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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、８番、白尾君、９番、田畑君を指名

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。 

７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君) おはようございます。通告に従い壇上から一般質問をしたいと存じます。今

回は、我が町を人一倍心配している立場から、地方創生一般に関わって質問をしたいと存じます。 

2014年 11月 21日に成立をした、まち・ひと・しごと創生法は人口減少に歯止めをかけるとと

もに国民一人ひとりが夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成、

即ちまちづくり、地域社会を担う個性豊かで多様な人格の確保、これも人ということです。地域

における魅力ある多様な就業の機会を創出し、これは仕事ということでございます。このことを

目的として地方創生法が成立をし、2016 年、政府は 47 都道府県と 1,737 市区町村の合計 1,784

団体が地方版総合戦略を策定をしたということについてはご存じだというふうに思います。創生

法成立と同時に改正をされた再生法の柱は政令で定めるところにより、定期的に地域再生の推進

のために政府が講ずる新たな  しあわせ  に関する法案を募集するものでありました。それ

が地方創生と連動させました。その上で新型交付金、企業版ふるさと納税、生活のまち、生涯生

活のまち構想を組込んだ改正地域再生法が成立したというふうに私は記憶をしています。自治体

は新型交付金について、事業の数値目標などを盛り込んだ計画を別途作成をし、国の認定を受け

複数年度に関わる計画を対象とすることにより、自治体が安定的、継続的に事業に取り組むこと

が可能となったわけでございます。計画の対象事業は地方創生事業として、雇用の創出、移住定

住の促進、結婚・出産・子育て支援、まちづくり支援等であり、我が町においても馬力本願プロ

ジェクトを立ち上げたところでございます。私は今年の３月の定例会において馬力本願プロジェ

クトの進捗状況についても質問をいたしました。本馬力本願プロジェクトを成功させるためには

重要な要素である、まちづくり会社の設立についてということでご答弁をいただきました。この

まちづくり会社の設立については単に会社の役割等を整理するだけではなく、会社経営を成り立

たせるための事業構造なども同時に検討しながら、行政執行予算に関わることなく、自立・自走

できる会社像の整理に向け作業を進めていると答弁をされたところであります。そこで、このこ

とについて含めて以下質問をしたいと思います。 
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地方創生の取り組みとして、１つ目は、まちおこし協力隊と町との関わりについて質問いたし

たいと思います。２点目、まちづくり、ごめん、間違えました。馬力本願プロジェクトと協力隊

の関係についても、どういう関係になっているのか、これもお伺いしたい。３点目、まちづくり

会社と協力隊の関係についても、ご質問をしたいと思います。最後に４点目として、町としてま

ちおこし協力隊に今後期待するものがあれば、ぜひお伺いしたいというふうに思います。 

以上、壇上より質問いたしたいと思いますので、ご答弁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) おはようございます。進藤議員ご質問の行政執行について、ご答弁申し

上げます、地方創生の取組についての１点目、地域おこし協力隊の町との関わりについてと２点

目の、馬力本願プロジェクトと協力隊との関わりにつきましては関連がございますので合せて答

弁をさせていただきます。 

当町では地方創生の大きな柱として、日本一の馬産地である特色を生かし、将来にわたり活力

ある地域を形成するため馬力本願プロジェクトに取り組んでいるところでございますが、本プロ

ジェクトを着実に前進させるためには、プロジェクトに対する熱意と強い推進力を持った人材を

確保し育成することが重要であると考え、国の特別交付税措置を受けることが出来る、地域おこ

し協力隊の制度を活用いたしまして、必要な人材を確保することとしたところでございます。地

域おこし協力隊の募集に当たってはプロジェクトの具現化に向けた実働部隊として、地域内にお

いて様々な事業を企画・運営してもらうほか、地域住民や関係団体等とのコミュニケーションを

図りながら、住民主体による取り組みが活発に行われる環境や機運を醸成することを基本的な役

割といたしまして、具体的には、一つ、馬産地としての知名度及びイメージの向上。二つとして、

馬文化の伝承及び馬に対する意識の向上。三つとして、馬にふれあい、馬を楽しめる空間の創造。

四つ目として、まちづくり会社によるマネージメントの構築。これらを主な活動内容として募集

したところでございます。その結果、昨年８月と 11月に、各１名を採用いたしまして現在２名体

制で本プロジェクトに基づく各種事業の推進に取り組んでいるところでございます。これまで、

本プロジェクトの住民ワークショップメンバーとしてアクションプランの策定に関わるほか、フ

ォトスポットコンテストや馬の施設見学ツアーなどの企画運営を行うなどプロジェクトを所管す

る町企画課と協力連携し、自身のスキルを最大限生かしながら積極的に活動しているところでご

ざいます。 

次に、３点目のまちづくり会社と協力隊との関係についてでございますが、現在プロジェクト

に基づく各種事業のマーケティングやマネージメントなどを行う、民間主導のまちづくり会社の

具現化に向け関係者と共に研究・研修を続けているとところですが、協力隊のおいても組織経営

や事業運営等に関わる情報収集、分析に取り組むなど町と共に研究を行っているところでござい

ます。 

４点目の町として地域おこし協力隊に期待するものについてでございます。地域おこし協力隊

導入の意義は、当然、単に移住・定住により人口が増えるということではなく、これまで地域に

は無かった視点や価値観をもたらし、協力隊と地域住民が共に協働して活動することにより、新

たな動きが生まれ成功体験を積み重ねることにより、住民に自信と誇り、主体性が醸成され地域

の活性化が図られるものと認識しております。当町の協力隊２名につきましても就任以来、積極
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的に地域に出向き住民とのネットワークを築きながら活動の場を広げており、協力隊の存在や活

動が地域に新しい風を起こしつつあると感じているところでございます。今年度も子どもたちを

対象にした新しいプログラムである、日高馬キッズ探検隊をすでに始めているほか、７月には地

域の様々な場所で活躍する人々に発表と共有の場を提供するための日高プレイヤーズトーク

2017 というイベントや高校生と合同で地域について学ぶ事業も企画しているところでございま

す。今後もそれぞれの個性やスキル、ネットワークを生かし様々な取り組みに挑戦し、馬力本願

プロジェクト推進の原動力として活躍してもらいたいと期待しておりまして、町としましても各

協力隊の自主性を重んじつつ、十分に連携を図りながら活動を支援して参りたいと考えていると

ころでございます。 

以上、答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) ご答弁いただきましたので再質問をさせていただきたいと思います。まず始

めに、ぜひ町長の考え方をお伺いしたいと存じます。先ほど私は壇上で、地方創生に基づく、い

わゆるまち・ひと・しごと、これの発展のための交付金として、いわゆるまちおこし、まちづく

り協力隊を採用すると。こういう中で聞きますと、我が町には今、２名の協力隊が派遣をされて

いる。派遣をされているというか、交付税算入措置の中で契約をされているということなんで、

これは言ってみれば、この事業推進するための主力な要素として、我が町としてぜひ採用したい

と。これを申請をして採用されたものだっていうふうに思っていますので、そのへんについては

町長の考え方、もう一度はっきりと、こういうことで手を挙げたという考え方についてお伺いで

きれば、今後の再質問の中で役に立てたいと思いますので、よろしくちょっとお願いしたいと思

います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) お答えいたします。地域おこし協力隊は、これは地方創生と重なってはおり

ますが、地域おこし協力隊の制度は、少し地方創生のものが打ち出される前からだと、このよう

に承知をしているところでございます。しかしながら地方創生の構想が打ち出されまして地方版

総合戦略を全国各自治体で作りなさいということになってそれを立てて馬力本願プロジェクトと

いうものが私どもの町として打ち出して、それに、それが認定をされまして、１回目の 100 パー

セント交付金がついたというようなことで、それを進めているところであります。その中で地域

おこし協力隊のメンバーとして、今、企画が担当しております、この馬力本願プロジェクト。横

断的に各部課が関連いたしますけど、関連する部課もございますけど、そこにいわば民間の経験

を持った地域おこし協力隊員を募集して、そこに入ってもらうと。そのプロジェクトの推進に携

わってもらうことでいい効果が生まれると。ましてやその地域おこし協力隊の、いわゆる人件費

に相当するもの等は国がこれを出すということになってるものですから、これを私どもが取り上

げて、そして募集をして今答弁がありましたとおり、昨年８月と 11月に１人ずつ入ってもらって、

今、相当活発にいろんなことに取り組んでいただいているところでございます。全体的な馬力本

願のみのプロジェクトのみの推進ではなくて、その他のこともその協力隊員の持ち味で出してや

っていただいているビブリオバトルとかいうようなものもありまして、やはり当町の中だけでは、

ああいった発想は出て来ないだろうなっていうことも取り組んでいただいておりますので、その

効果は大いに感じているところでございます。 
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以上です。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 今の町長の説明の中では、主体的には馬力本願プロジェクトの推進のために

ということでしたけど、しかしそればかりではありませんと、他の仕事についても、このまちお

こし協力隊について、お互いに協力して、まちおこしをやっていきたいと。こういう願いを込め

て先ほど答弁もありましたけれど、我が町では２名の協力隊を採用していると、こういう状況な

んですけども。この２名の協力隊のそれぞれの役割分担というのかな、こういうものはあるのか

ないのか、そのへんはどうですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) はい。現在馬力本願プロジェクトを推進している中で、このプロジェク

トには３本の柱がございます。３本の柱がございます。一つがその馬文化の伝承。で、おもてな

し。そして定住・移住の促進という３本柱に基づきながら、今、進めております。その中で馬文

化の伝承を１人の隊員が、そしておもてなしという分野をもう１人の方が担っております。それ

で定住・移住というのは今、企画課の仕事としてグループがございますので、それはそちらのほ

うでさせていただいておりますけども、全て企画課で協力しながら３つの柱を進めておるという

ことでございます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) お二人の方々の持つ役割っていうのかな、そういうものも含めて、これは、

どこに所属云々ってことはないと思うんだけど、主に企画と、企画と連絡調整を当っていると。

したがって主担当って言うのかな、おかしな言い方すればあれだけど、主担当は企画が総括をし

ていると、こういうことで解釈してよろしいですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 地域おこし協力隊員っていうのは、あくまでも非常勤の臨時、特別職と

いうことなもんですから、所属というよりは企画課に籍を置きながら、いろいろな活動をしてい

ただいていると、その中で企画課がバックアップをさせていただいているという形でございます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) そういうことで、主に企画課と連携を保ちながら推進をしているというふう

に私は今、解釈をしてるんですけども、このまちおこし協力隊の任期といいますか、これは３年

というふうに私は記憶してるんですけども、そうすると今年含めてあと２年ですか。というふう

に私は記憶してるんですけど、間違いございませんか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) はい。協力隊員の任期についてでございますけども最長３年というふう

になっておりまして、毎年更新をかけながら最長３年ということにさせていただいております。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) これから再質問することに関わりがありますので、若干確認をしておきたい

と思うんですが、この任期の部分について、これは例えば本人が希望すれば、さらに再延長とい

う形ができるもんなのかどうなのか、そのへんちょっとお伺いしたいと思うんですが。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 壇上でもご説明させていただきましたが、今回、地域おこし協力隊を採
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用するに当たりましては国の特別交付税措置を受けております。これの措置が最長３年というこ

となもんですから、もし町として雇い入れるといいますか、そうなると町の単独費扱いとなりま

すので、協力隊員としての国の制度ということにはならなくて、町のほうの採用という形になる

かと思います。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) ちょっとそのへんが、ちょっと私わからなかったんですけど。本人が希望し

て、なおかつこのことについて頑張りたいということになれば、国の補助としては３年しかみて

ないと。したがってあとは、単独、町の単独費という形になるというふうに今の答弁だったと思

うんですよね。そうすると例えば、今現在の協力隊、まちおこし協力隊の方々が任期３年終えて、

また別の形でもって雇うということなれば。この部分については補助金の対象になる。別な人、

そういうことではないんですか。あくまでも３年に限り町に補助金を出すとこういうことなんで

すか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) そもそも国のほうで作っております制度、地域おこし協力隊というのは、

最長３年ということですけども、そもそも協力隊の目的としましては３年間で地域に溶け込み、

地域内におきまして事業を立ち上げる、会社を立ち上げることを目標として設立された制度にな

ってございます。ですから、３年間の間にその地盤を作りながら、自分で会社なり仕事を見つけ

ながら、その地域で活躍していただくという制度なもんですから、その後も町と関わりを持つと

いうことが基本とはなっておりません。あくまでも協力隊員がその地域において活躍する場を見

つけて作り出すということになっておりますので、町が最後まで面倒を見るというものではござ

いません。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) ちょっと私もそのへんが誤解している部分があって、本人がやり残している、

いわゆる協力隊としてやり残している仕事があれば再延長して、もう一度頑張ってみると。こう

いうもので国の補助金も出るんだろうって私、思ってましたけど、今の話し聞くとそうでなくて、

あくまでもそれは本人の努力次第で、もしやるとすれば町がいわゆる単独費でもって雇うと。こ

ういう形になるだろうというようなことであるということで今確認しましたけども、しかし、そ

のお二人の方々の役割分担について今お話しました、昨日池田議員のほうから、いわゆる、あそ

こで一人、ちょっと最近ね物忘れが激しくなって申し訳ないんですが、の話しもしてました。で、

お二人の方のうち、お一人はそういうことでもって頑張っている。で、私はもう一人の方と、こ

の間、２回ほどお会いしてお話をして、いろんなお話を伺っています。その方は、いわゆる馬力

本願だけでなくて我が町にとって、いろんな方法を見つけながら、例えば読書会だとか高校との

連携だとかっていう話しもしてますので、そういう意味では非常に有効的に動いてると思うんで

すが、そこで、ひとつお伺いしたいのは、お二人の方の主眼として、この今、答弁でもありまし

たけど馬力本願プロジェクト。この先ほど町長も言われましたけど、主体としては、主としては

馬力本願プロジェクトの達成のためにいかにして動いてもらうかと。このことがこのまちおこし

協力隊の主な仕事だっていうふうに、私は今のお話を聞きながら思ったですけども、そのことに

ついての中で、お二人の方々に何らかの形で、この馬力本願プロジェクトの一員として協力して

もらっているという解釈でよろしいんですね。 
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○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 壇上でもご答弁申し上げましたが、今回、協力隊員を採用するに当たっ

