校の活用状況は、現存している廃校の数 5,943 校のうち、活用の用途

が決まっていない数は 1,260校、21.2パーセントあり、その中で活用の用途が決まっていない理

由としても、地域等からの要望がないが 48.7 パーセント、施設が老朽化しているが 37.5 パーセ

ント、立地条件が悪いが 17.7 パーセント、財源が確保できないが 16.3 パーセント、活用方法が

わからないが 13.5パーセント、用途に応じて法令上の制約があるが６パーセントという調査結果

となっており、廃校舎の利活用問題は、全国に顕在化している状況となってございます。 

 次に、２点目にご質問の売却方法の再検討を考えていますかについてお答えいたします。売却

が進まない原因を踏まえますと、地理的な面は変えることはできませんので、現状の処分方法や

価格面についての見直しの検討が必要となると考えております。現状の処分の方法では、事業内

容や規模により、一括購入ができない場合には、賃貸借とすることができることにはなっており

ますが、基本は現状のまま一括で売却することを原則としておりますので、これらの選択肢の拡

充を図るなど、さらに利活用をしやすくすることが必要であり、例えば、財源面についてですが、

企業立地条例などの制定によりまして、廃校舎は指定町有地財産となっており、手厚い措置が講

じられていると思いますが、市場内容によっては、売却価格について、さらに減額譲渡、無償譲

渡ができるような応募内容にすることなどが考えられます。いずれにしましても、他の自治体の

例も参考としながら、今年度協議を進めたいと思いますので、ご理解を願いたいと思います。 

 次に、３点目の売却交渉の老朽化に対する保全管理を検討していますかについてお答えいたし

ます。電気保安管理業務等の各種法定点検業務等の委託、水の回りや消防設備、陸屋根の排水等

の軽微な破損箇所等の修繕、敷地内の草刈りや通行に支障のない程度の庭木剪定等の環境整備委

託を実施し、最低限の維持管理費を行っております。また、職員により法定点検や修繕等に立ち

合いしたときなどとあわせて、外観の目視点検を行っておりますが、定期的に巡回しているとい

うレベルには至っておらず、保全管理という点では対照的に必要最低限でここなっている状況で

ございます。なお、財産価値の保全という観点から老朽化に対する改修などの計画的な取り組み

は必要と認識はしておりますが、町では、ほかにも推進しなければならない多くの事業がある中

で、廃校となった校舎の維持管理に多額の経費をかけられる状況ではないことから、現状以上の

対応は難しいものと考えてございます。廃校舎８校の中には、比較的新しい廃校舎もございます

が、年々老朽化が進んでいく中で利活用が進まない状況では、最終的には解体費用という大きな

課題ものしかかってきます。今後においても、廃校施設を民間事業者等に早く有効活用をしてい

ただくことを優先的に考えてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 壇上の質問に対して詳しい答弁ありがとうございました。何点か再質問をさ



 

 - 14 - 

せていただきます。質問事項の一つ目のふるさと納税の返礼品に関する総務省通知対応について

の再質問でございますが、平成 28年度のふるさと応援寄附費用は、代行業者費用も含めて、５割

くらいになると思いますが、そのうち寄附に対する返礼品の金額は、寄附実績の何割くらいにな

るか、お伺いをします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) ただいまの寄附金の返礼品の金額の寄附実績、何割に相当するかという

ことでございます。平成 28年度実績で申し上げます。ふるさと応援寄附実績 7,211万円に対する

返礼品費用実績については、壇上の答弁でも申し上げたとおり、約 2,450 万円となってございま

すので、割合としては約 34パーセントとなってございます。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 平成 28 年度は 38 パーセントということでございますけども、それでは平

成 29年度の寄附に対する返礼品の予算額は、寄附目標の何割くらいになるでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 北道議員、申し訳ございませんけども、先ほどの答弁につきましては、

割合は 34パーセントと答えさせていただいたんですけども、よろしいでしょうか。 

          [何事か言う人あり] 

○企画課長(岩渕博司君) それでは今の、ただいまの 29年度の実績の割合についてご答弁申し上

げます。寄附の収入予算額 6,200 万円に対しまして、約 2,108 万円を見込んでございますので、

割合としては、こちらも 34パーセントとなってございます。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 平成 29 年度も 34 パーセントということですが、返礼品で総務省が通知し

ている、趣旨に反する品目に該当するものは、あまりないように思ったんですけど、我が町では

んありますか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) はい。総務省の通知の違反品目ということのご質問でございます。総務

省が示しております内容は今申し上げますと、まず一つ目としましては、金銭類似性の高いもの、

例えばプリペイドカードですとか、商品券、電子マネー、ポイントマイル、通信料金等となって

ございます。次に、資産性の高いもの、例えば、電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、

カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等となってございます。当町では、このような品目に該当す

る返礼品は取り合ってはございません。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 趣旨に反する品目は、我が町ではないということですので、安心しましたが、

町のホームページでは寄附額によるポイント制の返礼品商品を紹介しておりますが、そのうち総

務省の言う３割を超えている金額の商品はございますか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 現在、我が町で行っている返礼品の３割を超える部分というご質問でご

ざいます。現在、当町では寄附額に対しまして、一定の割合を２年間の有効ポイントとして寄附

者に付与いたしまして、寄附者は自分が保有するポイントの範囲内で返礼品を選択するという方

法をとっております。寄附者が実際に品物受け取るためには、送料等の諸経費も含んだポイント
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を使用することとなりますが、商品そのものの価格ということになりますと、返礼品の全対数の

約 35パーセントが寄附額の３割を超えている価格となってございまして、最も返戻率の高い品物

でございますと、約 30パーセント台の後半となっているのが現状でございます。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 返礼品のうち 35パーセントが、３割から４割に近いものがあると。３割を

超えて、４割近いものがあるという金額のあるものという答弁ですが、総務省は返礼品の割合が

高い自治体に速やかな３割以下の見直しを求めていますが、我が町ではこのままで問題がないか

お伺いをしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) はい。総務省の通達がこの４月１日ございました。それについて、総務

省の通知の趣旨をかんがみますと、返礼品が３割を超える返礼については見直す必要があるだろ

うという認識はもちろんございます。当町の場合、超えている割合が数パーセントと、それほど

高い程度ではございませんので、また、５月から返礼品のリニューアルというものをさせていた

だいてございます。短期間のうちにまた全体的な見直しをするということになりますと、寄附者

に混乱を招き、寄附者離れという恐れにもつながることから、さらには代行業者や町内の返戻品

取扱い業者との協議・調整等も踏まえると、一定の期間をちょっといただきまして、今後、国や

全国、全道の自治体の動向も踏まえながら、適切に総務省の対応に基づきまして、今後考え検討

してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) ５月に返礼品のリニューアルをしたばかりということでございますので、今

すぐの変更見直しは難しいと思いますが、時期を見て変更見直しを検討していただきたいと思い

ます。また、今年度のふるさと応援寄附の計画達成にさらに取り組みの努力をお願いいたします。

これは要望でございます。 

 次の再質問に移りたいと思います。質問事項二つ目の閉校・廃校舎売却方法の再検討と売却ま

での保全管理についての再質問ですが、廃校施設の利活用募集についてですが、ホームページ以

外での公募及び売却案内はしているかどうか。どうもＰＲ不足ではと感じるのですが、どうでし

ょうか。 

○議長(細川勝弥君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) お答えします。ホームページ以外の公募、売却案内ということです

けども、なかなか全国にコマーシャルできるような媒体が限られているという中で、一つ、文部

科学省のこれ全国版になると思うんですけど、みんなの廃校プロジェクトのホームページ、この

中で募集廃校施設等の一覧、これに常時掲載をし、情報が提供されている。これは全国的なもの

になると思います。また、ちょっとこれはもう対象者・範囲に限られてしまいますけども、町の

広報に毎月募集記事を掲載しておりますし、また、たびたび業界新聞さんのほうから取材を受け

まして、募集記事が掲載されたこともございます。本年の４月にも建設新聞さんに掲載をされま

して、これもちょっと北海道が中心の新聞にはなると思いますけども、そういった形で計算され

たことがございます。また、過去には、町長みずからが道内外の関係機関や民間企業等を回りま

してトップセールスを行ったこともございます。 

 以上でございます。 
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○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 文部科学省のホームページ等に掲載して、広く全国にＰＲしてるということ

ですが、見る人も限られるかなというふうに考えるんですが、後者は一括売却を基本にしており

ますが、売却校舎の固定資産を免除するとか、売却後に事業を取りやめるときに、あるいはもう

使用しないというときに取り壊すことを条件担保にした無償売却と、売却方法の再検討は出来な

いか伺います。 

○議長(細川勝弥君) 田口管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) お答えいたします。まず固定資産税の免除の関係についてでござい

ます。平成 25年に町の企業立地促進条例、これに基づきまして、税金関係の免除規定が規定され

てます。新たな事業に直接的に必要な建物だとか、敷地に課税される固定資産税、これがの新規

雇用者数に応じて、３年から 10年の期間を免除すると、することができるということになってご

ざいます。また、そもそも税法上、地方税法上、社会福祉法人が行う障がい者の支援施設等につ

きましても、これ限定的になると思うんですけども、そもそも課税されない非課税となるという

ものもございます。企業立地条例の関係もございますのでこれ以上、手厚い措置というふうに考

えておりますので、これ以上はなかなか対応が難しいのかなというふうには思っております。ま

た、無償売却につきましては、今、申し上げましたとおり固定資産税の免除のほかに、企業立地

促進制度では、雇用創出の奨励金、それから改修等の助成金、それから財産取得助成金、これが

制度化されてございます。そのうち、財産取得の助成金につきましては、指定町有財産にかかわ

る取得費の一部に対して交付するというもので、これも新規雇用者数に応じて、１割から５割交

付することができるということになってございます。法的には、適正な対価なしでは譲渡が出来

ないというふうに給付になっておりますので、現行の支援方法につきましては、適正な対価で持

って売却をして、その額に対して助成を行うという形をとってございます。無償ということにな

りますと、法令上、公共団体以外では、個別案件ごとに議会の議決というものが必要となります。

また事業の内容によりましては、今後、無償・減額譲渡も選択肢の一つというふうにはなると思

いますので、検討をさせていただきたいなというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 固定資産の免除については、企業立地促進条例の関係で３年から５年の免除

があり、無償譲渡については、事業内容によっては最後に言われましたけど、議会の議決・承認

があれば検討できるというような答弁もありましたので、売却の価格や条件について、今後も早

期売却に向けて、売却方法の再検討を願いたいと思います。 

 次に、現在、静内の二中のほうはまだやってませんけれども、廃校舎小中学校あわせて８校あ

るわけですけれども、教員住宅について、別売却できるとこは、売っていっていると思いますけ

れども、そのほかも売れるかどうか検討しているところがございますか。 

○議長(細川勝弥君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) 廃校舎に附属する教職員住宅につきましては、袋地のまま売却する

ということにはなりませんので、進入路は廃校舎と教員住宅、それぞれに確保されてるという立

地条件にある物件については、希望があれば、町有地の先着順売り払い、これに切りかえまして

一般公募というふうに、これまで優先的に売却をしているという実績があります。実績では 14

棟分、今までも既に実績がありますので、その教職員住宅の売却につきましても、既に対応して
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いるということですので、ご理解を願いたいと思います。ただ、具体的に言いますと、旧本桐小

学校のように、廃校舎と教職員住宅の進入路にどうしても重複してしまう部分がございまして、

これは売却するための道路の確保が現状のままでは難しいというところもございますけども、そ

の他の教職員住宅につきましては、基本的には土地の分筆などをすることによって、売却が可能

となっておりますので、ただこれは学校敷地って大きいものですから、この一部を分筆するとい

うことになると、相当の測量代がかかるということもございますけども、基本的な測量代は、現

在希望者に費用を負担して実施してもらうということを原則としておりますので、そういった点

ではちょっと消極要因にどうしてもなってしまいますけども、場合によっては、建物のみ売却と

いう方法も検討できるかなというふうに考えておりますのでご理解ください。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 教員住宅については、14 棟が売却済みということですが、その他について

も、条件が整えば校舎と一体に売らなくても、希望者がいるというときは対応をしていただける

よう検討願いたいと思います。 

 次に、壇上の答弁で校舎の保全管理については、各種法定点検のほか、最低限の維持管理とあ

わせて、目視点検等を行っているということでございますけれども、売却予定廃校舎の内々点検

を行い、老朽化している状況を把握しているかどうか伺いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) 壇上でも答弁しましたとおり、職員によりまして、法定点検、これ

は廃校になっても必要な部分ありますので、法定点検や修繕等の立ち合いをしたときなどとあわ

せまして、外観の目視点検、これを行いまして、最低限ではございますけども管理を実施してい

るところでございます。なかなか定期的な巡回ということには至っておりませんけども、特に三

石地区の廃校舎、地域の方にかなりまだ利用されているという場合も、場面もありますので、た

まに地域の方が通報というのもありまして、何かあった場合にはちょっと遠いところもあるんで

すけども、なるべくすぐに現地に行って対応することとしておりますし、なるべくなかなか定期

的にということにはならないんですけども、そのときにあわせまして、他の学校もなるべくよる

ようにしまして、目視することを心がけておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 法定点検等の立ち合い時に外視目視で、外観を目視して、定期的な巡回はし

ていないという答弁でございますけれども、売却の予定公社は建設から相当期間経過しておりま

す。業務で忙しいと思いますが、屋根の錆とか、雨漏りの状況、壁の傷み等の状況をやはり定期

的に点検して、建物を管理保全するように努力をしていただきたいと思います。 

 次に、校舎内の敷地内の管理についてでございますが、管理についてですが、グランドの除草

や回りの草刈りというのはきちっと大体やられてるなというふうに思うんですが、それぞれの校

舎に庭木というのがありますし、樹木もあります。それで、その部分について地域の住民の協力

を得て環境整備を行なってはどうかというふうに考えるんですが、どのようにお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 桂田契約管財課参事。 