て、４点の目標に向かって活躍できる人ということを対象に募集をさせていただいて、この２人

を採用させていただいております。ですから２人の考え方の中には基本は馬力本願の推進という

ことに向かってやっていただく。そして後は、地域に溶け込む方法として自分の持っているアイ

デアを表現しながら今現在、行っているということでございます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 私の本願、主たる質問の中身についてはこれから入るんですけども、実は３

月の時点で、私は、馬力本願プロジェクトの進捗状況についてお伺いをいたしました。そのとき

に答弁として、いわゆるまちづくり会社を推進して行くと。今、準備中だという中で、その推進

に向かって町も動いているというふうに私は答弁の中でそう感じ取ったんです。その後、私もそ

ういう意味で、ぜひこれは成功すればいいなと思ってたんですけども、まちづくり協力隊の、ま

ちづくりっていうかまちおこし協力隊の１名の方とお会いした中で、その１名の方は、実はこの

まちづくり会社の主たる任務を含めて積極的に動いていると。こういう状況でありまして中身に

ついても説明されました。そのへんについては、これは当然町側とも連携を保ちながら動いてる

っていうふうに私は解釈したんですけども、どうも話を聞くと、民間活力を導入するという中で

町として、どのような後押しをしているのか、そのへんの私聞き取れなかったものですから、そ

のへんの聞き取れなかったものですから、いわゆる町が、このまちづくり会社。民間活力導入っ

てことですからあまり関わってないと思うんですけど、しかし、いずれにしても、まちづくり、

まちおこし協力隊と協力をしながら、このまちづくり会社の設立に関わって、町は一定程度役割

を果たさなくてはならないと私は思ってるんですけど、そのへんの考え方はどうですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 馬力本願プロジェクトの基本構想というものを、本年３月までに完成さ

せております。先ほど申し上げたとおり３本の柱が中心になって、このプロジェクトを進めて行

きます。プロジェクトを進めるに当たって、最終的にはこれをひとつの会社としてやっていける、

やっていこうというのがまちづくり会社ということで、これは最終形として、それを会社の中で

いろいろな事業を持ちながら、この３つの柱を成功、成り立たせて行こうということの過程の中

で、さてそのまちづくり会社を作るためにはどうしましょっていうのが、今、研究段階。今、準

備中ということでいろいろな研究をさせていただいております。会社というのは、やはり自主・

自立。さっき議員もおっしゃったとおり、自分たちで成り立たせなきゃならないというところも

ございますので、いかに収入源を見つけるか。当然、人も雇う人件費というのもかかりますので、

そのへんも含めながら、その会社を成り立たせるための収入源。そしてそのまちづくり会社が、

町のために、このまちづくりのためにできる事業の選択などをいろいろ研究しながら今、その設

立に向けた準備の研究をしているという段階でございます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 馬力本願プロジェクトの中でもとりわけ、このまちづくり会社の設立という

ことについては、私もこの町の発展のためのひとつの要素として非常に期待している部分でいる

ものですから、このへんについてもう少し詳しく町としての見解。もう少し詳しく町としての見

解についてお伺いしたいために、以下によってまた質問したいと思うんですけど、今年の３月、
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ご答弁にあったように、町としては単に会社設立だけでなくて、その構想も含めて積極的な民間

活力を利用しながら進めて行くんだと。こういう強い方針の中でこのまちづくり会社の推進を含

めて実行しているもんだというふうに私は思っていますので、このへんの関わり方が、確かに民

間活力といいますけども、そこに任せっぱなしではなくて、町としてこの会社設立のために、ど

のような今後手立てを講じながら、いや、けっして補助金出せとかなんとかでなくて、まちづく

り会社の設立をするために、町としてどれだけ協力できるのかってあたりの覚悟、覚悟っていう

のかな、自覚もちょっとお伺いしたいなってふうに思ってるんですよ。そのへんどうですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 本年４月に入ってから、馬力本願プロジェクトの基本構想に基づきまし

て、今後そのまちづくり会社っていうのを設立を最終目的としながらも、どのように進めて行く

かという会議を開くために、それに賛同していただく方を集めて検討会議を進めております。最

中でございます。その中で、まず会社づくりっていうのは大変だという議論から始まりまして、

これからどうしましょうってところで、今まだ論議の最中でございますけども、そこで町の関わ

りとしましては、皆様の集まっていただいている、そういう会議のメンバーに対しましては連絡

調整及びその会場の、それと何を我々が、町が求めているのかというのを、きちんと皆様に共有

していただきながら、３つの柱をいかに進めて行くかということをお互いに、例えばその会議の

中で、一人のメンバーとしての発言もしながら進めております。町の関わりというのはほんと大

変なことなんですけども、メンバーの方も、中には町として入ってこられるのもなかなか大変な

部分もあるということも伺っております。ただ我々といたしましては、必要な情報をいかに収集

するかということも含めまして、皆様になるべく新しい方法ですとか、詳しい情報、全て取り寄

せられるものは協力しながら、その場に公表しながら会議を進めて行こうというような流れにさ

せていただいております。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 今、ご答弁ありましたけども、この新しい、いわゆるまちづくり会社。この

部分についても、実は私は、協力隊の一人の方と、協力隊のお一人の方とお話をしました。具体

的な話もちらっとしてるんですけども、この具体的な話については町側もご存じだっていうふう

に思いますので、中身については言いませんけども、しかし、この会社の設立に当たっては準備

中だとかって言ってますけども、非常に困難的、困難なものも含めて私はあると感じたんです。

したがって、これは単に１年や２年でもって、れっきとしたまちづくり会社を設立できるってい

うふうな希望は私は持ってなかったもんですから、これからその実行に向けて何年かかるんだろ

うってなると。そういう意味で先ほどいいましたように、３年の中で解決できるっていうふうな、

まちづくり協力隊の任期３年の中で、このまちづくり会社的なものが完全なものになるっていう

ふうには私は思わないものですから、そこでやり残した部分があれば、先ほど言ったように、彼

が地域に根差して地域に住んでいただいて、そのことをやるということが主眼だっておっしゃた

んで、私はそういう意味も含めて長い月日がかかるんだというふうに思うんですよ。で、そこで

聞いたのは、どうも企画のほうと、企画ったらおかしいけれど、町のほうとまちづくり協力隊と

の連携そのものがきちっとできているのかと、このへんがちょっと不安になった部分があるんで

すよ。話し聞きますと、このまちづくり会社の設立に当たって実際的に活動しているのは、この

協力隊の方がやっているというふうに私は印象受けたんですよ。したがって町として、その協力
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隊の方といかに連携をして、どういうふうにやって、どういうふうな形でもってこの会社を盛り

上げていくのかと。設立に当たってどういうふうに盛り上げていくのかということが、ちょっと

不安になったもんですから、そこらへんで協力隊と町の連携のあり方について、どうなってるの

かなと。この部分について、例えば常勤じゃないですから、しょっちゅう来る訳じゃないと思う

んですけど、そのへんの連携についてもう少し詳しくお話し願えればと思うんですが。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 昨年の８月と 11月にお二人が就任して以来、毎月月初めに、前月分の

活動報告というものについてのミーティングを行っています。そしてその中では、今後の活動計

画も含めまして、お話合いをしながら、現在、当然困っていることですとか必要なことですとか

の話合いをしながら、毎月協力隊員お二人とは連携を図っております。ですから、もしその時点

で何か不都合があれば、そのミーティングの中でお知らせをいただいておりますので、我々とし

てもそれに協力するような形で毎月お話合いをさせていただいております。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) ぜひ、このまちづくり会社。これの将来的に実質的に発足できるかは別にし

て、やっぱりそれまでの過程の中で、やっぱりどういうふうなのかっていうのについては、やっ

ぱり真剣に考えて行かなければならない部分あるので、私は実際に動いて、できれば一番いいと

思っているんです。ただ具体的な中身を聞いてみますとかなり難しい要素も含まれているという

ふうに私は思うんでね、そのへんやっぱりきちっと連携を取りながら、私はやっぱりこの会社が、

我が町の一つの起爆剤となる。そのことを願ってる訳ですけども、そこでこの協力隊という部分

と、先ほど町長も言ってました、いわゆる馬力本願プロジェクトだけじゃないよと、少なくとも

町全体の部分の中で彼らが動けるような環境をどうやって作って行くのかっていうことも、私は

ひとつあると思うんですよ。そういう中で４つの要素。おもてなしだとかいろんな要素あると思

うんですけど、町長も恐らくそういう面では、このいわゆる自称、自称ったらおかしいけども、

まちづくり会社。このことの設立についての期待は相当持ってると思うんですけど、町長、その

へんどうなんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) その前に、先ほど進藤議員がお尋ねになっていたことに、こちらからちょっ

と答えていないところがあるのではないかと思いますので、それを申し上げますけど、協力隊員

は新たに募集してその人が採用というか、そういうことになればその方がまた３年と。今の制度

が続く限り、そういうことになると思います。それで実は、農政課のほうでも農業系の協力隊員

が欲しいということで投げかけているところでございます。それは置きまして、いわゆるそのま

ちづくり会社。ＤＭＯとかという言い方で、それがこの地方創生の全国の自治体に求めることな

んだというような大雑把な言い方ですけど、そういう受け止めをしてございます。それでまちづ

くり会社を作るということで、私どものほうでも企画課がそれのいわばお世話役というか、平た

い言葉ですけどそういう形でやってます。そして協力隊員の人たちと意見交換をしながら進めて

行っているというのが現状であります。それで、ただ、まちづくり会社っていうのは、この町に

とって非常に何と言いますか、大きな使命を持った会社になるだろうということで、そういうも

のがしっかりできればすごい良いことだなと思っておりますが、お金を誰がどのように拠出する

のかという一番のところから、なかなかそのよっぽど、よほど意見交換とか調整とか、そして意
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思を固めてやっていかなければならないだろうと。これも個々の人たちが集まって何人もの人が

関わる会社になるということでありますから、ちょっとその先を考えると、どなたが社長をやっ

て、いわゆるブレーンというか、会社を引っ張る人がどうなってというようなことを考えると、

進藤議員がお感じになっているところもよくわかるところでございます。それから協力隊員の

方々、今、一生懸命やってくれて、なかなかやはり優秀な方で、東京東証一部上場のＩＣＴ関係

の会社にいた方が奥さんと決断をして、将来はそういった大都市を離れてここで暮らして行けた

らというような思いもあって入ってこられて方だということで、その３年切れた時点でのことを

私も考えて、そういったまちづくり会社が軌道に乗って、その一員として働いていただけるなら

ばというような、これは想像ですから想いというか、そういうふうなことを考えております。そ

れから、もうひと方も馬のことに非常に愛着を持って協力隊員として私たちの町に来る前にも、

その札幌の競馬場周辺の仕事をされていたというような方ですので、馬力本願を担当していただ

いて、そしてそういった将来まちづくり会社の一員というようなことになっていただければ、こ

れはいいことだなというような思いがあります。ただ、それには先ほど申し上げたようなことで、

大変、会社を動かすための資金作り、これから始まりますので、そこらへんは、今この問題をい

わばコンサルティングしていただいている会社の方とも、意見交換、調整をしながら進めている

というようなところでございます。そのようなことで答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 今、町長の方針、考え方も含めてお伺いして、町長もこの部分については非

常に期待をしているっていうご答弁だったと思うんですよね。そこで、今、このまちづくり会社

の主体性を担うというか、どういうふうに、どこが、誰がまとめて、どうやってやっていくのか

というあたりが、まだちょっと漠然としてると思うんですよ。ただ私聞いてるのは、このまちづ

くり協力隊の１名の方が中心となって、町内を人集めっていうのかな、人集めやら資金集め、そ

ういうものを含めて動いているような感じでもって受け止めたものですから、そのへん私の感覚

が間違ってるのかわかりませんけども、そのへんの部分の中で町として協力できるものについて

はどんなふうな形になっているのか、そのへんが私ちょっとわかってないもんですから、わかん

なかったもんですからね、そのへんの動き方、町としての動き方についても、もしわかれば、今

どういう形でもってその協力隊の方と協力してやっているのかっていうあたりをお教え願えれば、

教えてもらえればありがたいと思うんですが。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 今現在、まちづくり会社の設立に向けてということでございますので、

会社というのは法人なりいろいろな形あると思うんですが、それの準備会の準備会といいますか、

さてこれからどういうふうに作りましょうという段階を語り合う意志を持った方に集まって、そ

のへんをどうしようかと、こういう形にしようかとか言うよりも会社を設立するためのメンバー

をどういうふうにしましょうか、形をどういうふうにしましょうかという準備段階で今、皆さん

にお集まりをいただきながら、今後、設立に向けて準備会をもって発起人会をもって、会社設立

への段階をずっとその手前で今、お話合いをさせていただいているところのその段取りを町とし

てさせていただいております。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) ぜひね、その部分については町も協力をしながら協力隊の意志に合うような
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形の中で、全面的に協力隊を信用すれって言うんでなくて、協力隊と連携を保ったワークショッ

プの中で、我が町にとって一番いい方法を考えて行くということでお考えいただければと思って、

今後その部分については協力隊と連携を保ちながら良い方向に向かってほしいなと思うんですが、

この協力隊、全国的には相当数がいらっしゃるみたいなんですね、私の調べたところでは 28年度

末では約 4,000人。3,900人だったかな、4,000人くらい。しかも、自治体では約、自治体で採用

している自治体は全国で 700、700 まで行かなくても 680 ちょっとあると思うんですよね、した

がってそれぞれの町の中で、この協力隊、町おこし協力隊と連携を取りながらどういう形でもっ

てやるのかというあたりは、それぞれ町で工夫してやってるんだと思うんです。したがって我が

町としてもせっかく協力いただく訳ですから、そういう面では他の自治体とも連携を保ちながら

交流をするっていうのかな、そういう形の部分っていうのは今までやってるんですか。どうなん

ですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 進藤議員、恐らくその協力隊員の研究はされていると思うんですが、全

国各自治体におきまして、それぞれ分野的には様々な協力隊員の形、形式をとっていると思いま

す。我々のような馬に関するものは恐らく他には事例は無いかと思います。ただし、道内におき

ましても協力隊の、協力隊の会合といいますか、それは定期的に行われておりまして、それには

私どもの２名の協力隊員も参加していることもありますので、そのへんで意見交換はされている

と思います。自治体間の打合せというか連携は、その点ではありません。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 全国各町では、このまちおこし協力隊を活用しながら、いろんな試みをして

いるという部分もあります。今言ったように、このまちおこし会社ですか、こういう部分につい

て私、全道的にもあるいは全国的にも、全国的にも稀だというふうに思うんですよね、そういう

面では。そういう実践のあるというかな、会社を作っていく。町おこし協力隊あるいは町と中心

となりながら、そういう町おこしを作って、まちおこし会社かな、独自会社を作っていくってい

う実践のあることっていうのは全国的にあるんですか。どうですかその辺。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 詳しくは全国の事例は取り上げて調べてはおりませんが、近隣では浦河

町さんが、浦河町が協力隊出身の方が観光協会のほうに、今、配属されておりまして、３年経過

後だと思うんですけど活躍されているというふうには伺っております。他の町も何人か、それぞ

れいらっしゃいますので経過後につきましては、その町に残りながらいろいろな体制で活躍はさ

れているとは聞いております。ただ私どもが考えるようなまちづくり会社、いわばＤＭＯと呼ば

れるものですけれども、なかなかこれは大変だということで全国の事例でもそんなに数は多くな

いと聞いております。 

以上です。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 全国的にもいろんな実践例があるとういことで、必ずしも会社を設立するこ

とが目的ではないと思うんですが、そういう実践例もあるところも相当ありますんでね機会があ

れば町づくり協力隊の方々と合せて、全国的な部分の中で紹介をしながらどういう活動してるの

かっていうあたりも、参考例として勉強していただければとこんなふうに思っています。そうい
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う意味で、ぜひ私はこの協力隊が、当初、我が町として意図するような中身として活動、活躍で

きるそういう場をお互いに協力しながら、密接に連絡をしながらやっていただきたいと。したが

って、別に変な意味でなくて、町おこし協力隊の方々をうまく利用して、そういう面で町の発展

を願っていくというようなことであると私はそういうふうに願ってるんですよね。そういう意味

でぜひお願いしたいなというふうに思うんです。で、もうひとつ、この町おこし協力隊あるいは

まちづくりっていいますか、そういう面の中で先ほど最後に、期待するものという形の中でご答

弁いただきました。当然、この町おこし協力隊の方々が我が町に定住してくれる。そのことも一

つの目的としてあるんだろうと思うんですよね。そういう面では定住できるような環境をやっぱ

りきちっと作っていただく。そしてそこで、これまで生かした知識、能力このことを十分に発揮

していただく。このことも一つの我が町の狙いとして私はあるんだろうというふうに思うんです

よね。そういう意味では、ぜひ、そう意味では今後連携を保ちながら、今後いろんな問題でまた

企画されているみたいですから、そういうものもただ単に、協力隊の方にお任せするんでなくて

連携を取りながら町と連携をとりながら、やっぱり有効活用していくと。このことが必要だろう

と思いますのでよろしくひとつお願いしたいというふうに思います。 

以上、質問を終わりたいと思います、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。 

          休憩 午前１０時２２分 

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

          再開 午前１０時３６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。 

14番、阿部君。 

          [14番 阿部公一君登壇] 

○14番(阿部公一君) 通告に従いまして、壇上より６点について質問させていただきます。 

今年度の執行方針では、この町を将来にわたって活力ある町として維持発展させていくために

は観光客誘致などの外貨獲得施策も欠かせない取り組みですが、何よりもこの町に住む人々が、

暮らしに安心と安全を感じ、心から住みよいと思える生活環境を整えて行くことが重要と言って

おります。そこでバーチャル病院構想についてであります。執行方針では更なる取組の強化を行

っていくと述べておりますが、具体的にどのような方策をお考えなのかお聞きします。また、こ

の構想はどの程度の進捗状況であるのかも合せてお聞きします。 

 次に、平成 26年度より課題となっております循環器センター構想について、平成 27年６月定

例会において、町長は、今任期中で道筋をレールに乗せ任期終了後数年で事業開始の目途をと述

べられております。平成 28年度より基本構想の策定に取り組まれている循環器センター（仮称）

について、今年３月に配付された新ひだか町新公立病院改革プランでは、３課題に対するためと

して、新ひだか町立静内病院循環器センター（仮称）の整備に向け検討を進めるとしています。

これは平成 27年の町長答弁からしますと、その姿勢が後退しているのではないかと感じとれます

ので、その進捗状況について、現在どの段階であるのかお聞きします。 

次に、防災対策における水害対応タイムラインの協議検討状況についてお聞きします。この課

題については、平成 28年９月の定例会においてお聞きしており、その答弁として岩見沢市を参考
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として検討するとしていました。今年６月１日の報道によりますと、平取町では、既に道内２例

目として完成、報告会も行われているとのことです。各関係機関との協議等大変な労力を費やさ

なければなりませんが、現状としてどのレベルまで協議検討がなされているものなのかお聞きし

ます。また、ひとつの事案として、昨年の御幸町１丁目の旧真沼津川流域で発生した床下・床上

浸水被害に対し、防災という視点から検討されていると考えますので、どのように検討されてい

るのかお聞きします。 

次に、安定的財政運営についてお聞きします。これまでに何度かお聞きしております標準財政

規模についてであります。言うまでも無くこの数値は実質収支比率、実質公債費比率、連結実質

赤字比率、将来負担比率、経常収支比率などの基本的な財政指標や財政健全化指標の分母となり

ます。当然、分子の変動が無い場合、分母が小さくなると計算上はその比率が大きくなることは

当然です。標準財政規模が平成 33年度では約 90億円としておりますが、新財政計画での予算額

は 147億 300万円で約 1.6倍となっており、この数字が将来的にも妥当な数字であるのか私的に

は、ひとつの目安として標準財政規模の 1.2 倍から 1.3 倍程度の予算額が妥当ではないかと考え

るところですので、そのお考えをお聞きします。今年度の町政執行方針では、町政に臨む基本姿

勢の中で行財政基盤の確立は必須の優先課題と述べております。そこで合併時より何度か先輩議

員も一般質問において経常収支比率について質問されております。この数値は、平成 18 年度で

91.6パーセント、その後の財政改革等により平成 22年度では 84.5パーセントでした。この数値

が平成 27 年度では 95.6 パーセントとなってきております。ご承知のとおり、この経常収支比率

は財政構造の弾力性を示すものです。新財政計画によりますと平成 29 年度で 102.2 パーセント、

平成 30年度 95.0パーセント、31年度 93.6パーセント、32年度 93.7パーセント、33年度 92.7

パーセントとなっており、一般的に望ましい数値といわれる 80.0パーセント程度からすると、こ

の数値は財政規模の硬直化を暗に示しております。この数値の一般的に望ましい数値を目指す場

合には、歳入歳出について厳しい選択が求められます。経常経費の削減にはいろいろな手法があ

りますし、財源の確保にも多様な方法があります。それらの手法を一挙に進めようとすると町民

からの反発は非常に大きくなるものと想定されます。行政及びトップにある町長に対してもその

評価は非常に厳しいことが想定されます。そこで仮定の話しではありますが、一般的に望ましい

数値を目指すとした場合、どのような方法があるのか。財政計画年度内とそれ以降の歳入歳出に

ついて、そのお考えをお聞きします。また今年度、その策定が予定されております第２次総合計

画との関係についてもお聞きします。ネットや文献等によると、総合計画とは、地方自治体が策

定する自治体のすべての計画の基本となる行政運営の総合的な指針となる計画であると言われて

います。総合計画策定に当たっては、新ひだか町まちづくり自治基本条例の第１章第３条で、最

高規範性が定められており、その趣旨は十分尊重されなければなりません。それゆえ総合計画策

定においても財政課題とは密接に関係があると考えます。現在、第２次総合計画の策定が進めら

れていることと存じますが、その計画は平成 30 年度から 10 年間の平成 39 年度までと認識して

おります。第１次計画では、計画期間 10 年。財政計画においても平成 19 年度から 10 年間とし

ていました。しかし、新財政計画は 33年度までとなっており、財政面から見ると第２次総合計画

期間では、その期間において整合性に不具合な面がありますが、なぜこのようにそれぞれの計画

期間で相違が出たものなのか、このことの意図はどのようなお考えによるものなのかお聞きしま

す。 
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以上、６点について壇上からの質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 

          [静内病院事務長 米田一治君登壇] 

○静内病院事務長(米田一治君) 阿部議員の安心・安全のまちづくりのご質問の中で、バーチャル

総合病院構想及び仮称となりますけれども循環器センターの取り組み状況につきまして答弁申し

あげございます。 

１点目のバーチャル総合病院構想でございますが、これは町内の医療機関などが情報を共有し、

あたかもひとつの総合病院であるかのように、地域で医療の完結を目指すものでございますが、

平成 22年度の総務省地域ＩＣＴ広域連携事業を活用した画像共有システムの整備に始まり、これ

までも町立の２病院、歌笛診療所並びに特別養護老人ホーム２施設と介護老人保健施設まきばを

ネットワークで結んだ電子カルテシステムにより情報共有を図ってきたところでございます。昨

年度は使用中のネットワークに障害が起きても、継続かつ安定したシステム運用を可能とするサ

ブネットワークを形成するための機材の情調化、これは集約化といったネットワーク構成の見直

しを実施しまして、システム全体を運用の安全性を向上させてきたところでございます。本年度

につきましては、かねてから医療連携について協定を結んでおります新冠町立国民健康保険診療

所と医療情報連携をスタートしていくための情報システムを稼働させるべく最終的な調整を進め

ているところでございます。また町内の医療機関及び介護施設との情報連携につきましても、必

要とされる情報の種別やそれに適した情報提供方法などについて調査を進めて参りたいと思って

おります。また、関係学会、研修会などにも担当職員を参加させ全国レベルでの先行事例に係る

情報収集を積極的に行ってまいります。２点目となりますが、仮称循環器センターに関すること

でございますが、町立静内病院におきましては循環器を中心とした各種医療や血液透析を必要と

する患者様の治療について、日高中部地域で完結させていこうと、現状では実施することの出来

ない人工透析治療や心臓リハビリなどにつきましても取り組むことの出来る(仮称)循環器センタ

ーの整備に向けて、昨年度町立静内病院内に設置した町立静内病院循環器センター整備検討委員

会におきまして、管内、町内の患者の状況や必要とされる施設などの現状と課題を整理し、いわ

ゆるたたき台となります基本構想をまとめ、理事者、財政担当と協議を行ったところでございま

す。本年度におきましては、事業計画の策定作業を進めているところでございますが、基本構想

の中で掲げている現状と課題を基に、町立静内病院が担う役割を明確化するための基本方針を始

め、施設の規模や機能、整備手法、収支計画、人員確保などについて身の丈にあった運営が可能

な事業計画の精査を進めていくこととしてございます。また、脳神経外科領域の医療提供におき

ましては本年２月下旬から、北海道大学病院脳神経外科から医師の派遣により、週１回ではござ

いますが外来診療を開始してございまして、この診療実績を踏まえながら今後の事業計画の中で、

その取り組みの方向性についても検討してまいりたいと考えてございます。バーチャル総合病院

構想、循環器センター、いずれの計画実現におきましてもイニシャルコストのほか、整備やシス

テムの維持運営に係るランニングコストの財源確保も考慮する必要があることから、財政当局と

も十分協議しながら住民の安心・安全の確保を目指すべく構想実現に向けて努めてまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君登壇] 
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○総務課長(藤沢克彦君) 阿部議員ご質問の、安全・安心のまちづくりについての３点目の防災対

策に係る水害対応のタイムラインの作成の進捗状況について、ご答弁申し上げます。タイムライ

ンについてでございますが、昨年の９月定例会において阿部議員よりご質問をいただき、今後に

つきましては大雨時の河川増水を想定し、災害が発生した場合をイメージしやすい役場、地域、

町民それぞれの役割を示したタイムラインの策定を避難等に関するガイドラインの策定と合わせ

検討してまいりたいとご答弁をさせていただいています。この後、平成 29年１月に内閣府が策定

する避難勧告等に関するガイドラインの改定が行われております。本町では避難勧告発令等に着

目したタイムラインの策定を目指していることから、さきに避難勧告等に関するガイドラインの

策定に着手したところでございますが、改定された内容の精査や、さらに北海道が改定に伴うマ

ニュアルを示す予定があるとのことでございますから、これらを踏まえて策定作業に入って行き

たいと考えてございます。また、国土交通省では平成 27 年 12 月 10 日に社会資本整備審議会会

長から国土交通大臣に対しまして、大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について

社会意識の変革による水防災意識社会再構築ビジョンの再構築に向けてと答申されたことを踏ま

え、施設では守りきれない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、社会全体で洪水に備える水防

災意識社会再構築ビジョンを取りまとめております。これを受けまして北海道は平成 28年８月以

降に相次いで発生しました台風による豪雨災害で、北海道が管理する中小河川において甚大な被

害を受けたことから北海道管理河川についても、国と同様に水防災意識社会の再構築に向けた取

組を進めることとなりました。日高振興局では管内の北海道管理２級河川において減災のための

目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、総合的、計画的に推進し社会全体で常に洪水

に備える水防災意識社会を再構築することを目的として、河川管理者、北海道及び管内各町等か

ら成る日高振興局河川減災対策協議会を設立し、減災に向けた取組を行うこととなりました。こ

の対象となる本町の河川は布辻川、捫別川、静内川、古川、真沼津川、鳧舞川、三石川の７河川

でございます。今後は５年間で達成すべき目標が定められ関係機関との連携を強化し、２級河川

で発生しうる大規模水害に対して迅速・確実な避難のための防災意識向上、社会経済被害の最小

化を目指すところでございます。タイムラインの策定については、内閣府が策定する避難勧告等

に関するガイドライン及び水防災意識社会を再構築することを目的とした、日高振興局河川減災

対策協議会における減災を図る取組とも整合性を図る必要性があると考えていることから、これ

らの推進とあわせ取り組んでまいりたいと思います。また、ご質問の中で、平取町で道内２例目

とございまして、正式には沙流川平取地区水害タイムラインでございますが、沙流川は国が所管

する１級河川であるため、国の機関である北海道開発局室蘭開発建設部が主体となり、室蘭地方

気象台及び平取町の３機関を事務局として、地域の 19の関係機関が連携し、約 10カ月間で６回

にわたる検討会を経て完成したものでございます。各関係機関との協議に関しましては水害対応

タイムラインに特化したものではございませんが、昨年の台風災害後、関係機関や各町における

災害対応の検証や情報共有及び連携について各種会議などを通じて行われてきたところでござい

ます。 

次に、昨年の御幸町１丁目の旧真沼津川流域で発生した床下・床上浸水被害に対し防災という

視点から検討されていることについてでございますが、昨年の台風９号における豪雨では普通河

川旧真沼津川が増水し、河川護岸高さ中段に設置されている町道雨水排水のはけ口より、河川水

が町道に逆流するとともに河川護岸上部より河川水が越水したことにより地先町道が冠水すると
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ともに周辺住宅などで床下浸水７件、床上浸水４件の被害が発生しております。旧真沼津川につ