○契約管財課参事(桂田達也君) はい。ただいまのご質問にお答えいたします。廃校舎の敷地内の

環境整備についてでございますけれども、現在、地域自治会にお願いをしているところが、４カ

所ございます。具体的には、旧鳧舞小、旧歌笛小、旧延出小、旧川上小で安価にて実施をしてい
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るところでございます。その他については、自治会では難しいということで、専門資格業者に委

託をしているところ４カ所ございまして、これについては旧静内二中、旧川合小、旧春立小、旧

本桐小になってございます。地域への協力の要請は、過去に協議をして、承諾をいただいた自治

会にお願いをしている経緯がございますけれども、当該施設につきましても、今一度、地域との

協議を要するものでございまして、地域に安価で協力していただけることが、一番経済的でもあ

りますので、対応が可能かどうか、再度検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 現状の維持管理については、答弁がありましたんですけども、廃校舎の売却

までの期間ですけども、敷地内の維持管理で、現在校舎を回りを見ますと、歌笛小、それから旧

歌笛小、それから旧本桐小、それから川合小、それから静内二中ですか、これらの周りの、学校

の周りに生えている木、これが鬱蒼としてます。それから、旧歌笛小、旧本桐小の周りでは、も

うトドマツが枯れて、赤茶けたまんまでいるのもあります。そういうを見ると、やはりそれと庭

先の木なんかも、植木なんかも茫々です。で、ある程度やっぱりお客さんを見せるという立場の

中からは最低限の環境整理が必要かなというふうに思います。それでそういうものを切ったり、

片付けたりという部分で、地域の自治会等にお願いして何とか環境保全を図ってもらえないかな

というふうに思います。それで、もし学校がこのまま５年、10 年売れないということになると、

最終的には町が取り壊して整理しなきゃならない状態までに追い込まれるという感じがしますん

で、やはり閉校した校舎についての売却という部分は一担当課でなくて、町全体の問題として、

やはり考えて検討していっていただきたいなというふうに考えます。最後になりますけれども、

町長に閉校した校舎の売却についてのお考えについてお聞きして質問を終えたいと思います。町

長よろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今、ご質問いただいてる閉校した８校について、なかなか良い後処理といい

ますか、そういったことができないでいる状況が続いております。で、毎年もたしか 1,000 万規

模の医事管理費がかかってると。ですから、既に 3,000 万、4,000 万投入しているような、全校

で 1,000 万ですから、そういう状況になってるということですから、数千万の経費がもう投入さ

れてると。そして、10年間、このままであれば、１億円のいわゆる一般財源が投入されてしまう

ということですので、非常に費用対効果どころか、平たい言葉で言えば無駄な経費が投入されて

いるという状況にありますので、何とかしたいということで、この新年度になってからも、その

ことを取り上げて、担当部課に早くこれの対応を検討していこうということで話しておりまして、

今ほど北道議員から質問のありましたような内容、また答弁でも申し上げてるような内容につい

て、最後に解体という大きな経費のかかるもの抱えるということで、なかなか数千万出して購入

して、また解体かという事業者の収支計算と言いますか、将来の収支計算上、やはりこれではと

いうことで後退をして、乗り出してこないということが考えられますので、そこについても思い

切ったことを考えてやっていかなきゃならないだろうということで、今、北道議員ご提言のあっ

たようなことですとか、何も使われないで行くよりは、例えば、これはまだ決定じゃないんです

が、話として、無償で賃貸していった場合でも、そこに大きな、大きなというとちょっと胸の張

り過ぎかもしれませんけども雇用が生まれ、また福祉とか６次産業的なものに使われるならば、
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それは大いに結構なことでないかという意味で最終的には、それが、その事業が長く続いてくれ

れば、いよいよ解体というところには、時には、またその事業者との話、最終的には町が背負う

ということになるかもしれませんけれども、そういったところまで、頭をめぐらしながらやって

いかなきゃいけないと、このように思っているところでありますので、今後、鋭意取り組んでま

いりたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) はい、ありがとうございました。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長(細川勝弥君) 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２３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。 

 次に進みます。 

 19番、谷君。 

          [19番 谷 園子君登壇] 

○19 番(谷 園子君) 壇上より質問をいたします。子育て支援のまちづくりについてです。今、

日本は、少子化と人口減に歯どめがかかっていません。道が昨年行った結婚や子育てに関するア

ンケートでは、子育てへの不安について、「経済的にやっていけるか」が 54.3 パーセント、子供

がほしくない理由は、「将来の教育費が心配」が 48.9 パーセント、「育児に係る費用が心配」が

42.9パーセントです。子育てにお金がかかることが、若い世代にとって、結婚、出産、子育てを

困難にしています。それは当町においても大きな課題であり、安心して子どもを産み育てられる

まちづくりは急務ではないでしょうか。今、全国の市町村で、地域振興・定住促進などの人口減

対策がとられていますが、その柱に子育て・教育を最重要施策に位置づけるところが増えていま

す。ここでお聞きします。当町は、特に、福祉課、教育委員会は、子育て支援の重要性について

どのようにお考えですか。また、子どもが生まれてから 18 歳になるまでの全体の枠組みの中で、

どのような子育て支援をしていくのか、各課が連携し、町としての施策プランを練っていく必要

があるのではないでしょうか。 

 ２ 次に、この町の子ども子育て世代の状況がどうなっているのか、その現実をどうとらえて

分析しているのかお聞きします。道が行った子どもの生活実態調査では、過去１年間で必要な病

院を受診できなかった世帯が 17.8パーセント。家族が必要とする食料を買えなかった世帯は 20.5

パーセント。携帯電話や電気代、ガス代の支払いができなかったのは、５パーセントから 10パー

セントにも上ります。当町の子どもの貧困率はどのくらいですか。必要とする有効な子育て支援

策を打っていくためにも、当町の子どもの生活実態調査を実施できませんか。 

 次に、子育てにかかる経済的負担を軽減し、安心して子育てするための支援策として、以下３

点を取り上げます。一つ目は、子ども医療費の高校生までの窓口無料化です。当町は 15歳まで子

ども医療費助成健康づくり商品券を実施し、子育てを応援しています。けれど、それでは窓口で

一旦払わなくてはなりません。道の調査によれば、病院に行けなかった世帯のうち、「お金がなか

った」が 26.4 パーセント、非課税世帯では 32.6 パーセントにも上ります。当町はどうなのか調
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査すべきです。窓口負担は受診抑制を引き起こし、重症化にもつながります。高校生までの窓口

無料化に向けて、段階的にでも踏み出すべきと思いますが、いかがですか。二つ目は、就学援助

の入学準備金についてです。建部議員と重なる部分はご容赦ください。既に国より要保護者に対

する単価引き上げがされていますが、前倒し支給についても３月 31日の通知により、小学校入学

前の児童にも支給が可能になりました。この間、４月時点までに前倒し支給する自治体は、158

自治体に広まりました。当町の前倒し支給実施に向けての準備はどこまで進んでいますか。また、

金額の増額について、建部議員へのご答弁ではできないとのことですが、当町の置かれている生

活実態から来年からの実施が必要と思い、改めてお聞きします。三つ目は、給食費の無料化です。

当町では、小中学校を卒業する９年間で 43万円の給食費がかかります。家計が楽ではない子育て

世代にとって、決して安くはありません。全 1,741市区町村のうち、少なくとも 417カ所で完全

無償化や一部補助を実施しています。楽しく美味しく栄養のある給食は、子どもの心と体をつく

る大切な教育です。当町も無料化に向けて動き出せませんか。 

 次は、ＪＲ日高線についてです。現在、日高線をめぐる情勢は厳しいものがありますが、町の

現在の基本的な認識と根本的な解決・打開をどう図っていくのか、町のお考えをお聞きします。

１、４月末に来町したＪＲ日高線早期復旧要請キャラバン隊に対し、町長は、このままでは新幹

線効果がむかわでストップする 86億円の災害復旧をあきらめたわけではない。鉄路がなくなれば、

羽幌線のように寂れてしまう。バス転換では日高道で各所を通り過ぎてしまう。鉄路は、各駅ご

とに停まる新たな調査検討委員会を立ち上げて、国に要望していきたいとしていました。新ひだ

か町及び日高町村会は、まず全線復旧、現状復帰を求める、その上でＤＭＶ導入の研究を進めて

いく。それが基本認識でよいのかをお聞きします。２、国の交通政策基本法において、交通は、

国民生活・経済の発展のために欠くことができないものであり、地域公共交通を公営事業として

位置づけています。町は、この日高線について、地域、社会政策、福祉政策、そして観光政策と

して、鉄路の果たす役割をどう考えていますか。３、財源問題についてです。ＪＲの島田社長は、

このままでは資金がショートする。国の責任と言うよりも私たちの責任との発言をしています。

対して町長は、国の制度設計を見直す時期と述べています。国に対して、分割民営化時の約束を

果たすよう、責任を問い続けるべきではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。４、

４月 12日に設置された新たな協議会では、バス転換についても比較する形で検討すると報じられ

ています。町長は、安易なバス転換はかえって地元負担を増大させると述べていますが、今後ど

のような議論がされるのでしょうか。５、代行バスの利便性向上について、日高線復旧までの間、

代替バスとして、低床バスの導入や車内での支払いを可能にするなど、利便性を高めることを要

望すべきではないでしょうか。 

 以上です。壇上の答弁終わります。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 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) 谷議員からご質問の大きな項目、子育て支援のまちづくりについて、質

問要旨の１点目から順にお答えします。 

 １点目は、町と教育委員会は、子育て支援の重要性をどのように考え、子どもが生まれてから

18歳になるまで、どのような子育て支援をしていくのかという内容のご質問でございますが、国

においては、昨年６月に日本１億総活躍プランが閣議決定され、その中で、子ども子育て支援に
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ついては、第二の矢、夢を紡ぐ子育て支援として位置づけられ、安心して子供を産み育てること

が出来る社会をつくり、総合的子育て支援の推進が図られることになりました。また、このこと

に関連して、児童福祉法の改正があり、具体的な市町村の役割としては、妊娠期から子育て期に

わたる切れ間のない支援の提供、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備、要保護児

童対策地域協議会の機能強化。都道府県の役割としては、児童相談所の体制強化等を求められて

いるところでございます。当町といたしまして、妊娠期から乳幼児期を重点に健康推進課が実施

する健診や保健指導等の母子保健事業を推進しておりますし、福祉課が担当する児童福祉施設利

用等の子育て支援及び要保護児童対策、そして学齢期においては、教育委員会が担当する要保護、

準要保護者への就学費援助、奨学金や高校通学費など、教育費用支援をそれぞれ実施しておりま

す。また、町の組織以外にも児童福祉施設や学校、児童相談所、保健所など、多くの関係機関が

連携・協働して、子ども子育て支援を進めることが重要であると認識しております。なお、平成

27 年に策定しました新ひだか町子ども子育て支援事業計画については、計画期間を平成 27 年度

から平成 31 年度までとしており、子ども子育て会議委員のほかに、関係課として、健康推進課、

教育委員会もメンバーに入っておりますので、新たに計画に組み入れていくものがあれば、今後

の計画策定時において、協議の場を設け検討を進めてまいります。 

 次に、２点目の(１)当町の子どもの貧困率についてお答えいたします。平成 26年に厚生労働省

がまとめた国民生活基礎調査によりますと、全国において、平均的な所得の半分を下回る世帯で

暮らす 18歳未満の子どもの割合を示す子どもの貧困率は、平成 22年に 16.3パーセント。貧困ラ

インは、所得 122万円未満で６人に１人の子どもが貧困ラインを下回っているとされております。

当町においては、同様な調査をしておらず、貧困率をお答えすることはできませんが、例としま

して、本年４月の保育料の所得階層で児童数を見た場合、教育保育施設全体で 686 人の児童に対

し、所得階層区分が第一階層の生活保護世帯及び第二階層の町民税非課税世帯に属する児童の数

は 105人であり、その割合は 15.3パーセントでございます。また、平成 28年度の小中学校の就

学援助費の支給対象児童で見ますと、小学校及び中学校の全児童生徒数 1,658 人に対し、要保護

者、準要保護認定者、合わせますと 328人で、その割合は 19.78パーセントを示すものでござい

ます。次に、(２)の子どもの生活実態調査を実施すべきではとのご質問にお答えします。ご質問の

中でございました北海道子どもの生活実態調査につきましては、その結果報告書が、当町にも今

月８日に通知されております。この調査の目的といたしましては、子どもの貧困対策を効果的に

推進するため、子どもの世帯の経済状況と生活環境や学校・家庭での過ごし方などの関係を具体

的に把握するためとされており、小学２年生、５年生、中学２年生、高校２年生が対象とされ、

調査地域は道内 13市町村で、日高管内では浦河町で実施されております。そこで当町においても、

このような子どもの生活実態調査を実施すべきであるとのことでございますが、今回の北海道の

調査結果を十分に参考とさせていただき、当町での調査については、今後の検討課題とさせてい

ただきたいと考えております。次に、３点目、子ども医療費の高校生までの窓口無料化について、

段階的にでも踏み出すべきではないかとのご質問でございますが、昨年まで幾度か中学生までの

窓口無料化について、他の議員さんを含めご質問がなされてきたところでございます。無料化に

つきましては、これを実施いたしますと、現段階においては、国保会計においてペナルティーと

して国庫負担金が減額されることとなりますが、谷議員もご承知のとおり、未就学児までは、現

在、すべての市町村が何らかの助成措置を実施している実態等を踏まえ、国においても自治体の
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少子化対策に取り組みを支援する観点から、平成 30年度より未就学児までを対象とする医療費助

成については、ペナルティーに当たる減額措置を行わないこととされました。しかしながら、ご

質問にあります高校生までの無料化を実施した場合には、医療費及び助成金額の増加となるほか、

平成 30年度以降も小学生のみならず、中学生、高校生の窓口無料化についてもペナルティーが課

せられることとなるものでございます。当町におきましては、北海道の医療給付事業に上乗せを

し、平成 27年８月診療分から中学生までの医療費につきまして、地元商工業の振興及び活性化も

含めた目的とした健康づくり商品券を交付しているところでございますが、高校生までの医療費

窓口無料化につきましては、さらなる多額の一般財源を要するものでございますから、現段階に

おきましては、引き続き中学生までの医療費に対する当該事業を継続することで対応してまいり

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) 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) 谷議員からご質問の大きな１点目、子育て支援のまちづくりについての