いては流域面積 0.8キロ平方メートル、静内本町、木場町、御幸町、ときわ町、山手町、高砂町、

中野町地区を持ち、流域の宅地化により降った雨が短時間で流下する状況であり下流の古川に流

入、さらに下流の静内川へ流下する地形となっております。昨年の台風９号における被害につき

ましては、地域の雨量データを整理しますと、アメダス静内観測所、山手体育館ほか地先山手町

２丁目の雨量データでは、平成 28年８月 22日正午より雨が降る出し、翌 23日、午前 11時ころ

には止んだものの、24 時間で 117 ミリの降雨となりました。また、23 日午前５時から９時まで

の１時間降雨が 53.5ミリとなり観測史上最大の１時間雨量となり、短時間に集中豪雨が発生し河

川及び道路排水の能力が見合わなかったと考えております。局地的な短時間の集中豪雨について

は道内各地はもとより、全国的に発生しているものであり、今後も気象状況に注意しながら対策

を研究して行きたいと考えているところでございますが、それに見合う施設の規模・能力を備え

ることは非常に難しい問題であり簡単に対応できるものではないため、住民の皆様の協力、自助・

共助を得ながら最小限に被害を抑える努力をして行く必要があるものと考えております。昨年の

台風災害の教訓を今後の防災対策に生かし、災害が発生する恐れがある場合等においては特に必

要と認める地域の住民に対し、例え空振りになる恐れがあっても避難勧告等の発令を行って行き

たいと考えておりますが、避難勧告等が発令されたとしても被害を受けるのは本人自身であるこ

とを理由に避難をしない方がおられます。この避難勧告等は強制力を伴っておりませんが、これ

は一人ひとりの命を守る責任については最終的には本人であるという考えの基に立っているもの

でございます。したがいまして、町民の命、身体を保護するために行う町の責務は、町民一人ひ

とりが避難行動をとる判断ができる知識と情報を的確及び迅速に提供することでありますので、

町民の皆様におかれましては、これらの情報を参考にし、自らの命を守る行動をとっていただき

たいとお願いを申し上げますし、今後も町民の皆様のご協力を得ながら被害が最小限となるよう

な防災対策に最善を尽くしてまいりたいと考えております。また、避難判断マニュアルや水害対

応タイムラインの策定についても町民の皆様の協力や理解がなければ取り組めるものではござい

ません。地域の状況は地域の皆様が一番ご存じであると思いますので、地域の皆様で作る自主防

災組織による共助の力が大変重要であると考えておりますので、未結成の自治会におきましては

結成をお願いを継続して行ってまいりたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、ご質問の大きな２点目、安定的財政運営についてご答弁申し上げます。始めに標

準財政規模からみる予算規模の妥当性のご質問でございますが、以前にも何度かご質問の際に答

弁をさせていただいておりますが、標準財政規模は地方公共団体の標準的な状態で通常収入され

るであろう経常的一般財源の規模を示すものでございまして、財政の健全性を判断する実質収支

比率や実質的な公債費に費やした一般財源の額の占める割合を表す実質公債費比率、普通会計等

が将来負担すべき実質的な負債の指標となる将来負担比率などの様々な指標の基礎となり、数値

の算出に係る分母として用いられておりまして、また、その大きさは標準税収入額等に地方交付

税や臨時財政対策債発行可能額を加えた数字で表されております。本町におきましては平成 28

年度で約 96億円となっておりまして、新財政計画の目標数値に基づく積算では、平成 29年度は

91億 9,000 万円、30年度では 91 億 2,000 万円、31 年度では 90億 4,000万円、32年度では 89

億 6,000 万円、33 年度では 89 億 2,000 万円となり、生産年齢人口の減少が予測される中、税収

等が飛躍的に伸びることは厳しい状況であることから、平成 34年度以降も縮小して行くものと推
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計をしてございます。標準財政規模からみる予算規模につきましては、どの程度の予算規模であ

れば妥当であるかとの基準を示したものはございませんが、また、国の経済対策等の施策展開の

地域の経済状況などが予算規模に大きく影響をもたらすこともあり、標準財政規模をもって適正

な予算規模を設定することは税収や地方交付税も減収することが必至であると予測されますので

無理があるものと考えておりますが、先ほど申し上げましたとおり、今後も標準財政規模は縮小

して行くものと推計しておりますので、まずは新財政計画に基づき段階的に予算規模の縮小を図

ることが重要であると考えておりますし、予算規模の縮小とあわせまして自主財源の安定的な確

保についても財政上、大きな課題となっていますことから住民に真に必要な行政サービスを行政

評価等により選択し、それに見合う財源の確保を行うことが適正な予算規模に繋がるものである

と考えております。 

次に、経常収支比率の改善に係る手法についてのご質問でございますが、これまでこの質問に

つきましても何度か議員からご質問いただき答弁をさせていただいておりますが、経常収支比率

は人件費や物件費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源の額が、

地方税や普通交付税など毎年度経常的に収入される一般財源に占める割合でございまして、即ち

経常的な一般財源収入がどれだけ経常的な経費に充てられたかを示す指標であり、財政構造の弾

力性を示す指標となっております。もし経常収支比率が低ければ投資的経費や地方債の償還、繰

り上げ償還などに使える資金が多いことを示しており、逆に高ければ一般財源の大部分が経常的

経費に使われていることから、いわゆる町独自の施策に充てるお金が少なくなりますので、財政

が硬直化しているとの評価となります。本町の経常収支比率は平成 27 年度決算では 94.6 パーセ

ントとなっておりまして、平成 28年度決算ではさらに上昇するものと見込んでおりますし、新財

政計画でも積算しておりますが、29年度決算においても比率が高くなるものと推計をしておりま

す。議員からのご質問にもありましたが、経常収支比率は一般的に 70パーセントから 80パーセ

ント程度が望ましい数字と言われておりまして、当然、この望ましいとされる数値まで比率を下

げることが安定的な財政運営に繋がるものと考えてございまして、これまで以上に経常経費を削

減すべく新財政計画を策定し、予算規模の縮小等を推し進めているところでございます。また、

合せまして公共施設等総合管理計画に基づく施設の統廃合や原価算定に基づく使用料等の見直し

を検討しているところでございまして、歳出抑制と歳入確保の両面から財政の健全化を進めてい

るところでございます。しかしながら、昨年 12月の定例会においても申し上げましたとおり、国

の各種社会福祉施策に係る財源負担が変更され、これまで国が負担してきた経費のうち一定割合

を市町村が負担しなければならない状況になっているとともに、人口減少や少子高齢化の加速度

的な進行により、地方税や地方交付税などの経常経費充当一般財源が大幅に減少していることか

ら劇的に財政状況を改善することは見込めないものと認識をしております。ご質問にあります経

常収支比率を下げるための手法につきましては、大胆に現行の各種行政サービスを廃止するなど

のことにより、また、使用料等の受益者負担を増やすことにより比率を下げることは可能である

と考えますが、当然それを実行しますと住民の皆様に多大なご負担等をおかけするものとなりま

すし、単に経常収支比率を下げるだけでは健全な財政運営や本町の主要施策としております安

心・安全のまちづくりなどの福祉増進にはつながらないと認識をしてございます。このことから

現行では先ほど申し上げましたように、費用対効果を検証し、経常経費の削減に努めるとともに

受益者負担の原則を踏まえた自主財源の確保を着実に実行して行くことが比率改善に向けた最も
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効果的な手法であるものと考えております。 

次に、第２次総合計画と新財政計画の整合性に係るご質問でございますが、議員からのご質問

の中にありましたとおり、第２次総合計画は現在、策定員会等を設置し各種作業等を進めている

ところでございまして、計画期間は平成 30 年度から平成 39 年度の 10 カ年として予定している

ところでございます。総合計画につきましては従来、地方自治法に基づく策定が義務付けられて

おりましたが、平成 23年度の地方自治法の改正により義務付けが撤廃され任意計画となっており

ます。また新財政計画につきましては平成 29年度から平成 33年度の５カ年を計画期間とし年度

ごとの目標値を設定した計画として昨年度策定したところでございます。旧財政計画につきまし

ては、第１次総合計画との同一期間となります平成 19年度から平成 29年度までを計画期間とし、

財政破たんを回避する行動計画として、また、第１次総合計画に基づく実施計画としての側面を

持った計画として総合計画に登載された事業費の見込み額を含めた財政推計を計画値としていた

ものでございます。しかしながら旧財政計画は明確な数値目標を設定しておらず、また行財政改

革による一時的な歳出の圧縮や地方交付税の増額などにより財政指標が改善されたように見えた

ことから、数値の置き換えや総合計画に登載された事業のうち実施が先送りとなった事業に係る

経費を後年度にスライドし更新をしてきたことから、更新を重ねるごとに策定当初の総合計画か

ら見ますと大きな乖離が生じていたものと思います。新たに策定いたしました新財政計画につき

ましては、平成 25年度以降、人口減少や少子高齢化等の影響による地方交付税や、地方税や地方

交付税の減収が進み、平成 19 年度以上の危機的な財政状況を迎えつつあると認識したことから、

旧財政計画を見直し明確な年度ごとの目標数値を設定した計画としたところでございます。この

新財政計画につきましては、計画の本文にございます計画と目標にも位置付けを記載してござい

ますが、総合計画に基づく実施計画の財源計画という趣きではなく、国の地方財政対策を基本に

本町が持続可能で安定的に財政運営を図り、収入に見合った真に必要な行財政サービスを的確に

実施して行くための指針として定めたものでございまして、計画期間につきましては 10年先の国

の施策や経済状況、地方財政対策に対して明確な見通しを持つことは非常に困難な状況であるこ

とや、一年一年の目標に対する実績を適切に分析・評価し、次年度以降の財政運営に確実に反映

させるため 10カ年ではなく５カ年の計画とした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、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14番(阿部公一君) どうもありがとうございます。まず最初にバーチャル病院構想なんですが、

現状やっているのはどうもその町立関係の部分だけかなと思う、理想的には将来、将来という意

味です。理想的には町内の各病院及びさらに延ばすと管内もしくは近隣の都市部、例えば王子さ

んとか王子病院さんとか、苫小牧市立さんだとか札医大とか北大さんというようなところまで延

ばすことによって、それらを受診する患者にとってはある程度負担が少なくなるのではないのか

なというふうには思うんですけども、理想的にこの構想を、理想的にですよ、経費だとか個人情

報の保護とかで非常に財政的にもかかりますし、難しい部分あると思うんですが、理想的に言う

とどの程度まで今、考えていらっしゃるのか、例えば町内、とりあえず町内だけだというのか、

管内だけだというのか、そのへんをお聞きします。 

○議長(細川勝弥君) 米田静内病院事務長。 
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○静内病院事務長(米田一治君) ただいまご質問いただきましたバーチャル総合病院構想の将来

像というか、理想、それから経費の面、相手先がどこかという部分でございますけれども、現在、

成果として挙がっている部分につきましては、公共施設間につきましては独自のネットワークが

ございますので、そちらと繋ぐ。これは他の者が入り込める余地がございませんので利用されて

いる患者様ですとか、各施設の入所者の情報が外に漏れるということは基本的にありませんので、

各施設に電子カルテの端末を置き、診療情報並びに医療画像の閲覧を、各出先の施設で出来るよ

うなそういった状況にしつらえてございます。そしてバーチャル総合病院構想の中で公共施設以

外に、当然ながら町内の医療機関並びに管内の他の公共的な医療機関とどのように結んでいくか。

また将来的に管外とどういうふうに結んでいくかという部分になろうかと思いますけれども、患

者様個々の診療内容、検査・投薬の情報につきましては、個人情報の際たるものというふうに考

えてございます。この情報が何だかのアクシデントや悪意を持つ者の脅威にさらされることのな

いよう、既存回線の活用。これを考えて行かなければならないかなというふうに考えてございま

す。今現在進めております新冠町立の国民健康保険診療所との接続をどのようにするかという部

分なんですけれども、これは民間の回線を利用致しまして情報のやり取りを行うことになってお

りますが、これも今まで使ったことの無いタイプの回線の利用方法を活用して、医療情報のやり

取りをしようという試みでスタートしてございます。現在進めているこの方法が、今後他の医療

機関と結ぶネットワークにどのように活用できるかということも検証しながら進めていければと

いうふうに考えています。また、将来的な相手先の部分については、町内の医療機関、それから

調剤薬局、それから後、管外の２次医療機関ですとか、そういったところ繋げていければと。特

に町立静内病院においては婦人科を開設して妊婦健診なんかをやっておりまして、出産の相手先

に、苫小牧圏域の産婦人科を希望されるような、そういった妊婦さんもいらっしゃいますので、

そういったところとの情報共有も図れればといった部分も考えてございます。また、経費につき

ましては民間の既存回線を活用することによって、回線使用については相当経費が抑えられるも

のというふうに考えております。どの程度の端末を各医療機関等に配置して対応していただける

か、そのへんの考え方によってずいぶん初期投資も抑えられるのではないかといった部分も今後

の研究課題になっているかなというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) バーチャル構想、非常に金がかかるというのと個人情報の確保という部分