四つ目の就学援助の入学準備金の前倒し支給の実施と単価引き上げについてご答弁申し上げます。

なお、先に建部議員からのご質問にご答弁申し上げました内容と一部重複いたしますが、ご了承

いただきたいと存じます。平成 28年 12月の第９回定例会一般質問でも谷議員から同様のご質問

をいただき、就学援助の認定時期の関係から、現在は最初の支給が７月であることなど、ご答弁

させていただいているところでありますが、入学準備基金の前倒し支給につきましては、入学準

備に係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るととらえております。教育委員会としましては、入学に際しての

保護者の経済負担の軽減が図られるよう、支給の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。また、今年度、国の要保護

児童生徒援助費補助金の予算単価の一部見直しが行われ、新入学児童生徒学用品費等の予算単価

が大幅に増加されておりますが、当町において、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して、これまでの単価を維持していくこと

としておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 池田学校給食センター長。 

          [学校給食センター長 池田孝義君登壇] 

○学校給食センター長(池田孝義君) 子育て支援のまちづくりの５点目の給食費の無料化につい

てをご答弁いたします。質問の通告には、「無料化」となっておりますが、私のほうからは「無償

化」として、言葉を置き換えてご答弁させていただきたいと思います。給食費の無償化について

は、全国の約 60の自治体において、給食費の全額無償化、または正確な数は把握しておりません

が、一部補助等を実施しており、各自治体が実施に踏み切った理由については、子育ての支援対

策、定着促進対策等の理由により、給食の無償化、一部補助等が、その支援策の目玉事業として

実施されている傾向にあります。この無償化の効果については、一部の自治体では効果が確認さ

れておりますが、その地域内の全体の効果・影響については、まだ未知数の部分がございます。
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新ひだか町の現状については、平成 28年９月定例会の川合議員の質問に対してご答弁いたしまし

たが、現在の町財政を考慮しますと、一部補助であっても減額した分を補てんする財源の確保が

難しい状況にあります。ただ、給食の無償化については、文部科学省が７月４日に開催された参

議院厚生労働委員会の中で、全国的な調査・分析を今年度実施するとの方針を示しており、現在、

無償化等の制度を実施している自治体が、どのような状況を分析をして、どのような形態で実施

しているのか。また、その効果や影響をどのように分析しているのかが明らかにされるものと思

われます。このようなことから、教育委員会としましては、この調査の結果を踏まえながら、子

育て支援施策の全体の枠組みの中で事業効果を検討していきたいと考えております。 

 以上を答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) 谷議員の大きな項目の二つ目、ＪＲ日高線についてご答弁申し上げます。

まず１点目の新ひだか町と日高町村会の基本認識ということでございます。本年２月開催のＪＲ

日高線沿線自治体協議会におきまして、ＪＲ北海道より日高線むかわ―様似間の復旧断念並びに

バス等への転換に向けた協議の開始のお願いという提示を受けております。３月開催の同協議会

におきまして、日高町村会町長会議での協議結果といたしまして、今後ともＪＲ日高線の復旧を

断念することなく、復旧に向けた取り組みを行うことを確認したこと。バス等への転換の「等」

などにかんがみまして、管内地域公共交通ネットワーク全体のあり方において、国が進める地方

創生の観点上、鉄路は不可欠との判断から、ＤＭＶにより被災箇所を回避して道路を走行し、再

び日高線むかわ―様似間の 75 パーセント以上のレール上を走行する方策やＢＲＴや乗合バスの

運行等を調査検討することとなったところでございます。 

 次に、２点目の鉄路の果たす役割についてでございます。地域公共交通として、鉄路は地域に

密着した公共交通機関といたしまして、今日利用されてございます。地域住民にとっては、通勤、

通学、通院として、また海と山、そして牧場に囲まれた沿線として、観光的にも管内観光地への

導入線となっておりますことから鉄路の果たす役割は大きいものと認識してございます。しかし、

現在は、通学、通院などに日高線を利用していた住民は列車代行バスを利用することで、定時制・

速達性が確保されておらず、日常生活に支障を来しており、１日も早い全線開通を目指し、日高

町村会とともに要望活動及び管内地域公共交通の新の必要なあり方につきまして、調査検討をし

ているところでございます。次に、３点目の国に対して、分割民営化時の役割を果たすよう、責

任を問い続けるべきではないかというご質問でございます。昨年の６月定例会における谷議員の

一般質問におきまして、1986年の国会の附帯決議に基づき、日高線の災害復旧を強く求めていく

べきではないかというご質問でもご答弁したとおり、その項目の中で政府として、各旅客鉄道株

式会社及び日本貨物鉄道株式会社の輸送の安全の確保及び災害防止のための設備の整備・維持、

水害・雪害等による災害復旧に係る必要な資金の確保について特別な配慮を行うこととされてお

り、日高線沿線の住民は、国民であり、道民であり、被災を受けた鉄路や海岸は国土であること

をかんがみましても、政府として、附帯決議にある水害等による災害復旧に必要な資金を確保し、

政府が主導して、この日高線に対し、特別の配慮を行なっていただくため、日高町村会を初め関

係機関とともに強く要望活動を続けているところでございます。 

 次に、４点目の新たに設置された協議会において、バス転換についてどのような議論がされて
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いくかというご質問でございます。４月 12日に設置されたＪＲ日高線むかわ―様似間、沿線地域

のうち、公共交通に関する調査検討協議会は、ＪＲ日高線沿線である日高管内及び東胆振地区の

公共交通に鉄路・陸路を走行するデュアル・モード・ビークルの導入のほか、ＢＲＴやバス運行

した場合の運行システムも含めた地域の公共交通ネットワークの全体のあり方について調査検討

することを目的としております。この調査検討協議会では、日高地域の地域公共ネットワークの

全体のあり方の検討に資する調査の企画立案、調査の実施、調査結果の分析及びその報告書の作

成を業務委託しておりまして、その成果物の協議会への提出は11月20日を予定してございます。

報告書の作成に当たり、専門的見地からのアドバイスを受けるため、有識者レビューを行うこと

としておりまして、調査検討報告書の公表は、年内を予定しております。また並行して、ＪＲ北

海道からはＤＭＶ関係の技術情報、開発費用等、北海道運輸局からは、法令制度、安全等に関す

ることのヒアリングを実施していくこととなります。 

 最後に、５点目の代行バスの利便性向上ということでございます。ＪＲ日高線が被災し、むか

わ―様似間が列車代行バスとなりました。この数値はあくまで、日高線の列車の代行であること。

通常の路線バスの運行形式ではなく、被災を受けた線区の貸し切り契約により、臨時的に列車代

行バスとして運行しているところでございます。つまり、現状運行されているのは、ＪＲ北海道

の列車として運行されており、運賃についても最寄り駅にて切符を購入、または下車駅にて設置

の切符受け箱に投入することとなってございます。さらに、貸し切り登録をしているバスを使用

することで全線、バスの低床化対策などに対応できないのも現状でございますが、現在、静内―

様似間は低床バス運行となっております。なお、ＪＲ北海道といたしましても、代行バス運行に

関し、乗客の方々の要望にはなるべくお答えをするという対応をしておりまして、日高地域とい

たしましても、運行時間帯の変更、増便、駅舎停留所を国道沿いへの変更など、いろいろ要望し

ているところでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) ご答弁いただきましたので、再質問に入らせていただきます。町の子育て

支援の位置付けというものが、今、わかりました。国でも総合支援、子育て、子どもを産み育て

る子育て支援だと、プランを推進だとして町としも各課を飛び越えて、18歳まで切れ目のない支

援をしていくということで確認いたしました。で、初めにお聞きしたいのは、町全体の政策にお

いて、子育て支援の重要性というものをどう考えているのかというところです。で、壇上でも触

れたんですけれども、人口減だとか少子化だって言っているときに、どこのまちでも就労人口、

若い人の定着が課題になっています。子育て世代にとって、住みやすい町、安心して子育てでき

るまちにしていくことが課題だと思うんですが、今、国もそれを進めようとしているということ

ですけど、もちろん子育て支援だけやっていれば良いのでなくて、地域の産業とか雇用とか住宅

とか、町政の柱が何本かある中で、そこにも絡めて、子育ての政策というものを最重要として、

充実を図りっていっている自治体が増えているんですね。うちの町でも、そういう視点というか、

若い人が暮らしやすいまち、安心して子育てできるまちにするには、どんな子育て支援、どんな

施策が必要かっていう、そのような視点というものが大切だと思いますけれども、どのようにお

考えでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 
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○福祉課長(米田和哉君) 就労人口といか若い方の定着という大きな課題につきましては、今、企

画課を中心として、戦略がなされているとこでありますが、先ほどおっしゃられた産業・雇用・

住宅ですか、それと子育て支援は、次代にまちをつなげる重要な要素と考えております。今回は、

具体的に医療費の助成、給食費の無償化などと具体的な施策を示していただきましたが、それら

も含めて、先ほどおっしゃられた暮らしやすいまち、安心して子育てできるまちを目指して、関

係する各課で検討を重ねていきたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19番(谷 園子君) ぜひ他の市町村のこともいろいろ調べて、町として、例えば企業支援とか、

雇用創出もしながら、子育て支援のほうも充実させるとか、宅地造成とかインフラ住宅整備とか

そういうものをしながら、子育て支援のほうも充実させるとかあるんです。うちの町も地方創生、

馬力本願などでも定住促進進めるということで、やっぱり、それとやっぱり子育て支援のあり方

っていうのをぜひ考えてほしいと思います。で、もう一つお聞きしたいんですけれども、今回取

り上げる医療費にしても、給食費にしても、何かそういうことにはお金がないからと、財源の壁

で今まで本当に壁があるんですね。あとで取り上げるんですけれども、給食費でもこの負担金と

いうのが前の質問の答弁の中で、6,300 万円ってかかると。これが町にとっての負担だっていう

ふうに考えるのか、それともまちづくりにとって、子育て支援にとって、若い人を支えるのに必

要なお金だって見るのかと、どちらか、どう見るかで違ってくると思うんです。で、うちの町も

合併して 10年たって、大きな公共事業というのも、今、一段落ついてきたんじゃないかと思うん

です。やっぱりそういう中で子育て世代の住みやすい町というのは、町の存続っていうことにも

かかわってくると思うんですよ。で、これからはそういう視点でというか、町の発展ということ

も考えて、人に投資していく、そういうようなことが大事だと思うんですけど、その辺はどのよ

うにお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 人づくりにお金をかけるというのは大切なことだと思いますけども、何

でもかんでも無料にするというのはどうかなというふうに思います。大型な公共事業が、一段落

したということでございますが、公共事業、町民の暮らしに与える影響というのは大きいと思っ

てます。その先ほどおっしゃられた産業・雇用・住宅というそれらのバランスも考えながら、財

源を振り分けしていかなきゃならないと思っておりますので、先ほど、壇上の答弁のとおりとい

う形で考えております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19番(谷 園子君) 財政のバランスとっていうことも本当そのとおり、おっしゃられるとおり、

高齢者はどうなるんだとか、そういうのもあるかもしれないんですけれども、やっぱりちょっと

視点を変えるというか、若い人たちがやっぱり定着して住んでいってくれるということは、高齢

者の人も周りまわって、支えていけることにつながると思うんですよね。で、若い人たちが定住

すれば、町税の関係もありますし、商店とかサービス業とか、そういうものも利用するとか、家

計が出て、やっぱり町の中でお金も回っていくようになるって、町の方たちはもうそういうこと

は百も承知だよって思っていると思うんですけれども、やっぱりそういうようなところで人に投

資、これからを担う子どもに投資していくというようなことも、ぜひ町のほうで、大きく検討し

ていただきたい。最初にそのことをお願いいたします。 
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 ２番目の貧困率の質問に入ります。全国の貧困率が 16.3 パーセントと。で、北海道は 24 パー

セントです。で、就学援助率ですけれども、北海道の平均は 23.1パーセントです。ちなみに函館

市の就学援助率は、27.2パーセント、石狩市が 26パーセント、旭川・小樽・釧路が 23パーセン

ト以上です。で、苫小牧なんですけれども、国の算定を基準にして、貧困率を出したんですね。

で、24.01パーセントだったんです。でも、苫小牧の就学援助率は 15.5パーセントで、これは世

帯率なんですけれども、そういうような結果がいろいろ出ています。うちの町の状況というのは、

やっぱりどうなのか、一応の目安、どのような状態なのかなっていう目安になると思うんですよ

ね、この貧困率って。で、一応、算定方法があるので、ややこしい計算かもしれないんですけれ

ども、これを出してみるというのを、ちょっと宿題にはできないですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 確かにこの算定というのは難しいように聞いております。ただ、今、北

海道のほうで先ほど壇上でも答えましたけども、その貧困の実態調査ですか。その通知が来てお

ります。ただ、この通知なんですけども、アンケートの件数と率がただざっと載っているだけで、

その一番表側に北海道からのコメントがありまして、道としては、今回の調査結果を踏まえ、関

係部局連携のもと、必要な施策について検討を進め、さまざまな困難や課題を抱える子どもの相

談支援の充実を図るなど、各分野の施策の展開に適時、適切に反映させていくこととするという

ように、このデータをどのように用いて、どう分析してですね、それは今後進めていくという方

向で書いています。このアンケートをやるのは、 

          [何事か言う人あり] 

○福祉課長(米田和哉君) 貧困率のその部分ですよね。やること自体は、件数をこう取りまとめる

ことなんで、そこでこういろんな暮らしづらさというのをこうわかるのかもしれませんが、それ

をどういうふうにこう政策に用いていくっていうのは、ちょっと専門的な知識がいるのかなとい

うふうに感じております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) 今、貧困率を宿題に、出すことを宿題にできませんかって質問したんです