については大変かと思いますが、患者さん、特に言っておりましたが産婦人科の関係ですと、ほ

とんどがこの町立病院にかかっていて出産は苫小牧等々の病院ですから、それまでのデータ等々

については送られることが一番ベストかなというふうに思いますので、今後とも努力をいただき

たいと思います。 

それでは、２点目ですけども循環器センターの進捗状況ということなんですが、今、壇上から

の答弁を受けますと、新公立病院の云々くんぬんということで、検討を始めたというようなふう

に聞こえたんですが、これ町長にお聞きしますけれども、循環器センターと言う言葉自体は、26

年、平成 26 年から方針等々に出て来ている。毎年出ています。26、27、28、29。そして今回、

新公立病院の云々くんぬんで出ています。27年の６月だったと思うんですが、この部分について

私のほうで質問をしました。そのときに町長が最後だと思いますが、今任期中で道筋をレールに

乗せ任期終了後、数年で事業開始の目途。数年後ということなんですが、最初の答弁のときは１、
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２年後って言ったんですがすぐ言い換えてますので、終了後数年でということなんですけども、

ここまでの予定を言って、お話ししてますんで、これは執行方針そのものは公約と言えるんです

が、ここまではっきり言ってますから、これは町長の並々ならぬ熱意のひとつの公約だというふ

うに私はとってます。それでこのことに対する日程的なもの。26年に答弁された日程に差異が無

く進められるのかどうか。もしくは道筋をレールに乗せるというところが町長自体、どのように

お考えてるのか。公約ですからそれらのことをどのようにして事業開始の目途にもっていくのか

という部分についてお答えをいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 循環器センターの推進、すなわち実現ということについてなんですが、これ

につきましては、今、答弁ありましたとおり、昨年度中にも検討委員会におきまして検討されま

したこと等を、私どもも入りまして内部で協議をしております。ですから、そのことを、さらに

協議を精力的に進めて、それをこのような構想ということで、いわゆる建物ですから間取りです

とか、それにどういう機材を設置するですとかっていうようなところまで固めて、それを皆様方

に報告したいというようなとこが今年度のことかなと、このように考えているところでございま

す。そのようなことで、既にそのようなよく言う、たたき台的なものは上がって来ておりますの

で、これを今、財政論議も後段でありましたけども、そういったことも踏まえて現実的な形はこ

うでないかというようなことをお示しして行かなければと、このように考えているところでござ

います。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14番(阿部公一君) えぇと、ということは示すということは、27年に答弁していることが順調

に行っているというふうに捉えるべきなのか、どうもちょっと遅れてるかなと思うんですが今の

答弁ですと順調に行ってると。そうすると平成 29年度においてこれに関しては青写真が示される

というふうに認識してよろしいかどうか、町長にお伺いします。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そのことにつきましては、今も申し上げましたが、それがいわゆるこういっ

た関係のコンサルタントに諮るというか、相談をしてそして成果品を出すという手法でなくて内

部の持てる調査費で対応して参れるという考えなもんですから、そういったもので固めたものを

お示ししたいと、このように考えております。そういうことでそれに基づいて実現については、

翌年度以降になるだろうと、このようなことが推測されると思いますので、27 年答弁のような、

27年度６月定例会に答えたことを先ほど阿部議員のほうから指摘がありましたけども、そういっ

たことで進めて参りたいと考えているところでございます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) この問題は今の町長の答弁で、26 年度の、27 年の６月の定例会で答弁し

た内容で進めるんだということで確認をさせていただきます。続いて防災関係。水害のタイムラ

インということなんですが、これを上部等々の関係でそれなりのものを作るということになると、

それなりの時間がかかりますよね。国だとか何とか。一番のネックは今年災害、去年と同じよう

な起きたときに対応出来るんですかって話しなんです。今作ってます。作ってますんで床上浸水・

床下浸水になっても、今やってますからがまんしてくださいって話にはなるのかなぁって思って

て、国、道を入れてやると確かに平取さんのようなタイムラインということで大げさになるって
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ことはちょっと失礼なんですけども、どうしても大げさになっちゃう。それよりも末端で小さな

ライン、小さなラインっていうのも変なんですけど、対応策を講じれるようなタイムライン。即

ち住民と一緒になってタイムライン考えるっていうのはちょっと、僕にとっては筋が違うんじゃ

ないかなと思うんです。防災担当の方がよりデータをたくさん持ってますよね、情報もたくさん

入ってくると思うんです。そうするとその情報と今までの経験等々からいった場合に想定、予定

がどうなるかっていう予定が出来る、しなければいけないんです。その予定をして、どういう行

動をとるのか、末端等々に対してどういう指示を出して行く。指示を出すのは防災担当だと思う

んですけど。そこが指示を出して行って末端で動きをしてもらう。そのことによって例えば、昨

年は床上浸水だったけども今年はなんとか防げたという、そのためのタイムライン。いつどうい

う行動を起こすかということがタイムラインであって、現実的なタイムラインとはそういうもの

だなと思うんですが、それと防災計画だとか道だとか国と合せてやっていくのは、これ２面性が

あって両方ともやって行かなければ結局はその、何か月。期間を相当期間数必要としますので、

その間に現場。災害起きた。大きい災害、小さい災害ってあると思いますけども、そのいろいろ

な災害の中で、今までの経験でどういう対応がしたらどこまで減災できるか、という部分で行き

ますと、どうも今、答弁があったんですけども、その少ない部分。末端の中でどうやっていくか、

データ、今までのデータをどう活用して減災にするのかという非常にその、なんと、タイムライ

ンの中身は多少薄くなるかもしれませんが、そのへんの部分については両面でやっていかなけれ

ばならないと思ってるんですけど、そのへんについてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 今、阿部議員がご指摘したとおり両面でやるっていう、２面性の、２面

性があるやり方は当然必要だとは思います。ただ今日の新聞にも出てたんですけど、国ほうが１

級河川については防災行動計画を策定しております。この後、先ほども答弁しましたけども北海

道が日高振興局管内でも会議を設置しましてやることとなってございます。基本的に防災、減災

をする場合に、うちでいうと２級河川が７河川ありますので道の機関とも連携をしなきゃならな

いということを考えれば、タイムラインについては整合性をある程度とらなければならないと思

いますし、その上で無駄が生じて来るのかなって思っておりますので、基本的には北海道、日高

振興局等と協議をさせていただいて、ある程度統一性のあるタイムラインの策定に向けて実施を

して行きたいというのが町の考え方でございます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 国の河川だとか道の河川の部分は、ある程度連携取りながらという部分に

ついてはわかります。勝手にやるわけにはいかない部分もあります。それでいきますと町河川。

旧シンヌツ。御幸町１丁目のところの旧シンヌツは町河川だと思うんですが、あそこは常にある

程度の雨が降った場合に冠水、逆流しますよね。冠水する。あれを大規模に直す方法がゼロでは

ないんですが、それには相当莫大な財政投資が必要なんで、冠水する、逆流しても床上浸水・床

下浸水をしないようにタイムラインとしてどうするのか。いつ動き出すのかっていうのを考える

のがタイムラインだと思うんですよ。だから結局、先ほどの答弁の中でも、空振りになる可能性

が高いけども被害に遭わないということを前提にタイムラインって考えられますから、例えば洪

水の注意報出てからどうのこうの動き出すんじゃなくて、もしかしたら経験上、もしかしたらこ

れだけの降りかたをしていたら洪水警報なりが出るかもしれない。というと出るかもしれないと
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いう段階で、それなりの担当職員等々が一歩を踏み出す。動き出すっていう想定がタイムライン

だと思うんですけども、そのへんの部分について人材的な部分、例えば町道の冠水云々くんぬん

だってなった場合に建設課が担当になるかもしれないんですが、昨年ちょっと見てると、冠水し

たよ、瓦礫、瓦礫って、土砂が出てるよっていうと窓口が全部建設課になっちゃうと電話を取る

一人。ちょっと誰だったかな、部長だったかなと思うんですけど、後各担当者が皆出ちゃってる。

電話入っても対応出来ないということになると、そういう部分についてタイムラインの中で、こ

の場合だったら例えばちょっと大きいやつで住宅等々がなった場合には減免だとかっていう部分。

農地がやられちゃうと減免対象という部分もあるので、例えば建設課の担当と税務の担当で行く

ということになると今まで以上に派遣できる箇所が増えるんだろうと。確認する箇所が増えるん

だろうと思うんですけども、そういう部分のまず、大きい意味のタイムラインじゃなくて、そう

いう細かい部分のタイムラインっていう作成をするべきではないかと思うんですがいかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 去年の８月の雨については先ほども申しましたとおり、１時間で 53ミ

リという雨が降りましたので、なかなかそのすぐに行動っていうところにはできなかったことは

反省をしなければならないかなと思っております。ただ職員の初動についてはマニュアルを制定

しておりまして、例えば大雨警報が出たら出動してくる職員というの指定しておりますので、そ

れをもう少し勉強会を通じて徹底することが大事なのかなと思ってございます。当然タイムライ

ンっていうのは防災行動計画って言われるぐらいですので、被害が出る前に行動するのが当然だ

と思ってますので、初動マニュアルなんかについても職員に徹底をさせまして対応して行きたい

なと思っております。町河川等についても、建設課の職員が出ておりますが、建設課の職員とそ

れから建設協会との連携も今とっておりますので、そういうところの連携を密にして今後は対応

して行きたいと思いますし、それと合せましてタイムラインのほうについても策定を進めて行き

たいというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 今のところで、たいした問題じゃないですが注意報が出たらマニュアルに

沿って職員が出てくるということなんですが、注意報が出てから動き出したんではときとして、

例えば大雨。昨年のような大雨の場合は対応が一歩遅れますよね。そこの一歩の遅れをいかに解

消するかというのが結局タイムラインで予測をして予定を組んで動き出すというところだと思う

んで、そこのところ今後いろいろやっていくのかもしれませんけども、そこのところ一歩早く動

くためのなんていうか、シナリオというのがタイムラインになろうかと思いますんで、そこのと

ころは今後、国等々からの注意報なり警報が出たらやるんじゃではなくて、出るかもしれないと

いう段階で動き出すべきだと思いますんで、そこのところだけタイムライン、今後タイムライン

作成する段階で、そこのところを十分、人材的な部分を含めて検討いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 今、阿部議員おっしゃたとおり、当然予測をして動きだすのがタイムラ

インの根本だと思ってます。タイムラインの中に職員の初動については、タイムラインを作って

も職員の初動の部分はマニュアルで規定しておりますので、あのそれはタイムラインと一応連動

することとはなっております、タイムラインと連動させなければならないと思っておりますので、
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そのへんの整合性は図っていきたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) それともうひとつ、先日かな。災害の補助事業云々くんぬんというのがあ

りましたけども、災害復旧のちょっとタイムラインという部分でもいくんですが、災害復旧の速

やかな災害復旧っていうのは、いかに現場確認を早く出来るかだと思うんです。特にあの地方、

地方というか田舎っていったら失礼ですけど、道路冠水しちゃって奥に家が１件、若しくは家が

無い。沢から土砂が出ている。職員、現場確認行けないですよね。そういう場合に、いかに早く

現場を確認するかという部分なんですけども、それをやることによって補助申請等々についても

スムーズに行くんではないかと思うんですけども、そのことで防災として例えば、今話題となっ

ておりますドローンなんかを導入して、いち早く災害現場の確認をして行く。補助だけじゃなく

て、いろんな部分で使えると思うんです。災害に使わなくても去年でしたか二十間道路の上空飛

んでましたけど、観光からなにからいろんな意味でドローン使えるかと思うんですが、今は災害

の対応という部分で考えた場合、ドローンの導入だとかは考えの中にあるかどうかをお聞きしま

す。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) ドローンの活用については、検討したことは実際はございません。ただ

今、阿部議員がおっしゃったとおり防災、防災というよりも災害発生したときの現場確認やそれ

から救援物資の搬送だとかでドローンが利用できるのではないかということで各種検討をされて

いることは承知しておりますし、ちょっと県、茨城県と民間団体だとか、宝塚市の消防だったと

思うんですけど、そこで民間と協定を結んでドローンを活用するということを行うということで

報道があったことは承知をしております。町単独でドローンを持つということについては、ドロ

ーンの操作性の問題とかそれから航空法だとかの問題等いろいろ課題があるので自治体自体でド

ローンを持つということは、ちょっと今の中ではまだ難しい課題があるのかなとは思っておりま

すけども、今後いろんな開発がされることによりまして、ドローンのその活用っていうのは広ま

っていくとは認識しております。今後検討するに値するものでないかなというふうには考えては

ございます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 災害現場、特に山とか沢なんかでの現場確認というときに、職員が行くと

いうことによって二次災害ということも十分考えられます。それらを防止するという部分ではド

ローンの活用っていうのは有効ではないかと思いますので、今後十分そのへん導入に向けて検討

していただきたいと思います。それで次に移ります。次、今までも何回か質問してまして、その

中でその答えはいただいてるんですが、今回も同じ答えだったんですが、本質的に聞きたいのは、

何のしばりも無いんです。標準財政規模と予算額って何のしばりは無いんです。しばりは無いん

で、そこのところは無視、あまり考えなくてもいいという話しになろうかと思うんですが、予算

の部分につくと目標値、財政計画の中で目標値を決めて具体的に云々って言うんですが、目標値

を決める以上、何らかの目安をもって目標値を決めますよね。何にも目安無しでただ目標値だっ

ていう話しにはならないと思うんです。そうすると一番いい目標値は、目標値は、いろんな財政

的な部分だとかで判断される標準財政規模だと思うんです。そこのところをまずお聞きをしたい。

慣例がどうなのか、それが 1.6 倍なのか 1.2 倍なのかっていうのはまた別ですけども、いろんな
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数値を総合的に精査して行くとどうしても、その分母となる標準財政規模の部分がネックになっ