けど、次の生活実態調査のアンケートのことでおっしゃられたのかなと思います。貧困率はね、

やっぱり必要な子どもにちゃんと行き渡っているのかなっていうような、ただ、その目安という

か、数字的な資料になる、何というか、判断の一つになるということで、ぜひ、もし、ややこし

いかもしれないんですけど、出してみる価値あると思うんで、検討してほしいです。それで、今、

もう答弁いただいてしまったんですけど、貧困、子どもの生活実態調査のアンケートというかを

何とかやってもらえないだろうかっていうことを次に聞こうと思っていたんですけど、そのアン

ケートなんですけど、道の調査は、「家計がぎりぎり」が 43パーセントで、赤字が「24パーセン

ト」で、そういうようなものが出ていて、道としても適切な効果的な施策をする、参考にするっ

て今データを集めたというところなんです。で、ただうちの町の実態は、うちの町で調べないと、

やっぱりうちの町の子どものことはわからないと思うんですよね。所得が、例えば所得がそれな

りにあっても、多子世帯で上の子に多額の仕送りをしているとか、兄弟に定期的に通院、札幌と

か通院治療しているとか、遠距離介護に通っているとか、いろんな実態があるというのは、所得

とかいろんな数字だけではわからないものがあって、道も、今、データを割合を出している、デ

ータを集めているところなんですけど、そういうデータを町の中で集めるだけでも、今後に生き
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るというか、貴重なデータになるというふうに思うんですよね。どうですかね。どうでしょう。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) さっきのちょっと答弁とちょっと重複してしまって申し訳ないんです

けども、そういうデータを集めて、次どうするかというところが問題だと思うんですね。こう分

析して、それを施策にどう結びつけていくかというところが問題だと思いますので、ただこうデ

ータを集めるだけでは、データをいただいた方にちょっと失礼に当たるんじゃないかなと。その

後に、ちゃんと答えを出してあげなきゃならないのかなというふうには感じております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) どう活用するかがきちっと決まらないうちは、ちょっと踏み出せないって

いうことかと思うんですけれども、教育委員会のほうでも学力調査に伴っての生活実態調査など

もしていたりとか、それを委員会の中で検討してどういうふうに子どもの学力向上に生かすとか、

そういう論議があるわけですよ。で、やっぱりそれをまず道としても、これからそれをどう活用

するか考えるというんですけど、町としても、例えば子どもが例えば食糧が買えなかったとか、

電気代水道代がこの間払えなかったとかというのが、何割ぐらいあるのかとか、そういうのを押

さえておいて、今後きちっと施策に生かしてますっていうことでも十分、それは町政に返してい

けることじゃないかなと思うんですよね。例えば、道の実態調査も学校を通じて、２年生、５年

生、中２、高２でしたっけ、そうやってやったんですよね。で、うちの町でも、1,678 人でした

っけ、その中の何年生、何年生で抽出調査でもいいですね。例えば、全部の学校じゃなくても、

小学校１校、中学校１校、高校１校をまずやってみるとか、なんかそういうようなふうにして、

実現、やっていく価値はあるんじゃないかなと思うんですが、前向きに検討ってできないですか

ね。どうでしょう。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) １校１校ってやっていきますと、その地域性というのが、こう出てくる

と思うんですね。それで、この道のアンケートなんかでも、こう１カ所に固まらない、こういろ

いろ一定の条件でサンプリングして、アンケートをしているんですね。ですので、それで北海道

全体の貧困がこういう感じだというふうに出しているものですから、どっか１カ所、１カ所って

やるのはちょっと偏りが出るような結果が、出そうな気がするように感じております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) はい。じゃあ今日のところは、ただ切れ目のない支援をどうやって立てて

いくかっていうふうに、今、町がやっていくときに、やっぱり本気度だと思うんですよね。今の

町の子どもたちの状態がどうなのかっていうことを、これだけじゃなくても、他のいろんな方法

もあるかもしれないんですけども、ぜひ実態をどうやって掴んでいくかということは、きちっと

追求してほしいというか、ちゃんとやっていくことで進めてほしいなと思います。 

 次にいきます。子どもの医療費のことですけれども、今回、高校生までって投げかけたんです

が、これは以前に町民からの要望が、署名が来たときには高校生までの窓口無料化だったんです

ね。私の趣旨も一気に 18歳までというのではなくて、それを目指して、少しずつでも良くしてい

く考えはないんでしょうかっていう趣旨なんです。で、一番言いたいのは、窓口負担なしの現物

給付が何よりの子育て支援になるっていうことなんです。で、うちの町なんですけど、子どもの

医療費が道の基準と同じで乳幼児が３歳から１割で、小学生が通院が３割、入院１割がそれが窓
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口負担になっているということで間違いないですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 乳幼児の医療費の助成制度なんですけども、小学生、これは課税世帯と

非課税世帯に分かれます。課税世帯につきましては、ゼロ歳から３歳児までは、初診時の一部負

担金のみ。入院につきましては、３歳から６年生まで１割という形になっています。通院につき

ましては、ゼロ歳から３歳までは一部負担金、病院でいきますと 580円ですけどもそれのみ。３

歳から小学校１年生までが医療費の１割と、限度額が１万 2,000 円というふうになってます。非

課税世帯になりますと、ゼロ歳から小学校６年生まで、入院でも一部負担金 580円、通院ですと

ゼロ歳から小学校１年生まで初診時の一部負担金の 580円のみという形になってます。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) うちの町、健康づくり商品券で還元というふうにしてくれてるんですけれ

ども、やはり窓口でやっぱり今、おっしゃられた分を払わなきゃいけないと。それで、各種アン

ケートでこの町ではないんですけれども、アンケートにあったのは、窓口負担があるので月末は

受診を控えるとか、皮膚がかゆくても、歯が痛くても我慢させるとか、通院で出費があったとき

は、食費を削るとか、いろんなそういうような実態があるんですね。全道で乳幼児のこの乳幼児

等の医療給付というのが、今すごく広がって、それがあったので就学前までのペナルティーが中

止になっていくという結果がありました。で、全道のそういう市町村の拡大状況みたいのはわか

りますか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) ちょっと全例を言いますとすごくたくさんになってしまうんですけど

も、例えばこれ中学生以上という形でも良いですか。 

          [何事か言う人あり] 

○福祉課長(米田和哉君) 全部ですね。そうですか。先ほど言ったのが、道の基準の町が、今やっ

ているのが町の基準です。その他に、小学校１年生から小学校６年生まで通院で、どう言います

かね、市町村全部で言ったら良いですかね。北海道全体で良いですか。 

          [何事か言う人あり] 

○福祉課長(米田和哉君) 全部で 179 町村あります、市町村ありますが、小学校１年生から３年

生まで通院無料化にしているのが 125 自治体。小学校４年生から小学校６年生まで無料にしての

が 123自治体。それから中学校の通院を無料化しているのは 116自治体、入院 126自治体。高校

の通院を無料化にしているのは 47自治体と入院が 49自治体というふうになってます。これには、

これは先ほどおっしゃった、全部現物ですので、窓口での支払いをしないというところが、ここ

で今申し上げたものでありまして、当町のように商品券でやっている現金給付の分については、

ここには含まさっていません。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19番(谷 園子君) 今の中には、浦河とかむかわとか、うちの町が含まっていないんですけど、

全道の 139ぐらいの市町村で、全額助成とか初診時の無料とか、そういうのを実施して、ほとん

どが全額助成なんですよね。で、高校生までも 47、確かあります。で、日高管内でも新冠町、日

高町、様似町が中学までの窓口無料を実施しているところですけど、町は、前の答弁でペナルテ

ィーについて、国の動向を見て検討するというふうに答弁しているんですよね。今回、国が就学
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前までペナルティーをかけないというふうに言ってきているんです。来年から。で、それだった

ら当町も少しずつ、それ、窓口無料化というのを実施検討を始めるべきじゃないんかなって思う

んです。で、就学前までの１割負担、３歳から６歳までの１割負担とかそういうものをやっぱり

拡充というか、やめていくという、そうようなことはできないんでしょうかね。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 平成 30年からペナルティーがなくなるという話で、今進んでおります

けども、ここで検討しますと言ったら、きっと話が早いのかもしれないですけども、ただ、今、

商品券という部分が、これまで一般財源でやっておりまして、補助は今入っていない状態です。

ですので、そのペナルティー分、そっちでペナルティーがなくなったからっていう形は、例えば、

商品券をこれからこう１年でも２年でも長く続ける財源にこう持っていっていくというのも、そ

ういう方法で財源を使っていければなと思ってます。ただ、先ほどおっしゃられた他の町の動向

を見ながら検討というのは、それは進めなければならないとは思っております。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 今、ご指摘になっておる来年からのペナルティーの解除の部分、これにつ

いては担当のほうでも現物給付の方は、具体的に検討はできると思っております。今、うちが健

康づくり商品券を併用させていただいた部分については、ペナルティーの部分が一番理由として

は大きいものですから、そのペナルティー解除された分については良いんだろうと思うんです。

ですから、今、高校生まで広げれというところに対しては、なかなか今、手が出ないと言ったら

申しわけないですけど、去年の途中から、今、谷議員のご指摘もあって、小中学生の部分拡大さ

せていただいて、確かに現金給付にはなっておりますけど、これ、今の道の補助金の絡みとが、

どうしてもリンクしてしまうんです。国保のですね。道の補助金は現金だとだめですから、商品

券はまだ許されるということなんでさせていただいて、何とか実績に保護者の方々をお救いでき

ないかということで、いろんなこう議論をしながら、未納をとっているというか、現実に少しで

も医療費に対して町が補てんしてあげれることがないかということで、今、実施させていただい

ております。ただその確かにペナルティー関係なくやってるまちもあるんだろうと思うんですけ

れど、その 1,000 万使って、1,000 万の効果が、別のペナルティーやなんかで 800 万とかになる

というのは、やっぱり効率的な使い方ではないんじゃないかなっていう認識の中で、今、こう試

行錯誤して、ですから今、私申し上げているのは、ペナルティーの解除された分は現金給付する

理由が基本的になくなっていくんだろうと思うんです。ですから、その子どもたちって言った、

その年齢の該当者には、なんて言うんですか、窓口無料化って言うんでしょうかね、それは拡大

できるんじゃないかと思います。これは担当のほうでよく研究させていただいて、ペナルティー

解除の部分については早急に検討させていただきたいというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) はい。本当にそのように進めてほしいと思います。窓口の初診時のことや

ら、所得制限のことやら、いろいろ課題もあるんですけれども、子どものことにお金をかけると

いう、一番最初に私が投げかけたのは、やっぱり子どもたちの支援になるっていう、そのことを

まず軸に進めていただきたいということで、ぜひそちらに向けて、今、副町長さんのおっしゃっ

た方向進めていただきたいと思うんですが、ちょっとだけ窓口無料のメリットもっていうことも

あるので、ちょっとだけ私、ちょっと言わせてください。窓口無料を傾倒的にずっとやっている
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ところの結果なんですけれども、ぜんそくとかアトピーとかじんましんとか、慢性疾患が軽くな

ったと。で、夜中の救急搬送とかもなくなってきたっていうこととか、口腔崩壊、10本以上の虫

歯とかそういうものも本当にちゃんと定期的に通えるようになると。窓口負担を心配しないで。

そういうような子どもたちのためになるっていう、そういうメリット、そういうこともちょっと

あるので、ぜひここで考えて、そこも考えてお願いしたいと思います。それともう一つ、ペナル

ティーなんですけれども、町長さんに今後も、今、就学前まで中止というふうにやっとなったん

ですけれども、やはり、今大多数の市町村で中学生まで、全額助成とかも本当に進んでるんです。

で、やっぱりこれから小学生、中学生のペナルティーはやめるべきだっていうことを他の市町村

とも協力して、引き続き国に求めていくっていうことで、町長、そういうふうにすべきだと思い

ますが、どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) こういうふうに、私どものような町で一般財源を使って、こういった医療費

ですとか給食費ですとか、そういったものを無償化するというのは、まちづくり上、次世代の構

成する人たちを支援するというような意味で、非常に重要なことだと思ってます。ただ、今、ご

提言あったようにほとんどの自治体が取り組むとなれば、これは前にもそういったことを申し上

げてますけど、国として、本当に子育て支援とか、子どもが、子どもさんがたくさん産まれるよ

うに、すなわち出生率が上がるようにするとかいうことになると、やっぱり国家としてどうなん

だというところが、いつも頭に浮かびます。財政が逼迫してって、対応できるできない、できる

できないが、差が出てきてどちらかというと小さな人口の少ない自治体のほうが、かなり大胆な

こと出来るというのは、そういった若い子どもさん方が少ないということがあると思うんですけ

ど、じゃあこれが人口何十万も、あるいは何百万もいるところでとは、なかなかならないと。む

しろ、今の論議を聞きながら、地方創生上で地方に人影が見えるようにするということであれば、

相当なんと言うんですか、人口の多いところは我慢してもらって、こういった郡部の市町村、こ

ういったところにそういう交付税措置ですとか、無償化の流れを国家としてやっていただかなけ

れば、ちょっと口幅ったいですけど、今の地方創生って言葉だけじゃないのと。時々、私も思う

んですが、そういう思いでいますので、おっしゃるようなことで、今後も各町長方とも話ながら

進めてまいりたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) よろしくお願いいたします。就学援助のほうに入ります。昨日の答弁によ

って、前倒し支給が本当に前向きに準備を進めてくださってるということでわかったんですけれ

ども、単価アップのところなんですけれども、約２倍に要保護はなったと。で、財政的に準要保

護の分については、財政的に厳しいからっていう答弁だったんですけれども、また町長にお聞き

します。教育委員会がそういうふうに答弁したんですけれども、それで終わらせて良いのでしょ

うかっていうことです。で、準要保護の入学準備金というのが、今 130万から 132万で、町の独

自に国基準にしたら、毎年 265万円が必要だということで、間違いないですか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 先ほど、その後段の金額の部分、谷議員もおっしゃられたので、ちょっ

とその部分について、まずお答えしますけれども、それで 28年度の実績ベースで考えたときには、

そういったような 260万程度の金額で、増額は 130数万ということになると思いますけども、今、
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今年度、最近のことになりますけれども、現在所得審査中でございますので、直近の数字は出て

おりませんから、ちょっとあくまでも目安としてということで押さえていただきたい数字だと思

っておりますけども。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今の就学援助の入学準備金の前倒し支給の話ですけど、これも先ほどの医療

費のことですとか、その後の給食費のこととか、みんな町の財政状況によって、それができるか

どうかという話になります。ですから、種々ご指摘もいただいておりますが、ここのところをで

すね。財政状況が窮屈な状況にありまして、来年度に向けてどうするかということですが、これ

また選挙の改選期控えてますので、骨格予算から始まって政策予算ということで、来年６月議会

ですか、ここでのことになると思います。しかしながら、今、目指している財政の健全化に向け

ての努力をやりながら、なるべく子育て、いわゆる全体を見渡した子育てと言わせてもらいます、

教育あるいは貧困、こういったところに、どこに貴重な一般財源を充てるかというようなことを

踏まえながら、今年も今定例会終わった後で懸案の事項、また９月定例会あたりが終わったあた

りで懸案の事項というようなことで論議を進めて、一つでもお応えできるようにとでも申しまし

ょうか、そのようなことで取り組んでまいりたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) はい。今、来年選挙もあるので、提案事項として、そういうふうに押さえ

て取り組んでいきたいというような答弁だったと思うんですけど、ちょっと戻って、265 万より

も増えるということですか。かなり増えるということですか。大体。すみません。28年度のこと

でいえば、132万だったのが２倍になって、そのぐらいになると。で、160億、このまちね、160

億規模の予算規模の中でそのお金が惜しい。惜しいっていうか、もったいないと考えるのかどう

かっていうことだと思うんですね。本当に子育てのまちづくりということで、今、私、提起をし

てるんですけれども、さっきの 265 万円というのは、やっぱり 6,000 分の１っていうか、160 億

円の 0.016パーセントにすぎないんですよね。それで 50人くらいの子どもたちが喜ぶような金額

なんです。その準備金もね、１年生はランドセルだけでも４万円ぐらいみてもっとかかりますよ

ね。で、中学生も制服が、制服だけでも４、５万かかって、全体で 10万円くらい入学のときにか

かるんです。だから単価アップが幾ら４万なんぼになっても、全然実態とは合っていないんです

よね。そういう子どもたちの子育て世代にとってどうなのかっていうことも、やっぱり考えるべ

きじゃないかなと思うんです。で、やっぱりその 130 何万が増えただけでできないって、この町

の予算規模考えて、その辺どうなのかなと。初年度は確かに２回分用意しなきゃならないけど、

その後はまた１回分ずつ用意することになるんですけれども、その辺どうなんでしょう、このお

金がそんなにもったいないと思うのか。どういうふうに考えます。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 決してもったいないだとかっていう話は、町のほうでもしておりま

せん。それで、前段、町長のほうからもご答弁させていただきましたけれども、子ども子育て含

め、いろんな事業に対して町のほうでもいろいろやってございます。それで、この子ども子育て

関係についても、本来であれば、前に私もお話したことあるんですが、地方創生の部分の中で、

いろいろをやりたいというふうに思っておりました。各課からも、いろんな事業、例えば健康推

進課のほうからもそういうもの、それから教育委員会からも上がってきたということで、当初は、
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この地方創生の交付金も、10 分の 10 という部分があって、それを我々も当てにして、いろんな

事業ができればというふうに思っていました。それが、前にもお話しましたが２分の１というこ

とで、結局いろんな事業をやるにしても、半分は交付金で来ますけれども、半分は一般財源がか

かるということであれば、前年度同じ予算額ベースとすれば、どこかの半分は削っていかないと、

新たな事業が展開できないという部分がございます。決して、この子ども子育て、我々重要な事

業だというふうに思っております。ですから、そのピンポイントだけ捉えるということでなくて、

我々は、すべて子ども子育てもそうですし、農業もそうですし、教育もそうですし、観光もそう

です、いろんな面でやはり、いろんなことをやっていきたいとそういう気持ちは本当に持ってご

ざいます。議員の皆さんからもいろいろご意見いただいて、そうだなという部分もあります。た

だ、それを全部やっていくってのは、従前、総務課長のほうからも説明させていただきますけれ

ども、やはり予算のパイというものがございますので、そこら辺は十分、今後検討させていただ

きながら優先度のあるもの、それから、今、その時点で進めていかないとならない事業について

は、決して消極的になるんでなくて、ある面、積極的にもやっていきたいというふうに考えてご

ざいますので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) 今のお話もわかりますが、パイの中のその入れ方というか、そういうこと

で私どもとしましては、なぜ箱ものをということもあるわけです。そのことは、ですけれども、

全体の子育て支援の中で、この就学援助のことも懸案事項として、援助金のアップのことも、ぜ

ひ全体の子育て支援の中で考えていただきたいと思います。 

 次は、給食費の無償化です。今、政府内というか国会でも無償化ということが取り上げられて

いるということで、給食の重要性ということが認識されて、国の調査が始まっているっていうこ

となんですよね。教育委員会の方での報告でも、調査の報告でも、朝ごはんを食べない子とか夕

食まで食べない子がいるということで、本当に給食が頼りというか、給食が大事な栄養源だった

りするということです。で、やっぱり腹が減っては勉強ができない。勉強できぬというようなこ

とで、この町は食育も進めてるってことで、本当に給食というのが、子どもを育てる大事なもの

っていう位置づけ、必要だと思うんです。全国で、答弁いただいた中で、本当に全国で完全無償

化とか半額補助とか、または何らかの補助をするところが増えているということで、これちょっ

と前の資料ですが、1,312 の自治体で全額補助がもう 55 増えた。57。半額以上が 64 で、一部補

助が食材とか牛乳とか、そういうような本当の一部を補助しているのが 199 市区町村というふう

なことが出ています。で、管内でも、浦河町が第２子半額、第３子無料。日高町が第２子半額、

第３子無料が、同じなんですけれども、ひとり親世帯に１人目が半額で、２人目が無料というよ

うなことも管内でやってます。うちの町でも、今、国を挙げて無償化ってどうなんだと、重用で

はないのかと、調査も始めるとそういうときなので、本当に半額でも何らかの一部補助でも、こ

の町の子育て世代を支えるっていうことを考えて、そういうことを少しずつでも実施していくっ

ていうことはできないですか。 

○議長(細川勝弥君) 池田学校給食センター長。 

○学校給食センター長(池田孝義君) はい。今、無償化の話、子育てなのか貧困なのかちょっとわ

からないんですけれども、この無償化っていうのが、北海道では三笠が一番早いんです。それで

11 年前か 12 年前から始まったんですけれども、この無償化の始まりっていうのは、あくまでも
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過疎化対策だとか定着促進っていうところから最初は皆さん始まってるんです。で、始まりとい

うのはどうしても１万以下の人口をお持ちの方の自治体が、その子どもたちとその親が転出しな

いようにということで、こういう無償化を始めてます。それで、先ほど壇上で私、60余りという

お話をさせていただいたんですけれども、完全無償化、この間壇上で申し上げましたように、４

月８日に厚生労働委員会というのがありまして、そこでは 61 と言っています。４月現在で 61、

完全無償化を実施しています。それで完全の無償化、ここ最近は大きな市だとか、そういうとこ

ろもやってます。何件か勉強させてもらったんですけれども、先ほど公約の話がありましたけれ

ども、市長のマニフェストでやったとかっていうところもあります。最近そういうところがどん

どん出てきたと。で、今、実態調査をやろうとしているのは、子育て支援というより、貧困対策

の部分を文部科学省が着目してるということで、その無償化というのは、壇上でも言いましたけ

れども、何が目的でどういう分析をしたのかっていうところは、残念ながら文部科学省のほうも

わかってないようです。で、そういう調査がきっとあるんだろうと思います。まだ調査用紙自体

はきておりません。ですから、その状況を見ながら１部するのかどうかっていう、その入り口の

段階でいろんな論議があろうかと思いますけれども、現在はそういう状況でご説明をさせていた

だきました。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) はい。いろいろ説明していただいたんですけれども、確かに貧困対策も本

当に今、取り組まなきゃならないんですけど、子育て支援というか、町の対策、町の人口減対策

ということでもやったりとかもしているんですけど、大事なのはやっぱりどんなふうに若い人が

住みやすいまちにするのかなっていうことなんですよね。で、給食費の負担っていうのは、やっ

ぱり滞納問題もいろいろあって、解決もこの間はしたんですけれども、やはりその負担というも

のを、この子育て世代の負担、経済的負担をやっぱり町として少しでも軽減していって住みやす

いまちにするということで、もし三つのパートをしているお母さんが、夜、一つパートをやめれ

たら、子どもと接せれて、子どもと接する時間ができて夕食をつくってあげて、一緒に食べられ

たり、接する時間が増えたら子どもの情緒も安定して、やっぱりそれが自己肯定感というか、や

っぱり学力の基礎になるとか、やっぱりそういうふうな視点の子育て支援のあり方っていうのか

な、やっぱり町として、そういう若い人を支えることをどういうふうに施策で位置づけにしてい

くかなっていうふうに考えることが必要じゃないかって思うんです。で、ぜひね、国でも調査を

して、その結果を踏まえて検討ということですけれども、このまちでも一部補助でも、今の負担

の何割かで済むので、済むのでじゃないですね、そこから始まる面もあるので、ぜひ、これ検討

課題にして検討を進めていただきたいと思うんですが、どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) いつも年度、年度と言いますか、暮れが近くなってくると、予算編成の詰め

に入ってきます。そういったときに、いろいろ内部で協議をしていくわけなんですけど、結局ハ

ードもの、ソフトものという、いわば建設的なものとか、どうしても必要な建物ですとか、そう

いったものの課題、あるいは道路の補修ですとか、河川の補修ですとか、そういった課題とこう

いったソフト系のものがあります。で、日本国全体が恐らくソフト系のものが増えてきて、そし

て、それぞれの自治体もそういうものが増えてきていると。そこでその財源をどうするかという

論議で、消費税のアップとか、見送られましたけれども、そういったものが出てくるというよう
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なことで、私ども市町村はやっぱりその国、都道府県、そして、その次にあるのが市町村なので、

国の政策に合わせたものでやってかなきゃならない一般財源の町としての拠出もあります。です

から、そういったものを組み合わせながら、今、谷議員のおっしゃることは、私もよくわかるん

ですよ。テレビのドキュメンタリー番組とか、新聞のクリスマスに自分の子どもさんにおにぎり

１個ですとか、そういう話よくわかるんですよ。でも、そのどういったところまでできるかとい

うことで、いろいろ頭を悩ませながら、この予算編成をしているということですので、極力そう

いったことは、私も大事だと思ってます。やっぱり政治、祭り事は、強者・富める者のためにあ

るんでなくて、弱者・貧者のためにそのスタンスでいることが大事だということで、私自身もや

ってまいりましたので、谷議員のおっしゃることよくわかりますんで、そういうものを踏まえて、

厳しいながらやりくりして、いろいろ対応をしていくという姿勢でございます。 

 以上、申し上げて答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) 今対応していってくださるということでよろしくお願いしたいと思います。

ぜひ財源も含めて、町の中の論議をしていただきたいと思います。 

 時間もないので、ＪＲのほうの質問に移ります。いろいろ聞きたいことがあったんですが、２

番目の鉄路の重要性というところで教育長にお聞きしたいことがありました。最近の報道で、ニ

セコとか剣淵の高校生がダイヤ改正で登校・帰宅が大変だっていう報道があって、中学生の進路

動向についても、日高が学区外の進学が 171人で、本当に全卒業者の３割にも当たって、全道一

だというようなことも報じられてるんですけれども、このような状況に対しては、教育長はどの

ようにお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 髙野教育長。 

○教育長(髙野卓也君) ご質問の趣旨として、日高管内から中学の卒業生が進路選択において、管

外の高校を選択する割合、これが多いということとＪＲ日高線の不通との関連ということでとら

えてよろしいですか。 

          [何事か言う人あり] 

○教育長(髙野卓也君) はい。それではちょっとお話しさせていただきますが、平成 28年度、昨

年度の中学校の卒業生は、管内で 637名でそのうち 171名が管内の高校に進学ということで、率

にしますと 26パーセントちょっと超えるんですけれども、実は今年の春の卒業生という部分につ

いては、管内で 605名、そして管内の高等学校へ進学した子どもの数が 442名ということであり

ますので、引き算しますと 163名が管外の高校、あるいは就職等の子どもたちの数ということに

なります。仮にこの 163名がすべて管外の高校に進学ということになりますと、率にしてやはり

26 パーセントということで、28 年度に前年度より一気にこう率が上がったんですが、29 年度も

高どまりしてるような状況にあります。で、この管外の高校に進路選択した生徒や保護者に対し

て、日高管内における高校教育の充実に関する検討協議会という会が、アンケート調査を実施し

てるんですね。このアンケート調査が平成 27年 11月に実施をして、昨年の７月に公表されてる

んですけれども、なぜその管外の高校を選択したのかっていう、それに答える項目があります。

それを見ますと一番の理由がその高校の進路実績。で、二番の理由が、管内にない、管内の高校

にない教育活動を行っている。それから三つ目の理由としては、やはり部活動のことで管外の高

校を選択したということで、その他を含めても実はＪＲ日高線が不通になって、通学区の不便さ
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をというものを理由にあげたというのは、全く出てきておりません。そのような状況ですので、

管外流出のその割合の高さとＪＲ日高線の不通の問題とは関連は極めて薄いのではないかという

ふうに認識しております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) その報道もあったんですけど、今、全道で鉄路がいろいろなくなったり、