てきます。これの部分で行きますと、そのようは標準税収入だとか普通交付税の部分ていうこと

になりますし、普通交付税だと逆に言うと将来的に基準が考え方変わらなければ、国勢調査によ

る人口がある程度大きく占めてくると思うんですけど、まずそこのところで、まず標準財政規模

をどのように捉えているのか。標準を目標を作ったときの基本というかベースになったのはなん

なんですかって話なんです。28 で約 180 億あって、29 で 160 何億だと思うんです。単純にその

数字だけみたら三石の分が無くなったんでしょって工事費。中身はいろんなことやってますよ努

力されているのはわかっています。でも数字的に見たら 160 億になった。30 年度で 140 億にな

った。それじゃあなぜ 140 億にするんですか。してその後は大体 140 億で 33 年度まで行く。し

たらそれが行くんだから安定的財政運営のベースですかって話なんです。だけどもその金額でい

って歳入歳出が同じだと、例えば経常収支比率だとかが一般的な数字の 80じゃなくて 90台。そ

れじゃ 90になったから即、財政破綻するとかそういう問題でないのはわかってますけども、それ

を継続的に行くことによって将来苦しくなる。というのも事実だと思うんですけども、そういう

部分も踏まえて標準財政規模とうちの財政と部分。関連は全く無いというふうに捉えてるのか、

あるんだけども今のところ、今1.6倍のやつではやるけども将来的にはもう少し小さくしていく。

当然標準財政規模が下がって行きますといろんな数字、分子が変わんないで分母だけがどんどん

下がって行けば率はどんどん上がって行きますから、当然単純計算だからなるんですけども、そ

のへんのことで 33年度までは今の部分でなんとか乗り切って行きたいけども、その後の部分につ

いてどういうふうな目途をもってる、考え方として標準財政規模との関係でどうなのかっていう

部分を、これ将来ですからなかなかわか、あの明確な答弁ないかもしれませんが、一応、考え方。

目標値のベースとなる考え方を私は標準財政規模だっていうふうに思ってるもんですからお聞き

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) この件につきましては阿部議員から何度か標準財政規模と予算規模と

の関係ということでご質問受けておりますが、基本的に予算の組み方の本来の考え方としまして

は、まず歳出を決めて、歳出に見合う財源を確保することが地方自治法でも謳われております。

ただ残念なことに、この件について前にもお話ししてますけども現行の財政は、入ってくる収入

をまず固めて、それに見合う歳出を選択するという方法になっております。この状態がまさしく

その、今、財政状況が悪くなっているというところだというふうに分析をしております。標準財

政規模につきましては一団体の一般財源相当額が基本的には標準財政規模となっておりますので、

これに受益者負担となる使用料だとか負担金だとかを、の財源。それから地方債だとかを合せた

ものが最終的には予算規模というふうになると考えておりますので、それが 1.5倍がいいのか 1.6

倍がいいのかと言われますと、自主財源と言われる使用料だとか何かが、を受益者負担の原則等

を踏まえて増やせば予算規模を上げてはいけると思っておりますが、壇上でもご説明しましたと

おり、単純に受益者負担金を増やすということは、町民に多大なご負担をかけることにも繋がり

ますので、現行の予算規模につきましては歳入を推計させていただいて、それに見合う歳出を計

上しているというのが現状でございますので、現行の予算のあり方が正しいとは思っておりませ

ん。その上で将来的なことを考えますと、地方債の残高等については微減ではありますけども少

しずつ減ってはきておりますし、このままの推移で、事業を、すみません。投資的経費等を抑え
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て行けば公債費の部分については若干ではありますけども安定して行くのかなとは思っておりま

す。ただこの比較をしていいのかわからないんですけど、実は今の２万３千人の人口のとき静内

町の予算。予算、決算状況をちょっと、平成 11 年、平成 11 年度の決算状況と平成 29 年度の今

の人口を比較すると同じくらいの人口で、になっておりました。そのときの予算、決算規模は 150

億くらいでございました。これを比較したときに何が違うかなと思いましたら、税収は静内町時

代の方が１億だか２億多かった。今の状況よりも多い状況でした。それから財政力指数について

は 0.4 位で今の 0.3 と加えますと 25%ほど今は悪い状況になっております。性質別の経費を見た

ときに何が違っているかと言いますと、今は投資的経費は 20億位で予算計上させていただいてお

りますが、その当時の投資的経費が 40億と、倍くらい投資的経費をやっていたという時代であり

ます。で何が少ないかと言いますと公債費とやっぱり補助費等と言いまして、助成だとか扶助費。

これが圧倒的に少ない時代でありました。だからそこだけを比較するだけでも、投資的経費につ

いては財源が必ずついてきますので、厳しい状況では、その当時も厳しい状況ではあったんです

けども、今から比べますと扶助、補助費についてはどうしても一般財源ベースで、のお金が必要

ですので、その部分を考えると、その状態にするためにはどうしても予算。投資的経費を下げた

だけでは簡単にはいかないとそういうこともございますので、予算規模自体を下げるほか今、財

政状況を良くする方法というのは、なかなかないのかなと思っております。先ほども申し上げま

したとおり、標準財政規模は一般財源の総額ということになりますので、そこが下がって行くと

いうことは投資的、失礼しました。扶助費だとか補助費とかの町民が求めている助成事業等にも

展開ができなくなりますので、まずは行政評価等で廃止、必要性が低くなったものの廃止だとか

を検討しながら予算規模をまずは下げて行って、下げて行きまして、後は必要な行政サービスに

つきましては、町でやるもの、それから受益者から負担をいただくものというものを明確にご説

明をしていきながら施策の展開をしていかなければならないのかなと思っております。いずれに

しましても、さらに人口が減少するということになりますと、なかなか税収がもう下がってきて

いる状況になります。今までは労働人口が大きく減少するというお話でしたけども、今後は高齢

者の部分も恐らく人口は減って来るものと、今までは横ばいだったんですけども減って来くると

いうふうにも考えておりますので、いろんな面で検証しながら、行政サービスの転換って言うん

ですかね、新たな展開して行かなければならないとは考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 非常に厳しい状況が、今はそれほどでもないんでしょうけども、今後は人

口が減って行くということになろうと思うんですが、ちょっと別な資料を人口に関して別な資料

を見ると、平成 27 年度の国勢調査それから 32 年に行われる国勢調査それから 37 年度の国勢調

査を行われますが、そのときの想定で行きますと 27 年度でもう既に減っている。32 年度の国勢

調査は、それからいくと 37年で想定した人口数位になるんじゃないかなと思ってるんですね。っ

ていうのは、住基登録上がだいたい年 400人くらいずつ減っていますから、５年で２千ですよね。

これ、国勢調査って結局、全員が住民登録している方々が地元で全員が 100%やるとそれぐらい

なるんですが、必ず減るんですよ。その率がだんだん増えて来てるんですよ。というのは、強制

力、国勢調査自体に強制力があまり無くなって来ています。そうすると 27のときで９月 30日の

人口と 10 月１日の人口で 600 人、660 人位違います。その前だとだいたい 500 前後位だと思う

んです。そうなるとこの人口減っていうのはものすごく財政上で考えて行くとしたら、交付税の
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部分では大きい影響があると思うんですよね。第１次の総合計画だと平成 29年度の人口、２万５

千人ってみてるんですよ。もうありえないですから、そういう部分でいくと相当、総合計画自体

にも厳しい状況を踏まえて検討されるんだろうし、財政的な部分も推計等で確かに総合計画では

理想を語らなきゃいけないんですが、10年間で理想はいいんです。だけど３年ごとに、当町は３

年ごとに実施計画やってるもんですが、実施計画上ではちょっと触れておれますけども財政問題

とはちょっと切っては切り離せないだろうと思うんですよね。当然。そこの部分を財政で積算し

た部分のやつをそっくり総合計画の実施計画で見込むのか、実施計画自体に財政サイドから、こ

れしか使えないよというふうになるのか。計画は計画。総合計画の実施計画は計画。財政の計画

は計画。それは相いれないかもしれないけれど、それでいいのかっていう話になるんですけども、

まあそれはそうにはなりませんていう答弁だと思うんですが、相当厳しく双方がそれぞれの事業

に対する評価をきちっとして行かないと、結局はその何て言うかな中途半端な財政改革であり計

画になってしまう。これについては相当事業、従来やっている事業も含めて評価と云々という部

分があるんですけども、それはちょっとあれしますと、新ひだか町のまちづくり自治基本条例等々

についても、この評価をしたうえで事業実施だというようなこと言ってますんで、そこのところ、

厳しい情勢になるかと思いますけど今後、総合計画のほうに対して財政担当としては相当厳しい

姿勢だと思うんですけど、どういうお考えで整合性を取って行きながらやっていこうとされてい

るのか、財政計画５年。実施計画３年ですから、そこんとこはきっちり整理が出来るものと思い

ますので、そのへんの思い。取りあえず３年に対するアプローチの仕方等々について、心構えを

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長（本庄康浩君） 今、阿部議員からご指摘いただいていること、本当にそのとおりで、

非常に難しい運営をしております。行政評価と予算査定との組み合わせが一番難しい、悩ましい

ところなんですが、行政評価をやっている、庁議のメンバーでやっておりますが、これに対して

も執行課は良し悪し。○×、事業採択の良し悪しは行政評価のほうでさせていただいて、ただ実

施年度は予算査定の中で調整する場合がありますという前提の下で行政評価させていただいてお

ります。ですから以前にあったような先ほどもご指摘いただいたような、10ヶ年で総合計画で事

業載ってたじゃないかと。どんどんできないからって予算が苦しいからって後押ししちゃって、

10年目に山積になるような実態っていうのが現状あったもので、今、財政担当で考えているのは、

その財政計画はその目標値を定めて、その中で実のあるものにしていかんきゃならんという趣旨

で、ただ行政評価は行政評価で町としてやらなきゃならないことと、これは無理じゃないかとか

っていう評価はする客観的な目も入れてやっておりますですのでね、ここらへんの調整というか

非常に難しいと思っておりますけども、ご指摘の点踏まえながら実のある部分でやって行きたい

なとということで、お答えになってるかどうかわかりませんけども、ご答弁させていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 14番、阿部君。 

○14 番(阿部公一君) 今後、非常に大変な状況だろうと思います。更に財政が悪化しないように

強く望みながら質問を終わります。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。午後１時再開いたします。 

          休憩 午前１１時５３分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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          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。 

 13番、福嶋君。 

          [13番 福嶋尚人君登壇] 

○13 番(福嶋尚人君) 通告に従い、壇上から、ＪＲ日高線について、２つの項目について町長に

質問をいたします。 

 このことについては、谷議員及び田畑議員が質問をされていますが、できるだけ重複しないよ

うに町長にお尋ねをいたしたいと思います。 

 まず、ＪＲ日高線、鵡川様似間沿線地域の公共交通に関する調査・検討協議会の設置について

ですが、これまでＪＲ日高線の問題については、ＪＲ日高線沿線自治体協議会で論議されてきま

したが、４月にＪＲ日高線鵡川様似間沿線地域の公共交通に関する調査・検討協議会という新組

織が設置されました。資料請求した要綱をみると、調査・検討協議会は、これまでの沿線自治体

協議会のメンバーとほとんど同様ではないかと思いますが、これまでさまざまなＪＲ日高線の議

題について議論を積み重ねてきた沿線自治体協議会で引き続き調査・検討をするのではなく、新

たに調査・検討協議会の組織を設置しようとすることについて町長にお伺いをいたします。 

 次に、ＤＭＶ、デュアル・モード・ビークルについてですが、ＪＲ北海道は、災害により運行

休止となっているＪＲ日高線について、バス転換の方針を発表いたしました。町長は、ＤＭＶ方

式によるＪＲ日高線の再開を考えておられますが、そのためには日高線沿線だけではなく北海道

全体の理解と支持がなければ実現できないものと思います。 

 昨年 11月 18日に、ＪＲ北海道が発表した 10路線 13線区の維持困難路線の見直し方針につい

て、北大の公共政策大学院の小磯教授が世論調査をしたものが３月１日の北海道新聞に掲載され

ました。その記時によると、ＪＲ北海道の方針に対して北海道全体では、７割近くの道民の皆さ

んが理解を示し、日高線沿線では、理解をするという人が８割を超えるという世論調査記時につ

いて３月議会で町長に質問をいたしました。そして、先日のＮＨＫテレビの放送でＪＲ北海道が

発表した路線見直し対象地域以外、すなわち北海道全体で 77パーセント、日高線を含む路線見直

し対象地域でも 70 パーセントがＪＲ北海道の鉄路見直しを理解をするという世論調査の報道が

あったように思われます。このように、北海道新聞及びＮＨＫの世論調査のいずれにおいても、

ＪＲ北海道の路線見直しが道民の皆さん及び日高沿線の皆さんが指示されていることに加えて、

ＪＲ日高線の休止が既に２年半近くに及んでいることや町長のおっしゃるＤＭＶによる運行には、

車両の開発、走行実験に伴う経費の負担問題やＪＲ北海道の同意など、多くの課題と時間を要す

ることからもバス転換による早期再開を町長はどのように考えておられるかをお伺いしたいと思

います。 

 以上、壇上からの質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 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) 福嶋議員のＪＲ日高線についてのご質問に、お答えさせていただきます。 

 まず、１点目の、調査・検討協議会の設置についてでございますが、設置の経緯につきまして

は、谷議員、田畑議員への答弁でもご説明したとおり、４月 12日に設置されたものでございまし
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て、その後、下部組織である管内担当課長会議等で構成される幹事会におきまして、ＪＲ日高線

沿線地域の公共交通に、鉄路・陸路を走行可能なＤＭＶ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、調査・検討内容を協議し、調査・検討協議会において地域公共交通ネ