不便になっているところで、やっぱり進路選択には影響するというような実態も北海道全体では

あって、日高管内でそういうアンケート調査の中で通えなくなったからっていうのはなかったか

もしれないんですけど、実際にやっぱり通うのが本当に大変になったということも、実際出てい

て、何て言ったら良いのかな、最初からそこを選ばない、選ばないって言ったら変ですけど、そ

ういうこともあるのかなというふうに思います。そのアンケート調査では、管外というのは、日

高線関係ないっていうことだったというんですけれども、通うのが本当に大変とか、下宿しなき

ゃならなくなったとか、実際そういうのはあるので、高校生は大変になっているんじゃないかな

っていうふうに認識、全体の鉄路のダイヤ改正などの関係でもあると思います。 

 すみません、最後にもう、町長にね一つだけ質問して最後にします。財源的な問題ですけれど

も、答弁で特別決議に基づいて国にって、要求していくっていうことでしたけれど、町長は、従

来、分割民営化が根源的問題でＪＲは政治の問題だっていうことをずっと言ってきたと思います。

で、今朝の道新でも、  只見線  の上下分離というのが取り上げられていたんですけれども、

国は自治体に下を持てとか、そんなふうに言って、国の責任回避みたいな感じで言ってきている

んですが、この財源をどうしていくかという、根本的な財政支援の枠組みみたいなことを国にや

っぱり求め続けていくというところでの町長の考えはどうなのかお聞きして終わります。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ＪＲ日高線のこの懸案のことは２年５カ月を過ぎて、これといった方向が見

えておりません。で、このことは、私が考えるに、その日高線のことが、ＪＲ北海道が、日高線

の災害があったんで話しやすくなったっていうふうに前にも申し上げましたが思っております。

その災害の前に、そういう話でないかと、これは予想で言うんですが、実は静内までは乗車輸送

密度が高いので良い成績だっていうことで、静内―様似間をどうのこうのっていう話が、一時流

れたっていう時期があります。そして、年が明けて、あの災害ということで、一挙に災害復旧の

金額が大きいので、もうＪＲ北海道としては廃止組に置いたという状況じゃないかなと思います。

そして、このことが報道いろいろされるようになって、結局話しやすい環境になった。それで 10

路線 13 線区ですか、昨年の 11 月 18 日でしたか、そこで発表したと。単独では維持困難な路線

だということで、日高線も長いんですけど、宗谷線、それから石北線、あるいは釧路根室、釧路

網走といった、もう 100キロ以上の路線が、みなその 13線区に入ってるということでした。で、

ここは日高線でたたき台となって、管内にＪＲ北海道は３億出すから、残り 13億 4,000万円を毎

年負担してほしいという言い方をしてきたんです。そこで一挙に、私どもとしては不信感という

か、拒絶感が出てきたわけなんですけど、そのことは石北線とか、宗谷線はまだ長いですから、

13 億 4,000 万どころじゃない 20 億だとかそれ以上の金額を負担しないとできませんよっていう

ことを、このＪＲ北海道はあまりにも反発が強いんで、言わないでいますけど、この間のＮＨＫ

の報道ではありましたね。それは何十億というと桁をあげております。それを地元自治体で持ち

なさいという、そのことそのものがおかしいということで、北海道町村会としては、私も、今度、
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北海道町村会の理事にもなりましたので、１回目の理事会でいろいろ話し、それから翌日、その

ＪＲ問題で懇談会をした。そういった中で北海道町村会としては、もうとにかく国へ抜本的な支

援を求めていこうと。特に、北海道町村会の棚野白糠町長は、棚野とおっしゃるんですけど、北

海道町村会長です。この方も白糠の町長なんですけど、はっきりと上下分離するとすれば、下の

部分はＪＲ北海道、すなわち国においてやってほしいと。ＪＲ北海道は 100 パーセント、国の出

資会社ですからということで、国に抜本的な支援をということで、この間もそれを確認して、早

速６月８日に国会議員と朝食懇談会を開いて要望し、その後、国土交通省とかに行ったわけです。

このスタンスは変わってません。それは 30年前の分割民営化に端を発して、どんどんどんどん金

利が下がったときに、ＪＲ北海道はそこで、ここになると、話長くなるんですけど、経営者の姿

勢として苦しんだって、10年も前も、15年も前にも、あるいは 10年前でも言えたことをぎりぎ

りになって日高線の災害を機に言い出したと。そして一気に物事を対処して解決しようとしてい

ると、そこに無理が、無理な話が出てきてるっていうことで、私はそこに注目しています。それ

から、鉄道軌道整備法という法律があって、そういう大きな波浪とか、台風とかで災害を受けた

場合には、こうこうしなければならないという、その法律の条文を見ながら、やはりＪＲ北海道

は義務を背負ってるんでないでしょうかということで、それがどうも横に置かれて、バス転換路

線を進めようとしているということなもんですから、いろいろ私どもも知恵を絞って、このＤＭ

Ｖですとか、ＤＭＶの論議をしてましたら、今度ＢＲＴというのが出て着まして、バス・ラピッ

ド・トランジットの頭文字で、ＢＲＴなんですけど、これは線路のあったところ全部舗装にして、

そこを、バスを列車のように走らすということなんです。で、何で、これ東北の被災地の、ＢＲ

Ｔでネットで調べると出てきますが、２カ所ぐらいやってまして、かなり評判良いようです。と

いうのは、鉄路というのは速達性ですね。これ、あまり今まで言ってきませんでしたけど、郵便

の速達と同じで、早く着くと。というのは、信号待ちをしなくて良い。それから、渋滞もないと

いうことで、それで持って、それを確保したところが、ＢＲＴでも良いだろうという話になって

きました。そんなんで、それらを調査していこうということになったんです。 

          [何事か言う人あり] 

○町長(酒井芳秀君) そんなことで、答弁長くなりましたけど。これは大きな北海道の新幹線効果

を在来線で伝えていくという北海道のビジョンづくりにもかかわる問題であると、このように認

識しておりますので、今までと同じような考え方で進んでまいりたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19番(谷 園子君) 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 ２時３７分 

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

          再開 午後 ２時５１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。 

 ９番、田畑君。 

          [９番 田畑隆章君登壇] 

○９番(田畑隆章君) 壇上より通告に従って質問いたします。大きな１番目、日高町村会長の就任
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と町政についてでございます。まずもって日高町村会長就任お祝い申し上げます。日高連携強化

について思いを強く持っている私を初め、多くの町民から強い期待を寄せられてると思いますが、

ＪＲ問題や河川、海岸の防災対策、災害避難対策、軽種馬対策など多岐にわたる課題を持って就

任されたと思います。町政要望実現のため、公務は多忙をきわめると思います。決意をお聞かせ

願いたい。 

 大きな２番目、農地農業用施設の災害復旧助成金について、６月７日北海道新聞一面に「農地

復旧助成金道内引き上げへ」という見出しの記事が出ていました。これまで、農地１アール 100

平米当たり、10 メートル掛ける 10 メートルですね、農地災害復旧費の助成金の上限は、北海道

が６万 7,000円、本州が 30万 7,000円と格差があったものを、今年の１月にさかのぼって、それ

以降発生した災害から全国一律 100 万円とする。これが基礎となって、そして 20 アールでは、

その比率でいくと 20 アールでは、北海道が 134 万円から、それが全国一律 772 万円、100 アー

ルが 670万円であったものが、全国一律に 2,312万円となったと出ておりました。今月中にも決

定すると報じられていましたが、そこでお聞きしたい。実は、16日の官報で告示されましたので、

これは決定であります。そこで我が町で発生した過去の災害において、農地農業用施設の災害復

旧助成金が支払われた件数と金額を教えていただきたい。町から知事へ申請された件数と金額を

これも教えていただきたい。その現状とその現状をどう認識されているか、主な理由を挙げて説

明をいただきたい。国が決定した場合、新聞記事のように、決定した場合大変ありがたいが、そ

うなるとその災害のときに、農家の皆さんからいろいろ問い合わせ、そして可能な限りお願いし

たいというようなことがあるが、そういったことに対応はできるのかどうか。その辺もお聞かせ

願いたい。で、なかなか人員が厳しい中で、そういったことに対応するとなると日高町村会では、

各職員の支援派遣や他管内、管外からの支援員受け入れなど、いろいろ検討もされてると思いま

すが、どういうふうになっているかお聞かせ願いたい。これは近年の気候状況が激しさを増して

いるために、対応はしばらくないだろうということはないと思いますので、ぜひ早急に対応すべ

きでないかと思っております。 

 続いて、３番目、ＪＲ日高線について。ＪＲ日高線が被災して、運行を中止てから２年５カ月

が経過しました。そこで、ＤＭＶ、デュアル・モード・ビークル運行などを日高町村会が検討を

行なっておりますが、それは将来的には別の組織でどのような検討されていくのかお聞かせ願い

たい。このまま町村会で検討して、その後のことは、またその後ということになるかと思います

けれども、まずはその辺をお聞かせ願いたい。で、二番目、日高線の海岸保全を考えた場合、海

岸保全をＪＲ北海道の管理としたところに、そもそもの間違いがあったと思われます。ＪＲ北海

道の経営健全化にも大きくかかわると思われますので、日高町村会として具体的な政策などをお

持ちであれば、町村会としての取り組みを含めお聞きしたい。 

 大きな４点目、町政の課題解決には、ＩＣＴ、インフォメーションアンドコミュニケーション

テクノロジーをもっと活用すべきということでお聞きします。町村会での仕事が増し、多忙を極

めるのではないかと思いますが、ＩＣＴ利活用により、効率化を図ってほしいと提案を含めて質

問します。 

 １番目、三石総合庁舎へ町長在庁日ということで出かけておりますが、忙しくて、無理な場合

もあるのではないかと思いまして、そのためにテレビ会議システムは検討された経緯があったら

教えていただきたい。 
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 ２番目、日高町村会長会議も、日高町村会長会議も多くの移動時間を各町長に強いることにな

るので、全員でこのシステムの利用を検討していただきたいが、いかがでしょうか。 

 ３番目、このシステムができると防災避難指示、各町連携、情報共有など安心・安全に供する

防災関連機関ともスムーズな連携が期待されるということで、この検討はいかがか。 

 それから、昨年の台風災害のように異動が制限されると職員や議員の活動も不能となります。

議会常任委員会などの緊急開催など、三石支所会議室を結んで、この会議システムを利用される

のはいかがかということで提案しながらご質問したいと思います。 

 ５番目、議会も日高の各議連など、役員会開催の問題は移動の時間でないかと思います。その

システムを有料でお借りするなどして、利用させていただくということは可能なのかどうか、そ

の辺もお聞きしたい。 

 ６番目、これは英語の授業などにも利用可能だと思います。海外を含めて利用可能だと思いま

すが、この辺についてもお聞かせいただきたい。 

 以上、壇上からの質問といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

          [町長 酒井芳秀君登壇] 

○町長(酒井芳秀君) まず、田畑議員の一番初めのご質問にお答えいたします。このたび図らずも

日高町村会長に就任することになりました。既に報道でご承知のことと思いますが、改めて町議

会議員の皆様にもこの場にて報告をさせていただきます。これまでに加え、さらに重い責任を担

うことになり、緊張した心境にあります。日高総合開発期成会長は、今月 28日の同会総会におき

まして、後任の様似町長に引き継ぎ、退くことになります。今後は、当新ひだか町の町長として

引き続き、当町町政推進に尽力してまいりますとともに、町村会長として、懸案のＪＲ日高線問

題への取り組みなど、抱えております管内一体となって取り組む課題への対処。また新たに連携

した取り組みを要する課題の模索に努めていかなければならないと思っております。そういう立

場で尽力することも、当町町政の推進につながるものと考えておりますので、ご理解いただきた

いことを申し上げまして答弁といたします。 

○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) 田畑議員からのご質問の大きな２点目、農地農業用施設の災害復旧費助

成金についてご答弁申し上げます。農地農業用施設災害復旧事業につきましては、水田や畑など

の肥培管理を行い耕作している土地、すなわち農地と  かんがい  排水施設農業用道路など、

農地利用または保全上必要な農業用施設で１カ所の工事費が 40 万円以上、事業主体が都道府県、

市町村、土地改良区等が行う者が対象となってございまして、町が北海道を経由し、申請するこ

ととなっております。そこで、１点目の我が町で発生した過去の災害において、農地農業用施設

の災害復旧費助成金が支払われた件数と金額について、２点目の町から知事に申請された件数と

金額について、新ひだか町となっての 11年間でご説明いたしますと、農業用施設災害復旧事業と

して土地改良区が事業主体として行ったものが２件ございます。そのうち１件は、平成 25年度に

静内地区で実施した川合第 13号  とうしこう  護岸工事で、事業費は 2,106万円となり、そ

のうち国庫補助金は 2,091万 2,580円で、補助率 99.3パーセントとなったもの。もう１件は、平

成 26 年度に三石地区で実施した稲見  とうしこう  護岸工事で、事業費は 1,598 万 4,000
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円となり、そのうち国庫補助金は 1,576万 224円で、補助率 98.6パーセントとなってございます。

なお、この 11年間における農地の災害復旧事業の申請はございませんでした。 

 次に、３点目のその現状をどう認識されているのか、主な理由についてでございますが、担当

課といたしましては、農地の被災があった場合など、それらの状況につきましては、農協等関係

団体と連携の上、被害状況を速やかに調査・把握に努めてございまして、その都度被災された農

業者の方へ説明させていただいてございますが、当該助成金の申請に当たりましては、一定の採

択要件がございまして、被災した箇所の測量なども必要となってまいりますが、その調査設計費

につきましては、当該調整金の対象外となっていることに加え、農地の復旧に係る基本補助金は

50パーセントとなっているなど、農業者の負担が大きくなる場合などもございまして、経済比較

等をした結果、申請するには至っていないものと認識してございます。 

 次に、４点目の国が助成金を見直し、災害時における申請が相次ぐ、今後の町の対応策につい

てでございますが、このことにつきましては、官報への掲載や先日の新聞報道等にもありました

とおり、農地災害復旧助成金につきましては、このたび助成金の限度額が全国一律となり、北海

道の助成限度額が引き上げられたことに関しましては、町としても喜ばしいことととらえてござ

います。できることでしたら、このような助成金の申請が相次ぐことのないと言いますか、災害

の少ないことを祈りつつも、本件助成金の適切な活用等につきましては、今後とも関係団体等と

の連携を図りながら周知を行い、災害が起きてしまった場合においては、可能な限り迅速な対応

ができるよう努めてまいりたいと考えてございます。 

 次に、５点目の日高町村会などからの職員の支援派遣の検討についてでございますが、日高町

村会の上部組織であります北海道町村会では、災害のあった被災市町村の復旧に当たり、職員が

不足する場合、道内市町村職員の支援派遣を行っておりまして、過去には東日本大震災の際に全

道から復旧支援職員を派遣しているところでございます。今後におきましても災害に伴う復旧事

業に当たり、職員が不足する場合は、北海道町村会で支援職員を取りまとめ、被災市町村へ派遣

していくものと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) 田畑議員の大きな項目の三つ目、ＪＲ日高線についてご答弁いたします。

まず１点目のＤＭＶ運行の検討組織ということでございます。谷議員の一般質問でご答弁申し上

げたとおり、ＪＲ日高線沿線である日高管内及び東胆振地区の公共交通に、鉄路・陸路を走行す

るＤＭＶの導入のほか、ＢＲＴやバス運行をした場合の運行システムを含めた地域公共交通ネッ

トワーク全体のあり方について、調査検討することを目的として、４月 12日に管内に７町長及び

北海道総合政策部交通政策局長、日高振興局長、日高町村会長の構成によりまして、ＪＲ日高線

様似―むかわ間沿線地域の公共交通に関する調査検討協議会として設置されたところでございま

して、今後の協議につきましては、当該協議会で行うこととなります。 

 ２点目のご質問にご答弁いたしますが、海岸周辺における管理者区分についてでございます。

基本的に漁港及び河川付近を除いたものは、建設海岸と呼ばれるものでございまして、海岸保全

を担っているのは北海道となってございます。日高線沿線の被災箇所につきましては、国、道、

ＪＲ北海道との間で協議がされてきておりますが、現状は復旧の見通しが立っておりませんが、
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日高町村会、日高総合開発期成会として強く、粘り強く国や道、国会議員等への方々への要望を

続けていこうと、そういうふうに考えてございます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 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) 田畑議員からご質問の大きな４点目、町政課題解決にはＩＣＴをもっと

利活用すべきについてご答弁申し上げます。ＩＣＴの推進につきましては、電子行政に係る政府

の新たな戦略といたしまして、平成 25年に世界最先端ＩＴ国家創造宣言が閣議決定され、この創

造宣言においては、公共サービスがワンストップで、だれでもどこでもいつでも受けられるよう

に国民利用者の視点に立った電子行政サービスの実現と行政改革への貢献が、その柱の一つとさ

れ、より便利で利用者負担の少ない行政サービスの提供を災害や情報セキュリティーに強い行政

基盤の構築と徹底したコストカット及び効率的な行政運営を行いつつ実現することが掲げられて

おります。その中で、ＩＣＴ成長戦略会議が設置されまして、暮らしを変える、新しいものをつ

くる、世界に貢献するの三つの柱となる方策等が議論されたところでございます。そのような中、

電子自治体を取り巻く環境としては、多様なニーズへ応えるため、ＩＣＴの利活用を通じたさま

ざまな取り組みが期待されているところでありますので、積極的な検討を進めていかなければな

らないものと認識しておりますが、一方で、財政状況は依然として厳しい状況にあり、人材も限

られる中、一層効率的な行政運営が必要となり、電子自治体の取り組みは、利便性や業務の効率

化については、効果が期待できるものの、これに係るコストについては、全体として、負担と経

費の削減につながるような成果が得られるかどうかは、行政改革の中でも難しい選択になるもの

と考えてございます。そこでご質問の１点目、三石庁舎における町長在庁にテレビ会議システム

の活用を検討した経緯はあるかについてでございますが、定期在庁日につきましては、事前にス

ケジュールを組み、事前に予約ある来庁者からの要望、相談、意見交換などを行なってございま

すが、予約のない空き時間には、三石庁舎内の部署との打ち合わせや職員とも対話や意思疎通を

図ってございます。現状は大きなトラブルもなく、定期在庁日が実施されておりますことから、

テレビ会議システムを含め、他の手法を検討したことはございません。 

 次に、２点目の管内町長会議も多くの移動時間を各町長に強いることとなり、テレビ会議シス

テムの利用を検討していただきたいということでございますが、管内の町長会議の運営は、日高

町村会事務局が担っておりますので、町としましては具体的なご答弁は申し上げられませんが、

ご質問のとおり、移動に多くの時間がかかっているのは事実でありますが、町長会議は、単に会

議だけを行うのではなく、情報交換の場としても重要な会議であることや町長会議などにおいて、

テレビ会議システムを導入することは、管内７町すべてでシステムを導入しなければならず、利

用頻度を考慮すると費用対効果的にも課題が生じることから非常に難しい選択でございます。 

 次に、３点目の管内でテレビ会議システムができると防災避難指示、各町連携、情報共有など、

安心・安全にも寄与する防災関係機関ともスムーズな連携が期待されるということについてでご

ざいますが、多様なシステムで情報を共有することは重要ではありますが、現在、各町各防災関

係機関において必要なシステムが導入されており、迅速に気象情報や河川の防災情報、各町の避

難勧告等の情報が入手可能となっている状況でございますし、また避難勧告等の発令においても、

携帯会社３社を利用した緊急速報メールの配信、北海道防災情報システムを通じて、テレビやイ
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ンターネット連携など、必要なＩＣＴ化は進んでいるものと認識してございます。今後もこれら

を活用し、スムーズな災害対応につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の昨年の台風災害のように、移動が制限されると職員や議員の活動も不能となる、

議会常任委員会などの緊急開催に支所会議室を結ぶことも考えられるかということについてでご

ざいますが、本町は合併町であることから行政区域が広大であり、災害時においても静内地区と

三石地区を結ぶ道路か不通となることや、システムの通信に必要となる光ケーブルの切断なども

想定されるところでありますので、職員の初動については、マニュアルで示されております。議

会議員の対応方法などにつきましては、議会事務局や関係議員などで検討・確認が必要となって

くるものと考えております。災害発生時などに議会や常任委員会などが、緊急的に開催すること

を想定しているのかは、議会会議規則などで規定されていると思われますが、議会の参集は議事

堂となっていることから、支所会議室を結んで行うことは、現行難しいものと考えております。 

 次に、５点目の議会も日高の各議連など、役員会開催の問題は、移動の時間であり、テレビ会

議システムを有料でも利用させていただくことは可能かと思うがというご質問でございますが、

これまでご答弁申し上げてきましたとおり、現状においてはテレビ会議システムの導入について

は検討に至っておりません。今後、ＩＣＴを活用する場面は増えていくものと想定されることか

ら、その中でも行政サービス全体の中で費用対効果や優先順位を考慮した上で検討を進めてまい

りたいと考えてございますのでご理解願います。 

 最後に、６点目の英語の授業などへのＩＣＴ利活用についてでございますが、まず現在の外国

語の授業の状況でございますが、中学校では週４時間程度、小学校では５、６年生では外国語活

動として週１時間程度の授業時間とするとなっております。このうち、ＡＬＴ、外国語指導助手

で授業を活用している時間数が中学校では週１時間程度、小学校５、６年生では２週で１時間程

度となっております。ＩＣＴの利活用につきましては、外国語の授業だけでなく、すべての教科

において、学びの質の向上を図るため、活用を推進しているところでございます。これらを実現

するため、平成 28年度及び平成 29年度の２カ年で実施しております学校ＩＣＴ環境整備事業で

は、小中学校のすべての普通教室に電子黒板機能付プロジェクター及び実物投影機を整備するこ

ととしてございます。すでに平成 28年度に導入を行った小学校におきましては、これらＩＣＴ機

器を活用し、教科書を拡大して映し出して指導することや単語カードや英語のワークシートを児

童と同じものをスクリーンに映し出して授業を進めているところでございます。また導入した機

器では、副教材ＤＶＤを再生しスクリーンに映し出しながら、必要な部分では一時停止をし、電

子ペンで書き込むなどの効果的な活用に努めているところでございます。いずれにいたしまして

も、ＩＣＴ機器は、外国語の授業におきましては、視覚や聴覚にうったえる魅力的な有効な機器

であると考えてございます。今後、学習指導要領の改訂により小学校においては平成 32年度から、

現在の小学校５、６年生で行われている外国語活動が小学校３、４年生に移行し、小学校５、６

年生においては、外国語科が教科化されることとなります。このことを受け、新ひだか町では平

成 30年度から文部科学省の補助教材を用いた先行実施を予定してることから、ＩＣＴ機器の更な

る利活用の推進を図ってまいりたいと考えてございます。テレビ会議システムにつきましては、

現行の財政状況を考慮いたしますと、他の施策と比較すると、優先度は低いものと考えておりま

すが、ＩＣＴの利活用は本町が抱える諸課題を解決する上で重要なアイテムでありますので、行

政サービスの向上や事務事業の効率化、行財政改革を進める上では必要であると考えております。 
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○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) それでは、町長、よろしくお願いいたします。２番目の被災事業助成事業な

んですけれども、我が町においては、その２件以外に利用したことがない。それから、個々の農

家さんにおいては一件もない。日高においてをは、我が町だけじゃなくて、他の地域もそのよう

にお聞きをしております。振興局にお聞きしますと、新冠も平取も、ただ数年前に、  びゆう  

のほうで大規模な災害のあったときには、直接道が乗り出して、そこの災害復旧に当たったとい

うふうにお聞きをしております。ただ農林水産省のホームページを見ますと、農地農業用施設の

災害復旧とはというホームページがありまして、これにいろいろ出てるんですけれども、過去の

災害に適用にならないというのが、非常になんか違和感がある。そういうふうに感ずるんです。

１番目の問題は補助率が 50パーセントだから、だからあと 50パーセントを個人が出さないきゃ

ならないので、それは難しいんじゃないかという、なるほどそういうこともあるんじゃないかと

思います。ただ、その災害復旧、この先ほどのホームページに出ている災害復旧事業の補助率と

いうのがありまして、その中を見ると基本補助率は 50パーセントだけど、一時  効率？  80

パーセント、二次  効率  は 90パーセント、あるいはその農業用施設の場合には、基本補助

率が 65パーセント、一時  効率  が 90パーセント、二次効率が 100パーセント、国からの

支援になっていると、こういう補助率があるみたいなんですけど、この辺についておわかりでし

たら説明いただければと思うんですが。 

○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、議員からのご質問につきましては、確かに農地は基本補助率、

そして農業施設、そのとおりでございまして、それでいわゆるかさ上げができるんでないのかと。

基本は基本で、そのとおりなんですね。しかしながら、かさ上げする、そう認定していただくに

は、例えば町全体の申請があった。その農家さんが、例えば農地であれば３戸以上なきゃならな

いとかいう条件があるんですね。ですから、１戸の農家さんが、例えばこの助成金を申請しても、

２戸の方が申請しても、結局のところは、今の上限率が上がっても 50パーセントというのは変わ

らないというところが今後も出てくる話であると認識してございます。 

○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) 私も詳しいことはわからないので、じっくりこれは調査したいと思いますけ

れども、そのほかにも問題点があるんじゃないでしょうか。例えば、申請期間、これについては

いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) はい。申請期間は、基本的に原則としては、その災害が発生したときか

ら、２週間以内に国のほうに報告しなさいよということになってます。最終的には、その３週間

以内とかっていうお話もあるんですが、実は暫定法、今議員がご指摘のこの法律だけではなくて、

場合によっては昨年あったんですが、その激甚法、そちらのほうの高率の補助もらえるという、

そちらのほうに移行する可能性を担保するためには、やはり２週間以内にというような部分があ

るようでして、災害というのは、いろんな災害がありますけれども、何と言うか広い地域で同時

的にこう発生することもあって、なかなかうちの担当なんかも、いろいろ現場に入ったり、いろ

いろ説明したりするという時間が、なかなかその対応しきれてないという部分もこれ事実でござ

います。それは報告の期間ですね。それで、もう一つは、災害復旧事業の適用を受けるための査
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定を受けなきゃならないと、その査定設計費、これをつくる、これが 60日以内ということになっ

ております。農家の皆さん、個人的に今までやったこないですから、どういうやり方して良いの

かというのがありますし、ここら辺は町の担当者なんかも、直接指導と言いますか、協力させて

いただきながらやっていかなきゃならないということになってきますと、短い期間で本当にたく

さんのことをやっていかなきゃならないということになりますと、相当これなんかも、いや、災

害ですから早くしなきゃならないというのも、それもわかるんですが、なかなか期間的にもちょ

っと厳しいものがあるんではないかと、こう思ってございます。 

○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) せっかく国が被災農家に寄り添おうということでつくった法律ですけれど

も、いろんな催促、あるいはその要綱、そういったところで絞られているというような感じがし

ないわけではないんです。これらについては我が町だけでとなっても、これはしょうがないこと

なんで、ぜひこの辺は日高町村会長になられた町長を先頭に要綱を使いやすいように、あるいは

何らかの便宜を図っていただけるように、これは相当頑張っていただかないきゃならないと思う

んですが、いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ただいまのこの農地災害の関係につきましては、管内、そういった農地も多

いことですし、共通の課題だと思います。そういう話が幾人かの町長方から出たときに詰めてい

くようなことになろうかと思います。今のところ、そういった話はまだ出てきていないように思

っております。 

○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) 先ほど私言いましたように、こういった災害は起きたことになってないわけ