ットワーク全体のあり方について協議することを目的としております。 

 ご質問では、３月まで協議を重ねていた沿線協議会で引き続き調査・検討するのではなく、新

たな協議会を設置したことに対するご質問と受けとめいたしましたが、以前の沿線協議会は、Ｊ

Ｒ日高線が被災を受けたことにより、早急なる災害復旧により、早期全線開通の要望を協議する

組織として設置したものとなってございまして、３月の第８回協議会におきまして、ＪＲ北海道

に回答したとおり、ＪＲ日高線の復旧を断念することなく、復旧に向けての取り組みを行ってい

くことを確認したことにより、先に述べたとおり、新組織において地域公共交通ネットワーク全

体のあり方を調査・検討することとなったところでございまして、新組織の議論の方向性が定め

るまで、当分の間、沿線協議会は休止としたところでございます。 

 構成メンバーにつきましては、新組織においては、沿線協議会でメンバーだったＪＲ北海道は、

協議内容が交通体系の必要性を調査・検討することとなったことから、新組織には入ってござい

ません。 

 なお、新組織である調査・検討協議会では、今後、協議を進め、年内には調査・検討結果報告

書の公表ができるものとしてございます。 

 次に、２点目のＤＭＶについて、ご答弁いたします。 

 １点目の答弁の中でお答えしてございますが、この調査・検討協議会では、今後の日高沿線地

域の公共交通のネットワーク全体のあり方について、ＤＭＶ、ＢＲＴ及びバス運行した場合の運

行システムについて調査・検討をしようとするもので、ＤＭＶに特化した調査とは、してござい

ません。 

 調査結果の分析につきましては、安全性の確保、運行収支、速達性・定時性、利用者の利便性

の拡充の可能性など、多面にわたり各交通モードを比較検証することとしておりまして、その結

果により、将来の動きとして、人口減少及び人口構造の変化や観光利用客を増やす取り組みなど

検討の可能性を盛り込むこととしてございます。北海道新聞の３月１日の記事におきまして、北

海道新聞が実施した世論調査において、日高線のバス転換の方針に、日高沿線では、理解できる

が 80パーセントを超えるという結果であったということでございますが、アンケートの質問項目

で申し上げますと、ＪＲ北海道が単独では維持困難とした路線のバス転換や路線の維持に税金を

充てる案を示したことについて、理解できると回答したものになってございまして、質問内容は

バス転換だけではなく、路線の維持に税金を充てることも含まれているものであり、一概に日高

沿線住民の多くがバス転換だけに理解を示している内容となっていないものと思われます。 

 また、６月２日放送のＮＨＫの番組において、ＮＨＫが行った世論調査の計だと思いますが、

ＪＲ北海道が発表した路線見直しについてどう思うかの質問について、対象線区の沿線自治体で、

見直すべきが 15 パーセント、見直しはやむを得ないが 55 パーセントで、計 70 パーセント。そ

の他の線区で、見直すべきが 16 パーセント、見直しはやむを得ないが 61 パーセントで、計 77

パーセントのことでしたが、見直しはやむを得ないが半数以上を占めていることからも番組の中

で高橋知事も述べておりましたが、道民の心情としては、できることなら鉄路を残してほしいと

のあらわれと、見直し容認の内訳の中では、45パーセントが今のままではＪＲ北海道が破綻する
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からとの内容から道民の苦渋の判断とも思われます。 

 繰り返して申し上げますが、日高地域におきましては、今後も調査・検討協議会において今後

の日高地域の将来を見据えた公共交通のネットワーク全体のあり方についてＤＭＶ、ＢＲＴ、そ

してバスの運行のシステムにつきまして調査・検討してまいりたいと考えてございます。ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 世論調査のことについては、余り長々と言っても水掛け論になるから、１

点だけ指摘しますと、小磯教授が、日高沿線では、理解できるが８割を超えたと。宗谷線沿線で

は、理解できないが 50パーセントで、多数でしたと。というふうに、その点は、いろいろと理由

言ってますけど、はっきりと日高沿線では理解できる８割というふうに記事で書いているから私

はそれを述べただけです。ＮＨＫの世論調査も、やむを得ないを含めて 70 パーセントですから、

理解しているんですよ。やむを得ないということは。それで、どうですかって聞いているんです

から、それを、いやこれは違うとかって言うのも結構ですけども、きちんとした世論調査が、傾

向が表れているわけですから、それについて私は、町長は先ほど言ったとおり、日高線の、もう

２年近く休止が進んでいるとか、ＤＭＶによる走行には、車両の開発、走行実験に伴う経費の負

担問題や、ＪＲ北海道の同意など多くの時間と課題があるから、世論調査を踏まえて考え直す考

えはありませんかと、私は聞いているんです。これについて答弁されてませんから、町長どうで

すか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 先ほど私が壇上でお答えしたＮＨＫと道新のアンケートの結果のこと

について、私のほうからちょっと説明をさせていただきますけれども、まず、北海道新聞のアン

ケートの質問を今、させていただきます。理解できる、できないと結果が出た 80パーセントの質

問につきましては、ＪＲ北海道は、道内路線の 10路線 13区間は単独で維持できないとして。 

          [何事か言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 答弁。 

 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) アンケート調査については、別に置いておいて議論しなくていいって言っ

てるじゃないですか。町長にお伺いしているんですよ。課長に、世論調査の内容について質問し

ていますか。質問していないでしょう。それを踏まえて、町長は、どうお考えですか。考え直し

ませんかと聞いているんですよ。アンケート内容について私、質問していませんよ。 

 町長どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今のお尋ねでございますが、アンケートのことは、ちょっとだけ触れさせて

もらいます。客体が、要するに 10路線 13線区の沿線自治体の人にこのアンケートの電話がかか

ったのが、408 人。ですから、10 路線で割っても 40 人ぐらい。この日高線の、均等に分けて。

その結果がそういうことだったということです。これは、だろうとか、アバウトな議論でやった

らだめだっていうことで、そういう調査・検討会議を作ったわけです。というのは、小磯教授は、

実際、３月１日の新聞で、すごい取り扱い大きいから見た方が多いと思うんですけど。でも、輸
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送密度が低くても、その路線に乗ってみたいっていう人もすごくいると。というのは、日高に来

たことのない人、あるいは、釧網線に乗ったことのない人。将来の輸送密度上昇のその期待値っ

ていうことにも触れまして、そう言っております。それは、下にあるんですけど、例えば、小磯

教授が言うには、釧網線の乗客は少ないが、乗ってみたいという都会の人は多い。この期待値も

含めれば、すごい輸送密度が隠れているということも考えるべきですと言っています。 

 それで、新幹線効果が今、函館圏にすごくあらわれています。３月 26日開業になってから１周

年だったんですけど、あの頃の北海道唯一のガリバー新聞である北海道新聞の報道は、ほとんど、

すごいすごいと、新幹線効果。その新幹線効果が、むかわで蛇口閉められたようになって、どっ

かでバスに乗らなきゃ来れないという、このことを将来的にどう見るかっていうのも、論議の、

私たちの詰めていかなきゃならんところだと思います。今、バス転換バス転換と言っている人は

大体、私の見方では、失礼ながら、元気で運転できる人がそういう言い方をしていると。声なき

声というのは、どうなっているんだろうということ。それから、日高道は山中と牧野を走ります

から、いずれここもトンネルを掘って、浦河まで進んでいくときには、神森あたりから静内市街

地を横目に見て通り過ぎるということです。それで、考えは改める、今時点では、ないと。です

からこのことは、今年の晩秋か初冬頃に、このコンサルタントに依頼した結果が出ますんで、そ

れを踏まえてやってまいりたいということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私が直接質問していないことに、町長、長く説明してもらわなくても結構

ですから。それと、バス転換についても、検討課題なんですから。検討課題を自分で否定するの

もちょっとおかしいと思うんだけど。それについては、指摘だけしておきます。時間、随分、町

長の答弁でとられましたんで、やむを得ず次にいきますので。 

 沿線自治体への報告書が出た場合に、その後、議会とのかかわり合いが必要だと思うんです。

今まで議会については、ほとんど報告ないし。町民の代表が、我々議会なんです。そうすると、

報告書が出た後で、議会とのかかわり合いについては、どのように考えておられるのか。それに

ついて、短くていいですから、答えください。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そのことにつきましては、今までも報告をさせていただきましたが、これか

らさらに、よく考えて、議会の皆さんとの意識の共有と言いますか、問題点の共有と言いますか、

そういったことを図りたいと思います。なお、６月 28日には、日高総合開発期成会の総会が行わ

れまして、そこの総会の前の理事会の終わったところで、１時間、時間はないんですけど、日高

管内議長会と私共町長との懇談会がセットされてございますので、そこでも議長方には説明でき

ることになると思います。なお、いろんな情報提供については、今後、努めてまいりたいと思い

ます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) 設置協議会をつくって、今後、始めるわけですけども、その前提について、

いったいこのＪＲ日高線を、ＤＭＶ、あるいは、何て言うんですかね。なかなか難しくて、聞い

てもよくわからないんだけど。ＢＲＴですね。これについて調査研究するんですけども、町長の、

昨日の新聞を見て、費用負担についてどう考えているのかよくわかない部分があるので、このＢ

ＲＴ、なかなか英語というのは難しいもので、これについて、費用負担について町長は、国の、
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なければならないようなことを言ってましたけれども、日高線沿線の各町長においては、基本的

にどのような認識でもって臨もうとしているのかについて、伺いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ついつい、話長くなりそうなんですけど。結局、ＪＲ北海道は、私たちの会

社はピンチだと。数年以内に資金ショートと言ってますけど、そこも論議のあるとこです。そう

いったことで、まだ経営努力ができるんじゃないのかと言いたいんですが、そういう状況ですか

ら、私どもは、ＪＲ北海道の出資者、すなわち国。国が税金を使って出資金を用意して、税金使

って 6,822億の基金を用意したという会社です。ですから、私どもは、30年前の分割民営化、こ

れについて国策の、当時は良かったかもしれないけど、長い見通しとしては、失敗だったってい

う論を、そういった人たちの言葉をかりれば、石破前地方創生大臣も、前原元国土交通大臣も、

国策は誤りだったというふうに、アエラという月刊誌で言っております。写真入りで１ページ、

堂々と言っておられる。それで、基金の運用益が減って、ＪＲ北海道が経営危機に至るわけです

けど、それっていうのは、もう、金利が民営化後６年目から下がってるわけですから、今 30年経

って、ここ何年か前にそんなこと言われても、まだまだ私たちはやるべきことあるということで

す。15年前くらいに、道民に対してそういう問題点を提起するとかしておいてくれれば、その当

時の国会議員なんかも、ああだこうだといろいろ考えるでしょうけども、今になって請求に、私

どもにしわ寄せしようとしているということは、非常に遺憾に思うわけです。その辺の論議もあ

るので、そういったことを主張して北海道町村会も特別決議で国の抜本的支援ということをいた

しましたので、そのスタンスと歩調をもちろん合わせてやってまいりたいと、こういうことでご

ざいます。ですから、国の支援がなければＤＭＶも不可能ですし、ＢＲＴ、ＢＲＴのほうが初期

投資はかかると思います。それから、バス転換、これは最もＪＲ北海道が望んでることであると

いうのはわかりますけれども、ＪＲ北海道の言う、バス転換のこういうことをやりますっていう

８項目があるんですけど、前に聞いているでしょうけど、国・道・町が補助するバス路線への町

費負担分の一定程度の支援ですから、私どもが道南バスに出しているお金の一定程度の支援。そ

したら、バス路線の将来というのはバラ色なのか、いや違いますよというふうに言えるわけです。

そういうことですので、国費が入らないと私どもの掲げていることはできないということでござ

います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私は、沿線自治体として、費用負担する覚悟はあるのかってことを聞いて

いるんです。それで、町長、ご持論を展開するのはいいですけど、私の質問に答えてください。

それで、３月議会で建部議員がこの費用負担について聞いているんです。そのときには、いいで

すか、北海道は、秋口の結果報告については、オール北海道の先導者としての積極性を北海道に

対して求めるものとはなってないと思われますと。報告書はですよ。そして、本町といたしまし

ても、北海道の持続可能な鉄道網は、欠かすことのできない国の支援を大前提に。言ったとおり、

町長の。事業者であるＪＲ北海道、そして、道と市町村が適切な役割分担と協力により、積極的

かつ主体的な取り組みを展開していく必要があるというふうに考えているって言ってるんですよ。

だから、沿線自治体も、いいですか、適切な役割分担、役割分担ということは費用負担ですから

ね。具体的に何割とか聞かなくていいですよ。ある程度の費用負担については、沿線自治体とし

ても必要だと言うことで答弁されているんですけど、その確認だけ私したいんですけど。町長、
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どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今までも駅舎の修繕、大がかりなものではない修繕、その程度のことはやっ

てまいりました。ですから、その程度というか、それに類するような支援ぐらいしかできないと

いうような考え方でございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それじゃあ、結局、何も負担しないと同じことだったら、私はなかなか難

しいと思います。それで、なぜこんなこと聞くかというと、道新の 29年５月 25日の新聞記事に

よると、新聞記事ですから、町長は違うとか言うかもしれませんけども、国もそれなりにＪＲ北

海道に支援してるんですよ。1997年から 2016年にかけては、基金を国の機関が高い利率で借り

入れる下支え措置を行ったほか、11年度に実質 2200億円の積み増しを実施、16年度から安全投

資に向けて 1200 億円の追加支援も行ったと。国もこのようにやってるんですよ。町長は、分割

民営化のときのことしか批判されませんけど、国はこのように、別に私、国の肩をもつわけでな

いけど、国はきちんとそれなりにやってるんですよ。それについての論議を抜きにして、国が国

がと言っても、なかなか違うことになるんじゃないですか、町長。そして、16 年度の 1200 億円

の追加支援の  歳入？？  がですよ。新聞記事ですから正確かどうかわかりませんけど、国

はＪＲに、財政面の支援は、これが最後、これで自立してもらわないと困ると言って、こうした

国の姿勢が、ＪＲが大幅な事業見直しに踏み切った判断にも影響したようだという記事があるん

です。そして、６月 20日の道新によると、衆議院議員の堀井議員、代議士。９区ですけども。堀

井氏は、新ひだか町の移動政調会でＪＲ北海道と沿線自治体の３者が結論を出す前に国が整備方

針を打ち出すのは非常に厳しいと言ってるんです。石井国土交通大臣も、20日の記者会見で、全

国の事例をみると、まず地域で考えてもらいたいと。その上で国がどういう支援をしていくかと

言ってるんですよ。ＪＲ北海道が 22日に開く株主総会に関しては、株主として、できる限り早急

に安定的な経営基盤を確立し、完全民営化できるよう求めると述べて、赤字路線を切り捨て、収

益改善を求めるＪＲの経営方針を追認する考えを示したと。道新の記事ですから、町長は、マス

コミは違うことも書くと言うかもしれませんけども。このように国の姿勢も厳しいんですよ。そ

の中で町長は、自治体はほとんど経費を持ちませんよということになれば、ＤＭＶとＢＲＴ、こ

れ、調査・研究してやっても、国のほうは自分たちは先を切って動かないって言っているんだか

ら。９区の衆議院議員もそういうふうに言っているんですから、なかなか難しいんじゃないです

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) 今のおっしゃられた数字等も、データ持って、資料も持ってます。ただその

経営姿勢がやっぱり、失礼ながら官僚体質のＪＲ北海道の経営陣ですから、結局、15 年も 20 年

も前に、これは大変なことになるぞとわかったときに、なぜ道民に知らしめなかったのか、そし

て、もうそのときから火の車になることわかってますから、経営者は、よっぽどの経営理念を持

った人でないと、きちっとしたＪＲ北海道を動かせない状態だったと言えるわけです。ですから、

それを解消するには、エアドゥとか日本航空のように経営陣の交代なんていう話を言う識者もい

ます。結局、今、ＪＲ北海道の１人当たり人件費は、約 700万、約 700万ということは、共済費、

そういう保険とかの部分もいるわけですけど、それを経営者としてどうこう考えることをしない
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で、地方路線に押しつける。そして、私は国会議員にも言ってます。そもそも、地方創生と言う