ですよ、国のほうでは。町村から知事のほうに上がって、知事のほうからは、国のほうに行くも

のですから、件数も金額も出てこないということは、なんか違うんでないかなって思うんですね。

ちょっと担当の振興局の課長と話しましたけれども、そのときの設計図を出せだとか測量図を出

せとかっていうことでなくて、ドローンを飛ばして一発で理解できるというような形に最初から

撮っておいて、さあどうでしょうかと国と協議するというようなものでないと、これは無理じゃ

ないかと思うので、せっかくこうやって金額を上げてくれたんですから、これで使えって言って

いるんですけど、入口でこう閉まっているんだったら使えないと思うんですよ。課長、どんなも

んでしょうね。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) はい。 

まず災害の状況が国のほうが、伝わっていないのではないかというようなお話だったと思います

が、これにつきましては、あらゆる災害ありますけれども、発生したとおり、先ほど壇上で申し

上げましたが、各担当課、我々もそうなんですが、調べまして総務課のほうに報告させていただ

きつつ、農業のほうに関しましては、日高振興局の担当課のほうにも、その都度報告させていた

だいてますので、そのことを全く知らないとかっていうようなことではなくて、議員おっしゃり

たいのは、この事業のどれだけ検討したのかとか、そこら辺の内訳がわからない。だから国も知

らないんじゃないかというような話だと思うんですが、その農家と町の担当の職員がこの助成金

を使う使わないっていう部分までの報告は求めて、求められていないものですから、ただ壇上で
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も申し上げましたとおり、こういった制度があるんですよという話は、都度、その農家さんのほ

うには説明させていただいておりますけれども、農家さんの中には重機とかいろいろ持ってる方

がいて、経済比較したら、これの方が良いよなということで、ちゃちゃちゃっとやっちゃうとい

うか、そういう農家さんが多かったという結果が農地の復旧に関するこの助成金を使ってこなか

ったということの一つ、大きな原因の一つかなとこうも思ってます。 

○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) それ以外にも、その農地がお米なのか、草地なのか、いろいろその辺によっ

ても、違うように聞いておりますけれども、そういったことを事細かに農家さん、あるいは皆さ

んにお伝えして、結局、災害に強い場所をどうするかとか、適種適作の中にもそういったことも

含まれていくかもしれないので、ひとつ検討をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、ＪＲ日高線についてなんですけれども、課長が、私が海岸保全はＪＲがやるべき

になっているというふうに、いうことに対して、いやＪＲじゃないですよ、あくまでも旧建設省、

いわゆる建設海岸ですよってご指摘していただきまして、ありがとうございました。そのとおり

なんです。そのとおりなんです。ですから、今、大変なことになっているのは、その建設海岸を

乗り越えて、今、言葉としてＪＲ海岸という言葉も出てあります。ＪＲ海岸の、ＪＲの護岸壁を

通り越して、越えて、そして一般の民家に到達して、被害を及ぼしている。あるいは、崖崩れが

発生して、それがＪＲを通り越して、さらにその昆布の磯場に来る。あるいは波が護岸壁を払っ

てしまって、昆布の漁場を痛めてしまっている。これについて、これについて、先ほど町長は、

町民が嘆き悲しんでいる、ため息をついてる、涙をこぼしているというようなことを、それに寄

り添いたいんだというお話でしたけれども、ＪＲはＪＲで自分たちの財産をできるだけ守りたい。

ところが、建設海岸の道が施工する護岸壁は、こんなに部厚くて、で、ＪＲのほうは一般的な、

一般的にその土地の流出だとか、そういったことを防止するための軽い護岸壁である。もし、私

が株主だったら、そうだよなって、その先は、その先は国がちゃんと消波ブロックを置くなり、

あるいはその立派な護岸壁を作るなりして、我々がそこをやるべきではないなっていうのが普通

でないかと思うんです。ただ、問題なのは、私たちの足となるＪＲが不通になっている。子ども

たちがＪＲで通学できない。あるいは、波をまともにかぶってしまう。こういう、いろいろな問

題が起きてるんですけれども、これは実は、その我々が被害をこうむっているというだけでなく

て、ＪＲの経営自体もおかしくしてると思うんです。なぜ経営自体がおかしくなるかというと、

経営というのは、無理とか無駄とか、それから問題点というものを洗い出して、一つずつ潰して

いくといるのも、売り上げを伸ばそうというのも一つですけれども、そういう問題点を洗い出し

ていくということも大切なわけなんですけれども、でも実際になんかわけのわからんものを抱え

ているやっていうような企業体の中では、それはなかなか進まないんじゃないかと。いろんな無

理・無駄が一緒に入り込んでしまうということから考えても、私たちが一生懸命、国に対して訴

えるべきものは訴えていかないと、これは難しいんだなというふうに感じました。そこでなんで

すけれども、非常に、そのＪＲ海岸ってどこなんですかとか、それから建設海岸どこなんですか、

さらに最近になっては、ＤＭＶとか、これ町民の方わかるんだろうか。町民の方にきちっと説明

している２年５カ月ですけどもね、そういう時期がなかったんでないかなという気するんです。

これについては、町村会、町長がやられるのも当然だと思うんですけれども、町村会として、で

すから新冠の先でそういう事故、問題が起きたとしてもＪＲは止まってしまうわけですよ。だか
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ら、町民としては目に見えないけれども、そこで止まってしまうわけですから、ぜひ、これは町

村会として、町民に対してきちっとした広報、あるいはその説明会、あるいは報告会、こういっ

たものが必要でないかと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 田畑議員おっしゃるは、もう当然住民の生活ですとか安全を守るために

は、海岸保全と言うのはとても大切なことだと思っております。当然 27年の１月から、いろんな

災害を受けまして、現在不通区間となっている現状ではございます。当然、国でも道でもＪＲで

も、被害を受けた箇所についてはほぼ把握はしてると思います。ただ、それぞれ、国でも道でも

ＪＲでもそれぞれの言い分があるとは思います。手をつけられない理由ということで言い分があ

ると思いますけども、箇所が大きいですとか広いですとか、複数にまたがっているですとかとい

うことです。でも基本的には、当然ＪＲの線路を直す、復旧していただくというのは大前提で、

我々は活動を進めてるとこでございますけども、もともとは海岸というのは国土でございます。

ですから、私たち道民でありながら国民でもございます。国道保全を大前提にすれば、道以上に

国に対して、この海岸線を守っていただくという活動が最も重要だと考えておりますので、その

辺は含めて、もともと日高町村会及び日高総合開発期成会とともに国へ強い要望しておりますの

で、その辺はまだなかなか結論を出せない状況ではございますけども、今後引き続きやっていき

たいと考えております。 

○議長(細川勝弥君) 田畑君、ちょっと先ほどから町村会としての対応という旨の発言が結構あり

ますけれども、この本会議での一般質問においてはちょっとなじまない内容のものも見受けられ

ますので、その点留意して発言していただきたいと思います。 

 ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) 町長は、今度は町村会長になるということで、なったということで、これに

ついては町長の思いを聞きたくて、聞いております。それで、先ほどの説明会、あるいは報告会、

これについては、やっぱり必要でないかと私は思うんですね。いや町長としての説明会もあって

も良いと思うんですけれども、どうせなら日高管内で、浦河、静内、門別ですか、そういうふう

にして報告会を開くべきだと思うんですか。町長いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そこも今の議長の御指摘から言いますと、他の町のことは念頭に置いてお話

しするというのはいかがかと思いますけども、当町の中における周知につきましては、住民の皆

さんにやれば、なおきちっと周知をしていくことは大事なことだと思ってますので、それは今後

どういうような方法でできるか、広報等で特集とか何か、何枚か印刷物を挟めてやっていくです

とか、特にいわゆる建設海岸、漁港海岸、ＪＲ海岸という呼び方があるんですが、それらの区別

等については、やはり分かりづらいことだと思っております。それから、今まで町長として述べ

てきたことは、町村会長になってもそれは同じことでありまして、国土保全の観点からこれはも

う昨年から要望しております。要するにＪＲ北海道に押しつけるようなことでなくて、国家とし

て、この海岸保全をどうしていくかっていうような捉え方をしてほしいという言い方しておりま

す。そして、それにそのとおりだという識者もおりますし、確かにこの間どなたかがおっしゃっ

てましたけど、太平洋側は一年あたり 10センチずつ、海側に入っていってるというか、いうこと

になりますと、今まで、ずっと砂浜も長くあったものが今やそんな状況でなくても、波打ち際が
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間近まで来ているということからすると、国土保全という観点から乗り出さなきゃいけないこと

であろうと、これは私どもの要望にこたえて、やっぱり国会議員の人たちが大きな問題としてと

らえて、国を動かしていくというようなあり方をしなければならないと思います。この間のある

政党の政調会で、やりとりがあった中でわかったんですが、よりはっきりわかったんですが、北

海道の海岸を守るために北海道全体で、道の持っている予算は 26億円です。これを海のない振興

局を除いて、幾つあるんでしょうか、10幾つあると思うんですが、割り算しますと、１振興局あ

たり２億、そういうようなことですから、この国土保全のこの海岸を守るそういう観点からは、

国家として、もっと巨額の予算措置をしないと守っていけないと私は思っております。そんなこ

とで、声は引き続き、当然上げてまいりたいと思っております。ただ、春立海岸のように、あれ

は 10億、単年で 10億ぐらいかけて、たしか災害復旧しましたけど、ああいうふうに人家がある

と、その場合には即国費で対応するようにはなっていると。人家がないところ、これは相変わら

ずそういう擦りあいですとか、ＪＲと道とのどっちがどっちだとかっていう話になる。また、国

と道とがどっちがどっちだっていう話になっているという状況であるということであります。 

○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) よろしくお願いいたします。 

 次に進みまして、ＩＣＴ、インフォメーションアンドコミュニケーションテクノロジーをもっ

と利活用すべきということで、課長からご答弁いただいたんですけれども、そこでのキーワード

はコスト、あるいはその費用対効果というふうに、ずっと通じておっしゃられたような気がしま

す。ただ、そこのところになると、私にとっては違和感があるんです。例えば、パソコンのソフ

トっていうのは、高い高価なソフトもあるんですけれども、フリーソフトと言って、非常に性能

は良いけれども無料というのもあります。このテレビ会議の、今、極めて多くの人が使うように

なったのが、スカイプという無料ソフトです。これで、海外とも無料でお話ができるようになっ

たわけなんですけれども、この辺の何というかご答弁いただいて申しわけないんですけれども、

ちょっとコストのことを言われると、こう、あれどうなのかなと思うんですけれども、その辺の

検討というのはどうだったんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。スカイプとかの関係については、私たちも利用できるということ

は考えておりますけども、今のテレビ会議システムとなりますと、相互にやりとりをやりながら

色んな機能をついてるものということで質問があったのかなと思いましたので、こういう答弁を

させていただきました。フリーソフトもありますけども、フリーソフトについては、確かにコス

ト的にはかからないですし、簡易のものであって、利用の一たんとしては使えるものだとは認識

はしておりますけども、ただフリーソフトということで、問題もかなりあるということも担当課

からを聞いておりますので、その辺を見きわめまして、フリーソフトのほうは利用していけばよ

いのかなというところは、担当としても思っているところでございます。ただ、そのテレビ会議

とかって正式なもの、システムになりますと、相当の金額がかかりますし、ご質問の中で管内だ

とか関係機関を結ぶということになると、果たしてフリーソフトで対応することが良いのかどう

かっていう検証も必要なのかなということで、今回こういう答弁をさせていただいたところでご

ざいます。 

○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 
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○９番(田畑隆章君) そういうわけですから、無料なんですから、町長が個人のパソコンでまずは

やってみるというのも一つの手かなという気もします。だれかが、まずやってみないと検証もで

きないんじゃないかなっていう気もします。それから、もう一つはこの何ていうんですか、説明、

アドバイスをしていただいたところといういうのは、札幌の業者さん、大きな名前の業者さんな

んだろうか。それとも、どういった費用を含めて、どういったところから積算とかそういったも

のいただいてたんでしょうか。わかれば。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。今のご質問の中で、町長個人のパソコンということで言われたん

ですけど、公務で使うものを、個人の運用をしてやるということは、基本的には情報の管理だと

か共有化の問題が相当ありますので、個人のパソコンを使ってということは想定しておりません。 

 それから、コストの面につきましては、大きな業者から聞いたわけではなくて一般的にネット

とかでも出ているんですけども、それを見ますと、そんなにきちんとしたものは安くはないとい

うことも確認しておりますので、どこの業者から聞いたということではございません。 

○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) はい。町内にも幾つか業者さんおりますけど、そういった人と話ししますと、

いや簡単だよねって、設計をシステムをちょっと変えるぐらいですから、そんなんでもないです

よね。大手の、なんだ、13年連続シェア日本一とかっていうところは、月々の使用料金がなんか

２万円とかって出てましたけれども、いずれにしろそんなに、そんな金額ではないんではないか

なというふうに思っております。それよりか、例えば前回も議員さんからありましたけれども、

海外との交流をする。海外と交流をするときに、ここの夏まつりを海外の家庭、あるいは学校に

こんなふうにやってるんですよというようなことを送るだとか、利用できるというこというのは、

たくさんあると思うんですよね。特に、英語教育につきましては、向こうの教室と結べる、その

場合には、うちの何というんですか、姉妹都市との関係をある程度利用しまして、そういったこ

ともやっていかれるんではないか。なかなか子ども時代に英語使って何かをするということがな

い中で暮らす田舎っていうのは、非常にその辺ハンディがあると思うんです。ですから、直接話

してみたい、向こうはこういう暮らしをしてるっていうことが、そういったものでつながること

ができるんであれば、非常に良いのでないかなと思うんですけども、教育長いかがでしょうかね。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今、議員おっしゃるとおり教育の中でも活用方法、十分考えられること

だとは思いますが、まず、要はシステムというか、そういう部分の問題等あると思いますので、

これは教育の分野だけというよりも、まずは町全体の中で考えれるかとか、そういうことも含め

ての話でとらえておりますので、議員おっしゃるとおり活用方法としては、いろいろ出てくるん

だろうということで、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ９番、田畑君。 

○９番(田畑隆章君) 活用方法というのは非常にたくさんあると思うんです。防災から先ほどの教

育までいろいろあると思うんです。ただそれがコストがかかるということで終わりになるんでは、

やはりこれいつまでも遅れていくんでないかなと思っております。どんどん他府県では進んだ使

い方になっておりますので、ぜひ、これから進んでいく子どもたちの教育、あるいは新しい時代

を迎えるに当たっても、進んで取り組んでいかなかったら、ならないと思っております。どうぞ
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検討よろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問は終わらせていただきます。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 ３時５２分) 