なら、国づくり、北海道づくりをどうするんだと。これは、北海道知事にも伝わるように、この

間、山谷副知事に言いましたけど。そういう論議から始まらないと、羽幌線が廃止されて町がし

ぼんだ、廃れた。これを、私どもは受け入れるのかと。やはり、国が何らかの措置をしなきゃっ

て、これ、国の措置がないと、石北線の長大路線、それから、宗谷線の名寄から稚内、釧路根室、

釧路網走も、全部やっていけません。というのは、日高線で 13.4 億ですから、20 億、何十億っ

ていうのを地元負担ということになるんですよ。ですから今、国政が動かざるを得ないっていう  

機運？気運？  にあるときに、私どもが方針を変更して、やっぱりバスでいきましょうと。だ

けど、バスに、もしそういう選択をする場合にはＪＲ北海道が乗り込んできてバスをやるんです

ね、道南バスに支援するだけじゃないんですねということを確認するために、また来月、ＪＲ北

海道と会議するんですけど。そういったことで、国会の先生方にも考え方を改めてほしいと、私

たちは長いものにまかれるわけにいかないというようなことで、物申していると、こういうこと

でございます。そんなことで、なかなかこれは、言わば大変なことなんですけども、今、北海道

町村会としてもそういうことでまとまってますので、私どもは、そういった考え方でまいりたい

と思ってるとこでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私は、町長に、国からの支援が厳しいという現実論を聞いているだけで、

町長に、そういう大学の教授みたいな説明を聞いているわけじゃありませんよ。私、持ち時間、

90分しかないんですよ。そのうち私、質問したの 10分か 15分で、あと大半は町長が答弁してい

るんじゃないですか。違いますか、町長。 

 それで、委託契約書についてだけお伺いいたします。まず、委託契約書の業務委託料 549万 7,200

円。これはどのように支出しているのか。あと、株式会社ドーコンを委託契約の相手としてます

けれども、この委託業務の内容についてドーコンはノウハウがあるのかどうか。そして、契約の

方法は随意契約なのか、公募なのか。これについて、簡単に説明してください。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) まず、１点目の委託料の関係ですけども、財源内訳といたしましては、

日高町村会の予算と北海道まちづくり総合交付金というものを生かした合計の内容となってござ

います。 

 業者の選定でございますけども、協議会が設置されまして、なにぶんちょっと時間的なものが

なかったものですから、事務局としては、こういうＤＭＶですとか、ＢＲＴですとか、バスの運

行系ですとか詳しい業者さん数社にそれぞれのヒアリングを行いまして、その中からこの沿線に

あった事業ができる業者を選定いたしまして、随意契約とさせていただきました。以上です。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ノウハウがあって、今まで例えばＢＲＴとか、それについて調査した実績

があるかってことを聞いているんです。私は。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 先ほども申し上げたとおり、この沿線にあう交通体系が業務として請負

える業者として、当然、ＤＭＶですとか、ＢＲＴの研究もされて、また他の市町村からそういう

委託を受けた業者ということで選定をさせていただきました。 
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○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) それをもう少し早く言ってくれれば、私、質問することないんですよね。 

 次に、設置要綱と業務委託仕様書についてお伺いしたいと思います。業務委託仕様書が、委託

期間は平成 29年 11月 20 日までとなってますけども、５ページの最終報告書案の提出は、10月

６日までになっていますね。委託期間は 11 月 20 日なのに、最終報告書の提出は 10 月６日とい

うのは、整合性ないんじゃないですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) この報告書を策定するに当たりまして、中間と最終計でもちまして、学

識者のレヴューを受けることとなってございます。そのレヴュー、最終的なここでいいます最終

報告書の案につきましての有識者のそれぞれの調査研究をするために、案、報告書確定前に提出

をいただいて、10月６日から有識者レヴューを行いたいということのために、この提出月日とな

っています。このレヴューが終わって、細部調整を行った後に最終的な完成品の報告書が 11 月

20日にくると、こういう流れになっております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) ちょっとよくわからなかったんですけど。 

 それで、次、設置要綱の目的には、ＢＲＴ、バス・ラピッド・トランジットが、設置目的には

ありませんね、ＢＲＴは。ところが、業務委託仕様書には、なぜ記載されているかを伺いたい。

これまでの議会答弁、３月議会で建部議員が、他の交通機関について話は上がっているんでしょ

うか、現在、この２つなんでしょうか。要するに、ＤＭＶとバス、これについてだけなのかとい

うふうに聞いているんですよね。３月議会で町長は、交通機関というとＤＭＶとバスのみだとい

うふうに答弁されてます。いいですか。それと、町長の４月のコラム、私、毎月愛読しています

けれども、それについては、ＤＭＶとバス転換について、設置された協議会で検討していきたい

というふうに書いておられます。同じく、５月コラムでも、ＤＭＶの導入とバス転換について論

議してまいるというふうに書かれております。ＢＲＴについては、一言、一文字もありません。

これについて私は、整合性がないと思うんですけども、町長いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 先ほど壇上でもご答弁させていただきましたが、この協議会が設置され

たのは４月の 12日でございます。４月の 12日でございます。その後、下部組織であります管内

の担当課長で構成されます幹事会というものの中で、今回委託する業務内容について検討させて

いただきました。３回程度の会議であったと思われますけども、その中で、ＤＭＶ、バス運行、

そのほかにまだＢＲＴというものが本州方面でも活用されてるということもありましたので、こ

の沿線に見合ういろいろな手法の選択肢を増やしながら委託をするためには、このような複数あ

ったほうがよいという結論に達しましたので、こちらのＢＲＴも今回の委託業務、調査検討の中

に追加をして、このような調査内容となってございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 下部機関は、設置要綱の目的にはないＢＲＴについて、勝手に協議できる

んですか。設置要綱には目的ないんですよ。ＢＲＴは。業務委託仕様書に記載されているんです

よ。これはどう考えてもおかしいんですよ。下部機関は、勝手に要綱を変更してやったというこ

となんですか。あるいは、これについて地域協議会の町長さんの皆さんの了解を得て変更された
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んですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 目的の第２条の２段目の後段に、導入のほかという言葉がございます。

この、ほかが、今回、ＢＲＴの導入ということも含んでおります。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それはね、考えられません。それでいいんですよ。したらね。それについ

て、設置要綱になぜ書かなかったんですか。ＢＲＴって最初書けばいいんでしょう。そして、仕

様書にだけ書いているんですよ。それおかしい。それについては、町長の皆さんについては了解

したんですか。そのことの設置目的に、要綱と違うことを業務委託するということについては、

町長の皆さんの７町の町長の皆さんの理解を得たんですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) このＢＲＴにつきましての検討は、設置後、この要綱ができた後になり

ます。当然、その中で３回程度の幹事会を開きながらこの地域に合った公共交通ネットワークを

考えております。その中で、ＤＭＶ、バス、そして先ほど申し上げたとおりＢＲＴも可能ではな

いかということで、当然、７月 12日以降も検討になっております。そこで使用するには、そのよ

うな内容で記載をさせていただいております。そして、これを決定した後、決定したのは６月の

12日、ちょうどこの契約書の同じ日になりますけども、このときに事務局と町村会長とが打合せ

をさせていただきまして、最終決定とさせていただきました。以上です。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長にお伺いしますけども、町長、３月議会の建部議員に対する答弁、あ

るいは、４月、５月に、コラムにはＤＭＶかバスでやりたいというふうにおっしゃってますよね。

それで、事務局のほうでＢＲＴをやりたいって言ったときに町長は、私はＤＭＶだから、ＤＭＶ

でやっていきたいと思うがどうかということは、町長、あるいは、ＢＲＴについて比較検討した

とか、それについては町長、ないんですか。町長は。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 企画課長も説明しておりますけれども、福嶋議員言われてるこの２

条のところで、デュアル・モード・ビークルの導入のほかという部分がありまして、また、３条

には、バス運行した場合の運行システムなどという部分で、この協議会の中では、確かに設立の

ときにはＤＭＶとバスという部分がありましたけれども、その他、ほかにもこの公共交通を考え

る手法がないかどうかという考え方もありました。そういう中で、これらもあったので、この協

議会が設立されたあとに幹事会の中でそういう手法もあるということで、今回、そのあとに委託

契約をした契約の仕様書には、ＢＲＴも含めさせていただいたということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それは今、企画課長が答弁したから、それを受けて町長に３月議会の建部

議員のときには、ＤＭＶとバスだと。で、４月、５月の町長コラムのときにもＤＭＶとバスだと

言っているんですから、それについて、ＢＲＴについては町長、推進してませんからね。それに

ついて町長は、今までは、鉄路で日高線をやりたとかいろいろ言ってたでしょう。鹿児島から来

たいとか、どのこうのとか、私はなかなか実現性が、そんなことがあるのかと思いますけども。

町長は、鉄路でやりたいって言ってるんですから。それについて、ＤＭＶか鉄路で、あとで聞き
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ますけど、鉄路ではありません。利用するものではありません。と私、理解しています。ですか

ら町長は、自分のおっしゃっているＤＭＶと異なるものを下部機関から出されたときに、町長は

どう考えたのか、それを聞いているんだから、部長ね、課長と同じ答弁しないでくださいよ。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そのＢＲＴにつきましては、実は私も、国会議員との懇談の中で、ＢＲＴと

いうのが出てまいりました。それを、東日本大震災後の、あそこの、要するに、鉄道は海岸線を

通ってますけど、それから奥に入る鉄路でしたか、何かあそこで活用され始めたっていうことで、

実際それがうまくいってるんだっていう話を聞いて、そういう方法もあるのかということで、ち

ょっとネットなんかで調べてみたんですが、これについては、私一人としては、今や町村会長な

ものですから、私一人の立場としては、なかなか初期投資もかかるし、ということだったんです

が、私どもが委嘱をしました幹事会、これに名前のリストがついていると思いますけど、幹事会

で、幅広くというか、幅を広げても３つしかないんですけど、ＢＲＴも加えてやっていこうとい

う決めになったということですので、私も会長として、最後、それを決裁したと、こういうこと

でございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 決裁されたということですから、それはいいですけども、あれだけＤＭＶ

に対して、熱い思いを持って語られていた町長としては、私は、あれという疑問を持ちますよ。

あれだけ、ＤＭＶについて、地図から鉄路がなくなったら寂しくなるとか、鹿児島から来た人た

ちはどうするんだとか、ＤＭＶだと観光が増えるとか、散々議会で建部議員が質問したり、谷さ

んが質問したときにもそういうふうにずっとおっしゃってきたじゃないですか。すごく落差を感

じるんですよ。私、なかなか納得できないんですよ。私が町長ならそういう考えもあるかもしら

んけど、私はＤＭＶでいきたいと言うこともできたと思うんですよ。これについて、簡単に町長

答えてください。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 未だ、私は、そのレールを残すということには非常に強い思いを持っており

ます。ですから、それは、さきほども申し上げたように、私の思いであって、日高町村会の組織

となれば、各町の担当者の集まりである幹事会、またそこには、北海道運輸局とか日高振興局も

入ってます。そういった場でのものを、私の立場でそれを握り潰すというか、ちょっと表現よく

ないかもしれませんけど、そういうことでなくて、それを加えてそれじゃあ調査してもらいまし

ょうというようなことに相なったということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長も信念のある人だとずっと思ってましたけど、信念の変わることもあ

るんだなってことなんですね。それで次、２項目めのＤＭＶについてお伺いしたいといます。Ｄ

ＭＶとは、私もときどき間違ってしゃべることもあるんですけども、ＤＭＶとは何かとか、町民

の方から多く聞かれますよ。なかなか浸透してない部分もあると思いますけども、私はそのとき、

私は道路とレールを走れる、29人乗りのマイクロバスの改良型だと。そのようなものだと説明し

ているんですけども、その理解でよろしいのかどうか。マイクロバス、29人乗りのマイクロバス

の改良型ですよと、ＤＭＶは。そういうふうに説明しているんですけども、それで概ね合ってい

るんですか、町長。 
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○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 概ね、それで良いと思います。かつてＪＲ北海道がそういう形で釧路、釧網

線を初め、それを走らせてレール上で運んできて、浦河様似間でもたしか走らせているはずです。

それはそういう形状でした。そういうことで受け止め方はそれで結構かと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) わかりました。それで、ちょっと委託業務契約についてちょっと聞きたい

んですけども、２ページの下段に調査設定、ＤＭＶの、調査設定区間として、鉄道モードはむか

わから様似間、から被災箇所の日高門別から静内区間を除いた区間で、  イ、バスモードは日

高門別駅から静内駅というふうに記載されてますよね。鉄道モードはむかわから様似間で、被災

箇所の日高門別から静内駅区間を除いた区間で  良い  として、バスモードが日高門別駅か

ら静内駅というふうに記載されてますけども、そうすると、むかわから日高門別は、これはＤＭ

Ｖによる走行という計画なのかちょっとよくわかないんですよね。これについては、どういうふ

うに理解したらよろしいですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) むかわから門別本町、あそこまでのことは日高町さんが強く、要するに今ま

で走っていたディーゼルカーでつないでほしいと求めております。でもＪＲ北海道はなかなか良

い答えを出しておりません。それをやるには、毎年３億 2,000 万出してくださいというような、

相変わらず 13.4億を割り算したようなことを言っております。そこで、この調査としては、区間

をここからここまでＤＭＶを走らせたらどうだ、将来は、それをちょっと区間広げるけどという

ようなこととか、縮めるけどというようなことをやりますと、調査を委託されるほうも大変だろ

うと。またその分費用がかかるということもありまして、まずはこの区間で現実的な走れそうな

ところでやって、ですから、ここはむかわ、門別本町はＤＭＶがレール上を走るということも考

えられます。また、先ほど言ったように、北海道の他の線区と連動して、それじゃあ門別本町ま

でディーゼルカーで走らそうといった場合には、このとおりで良いんですけども、そのようなこ

とは、１回そういうことで積算した数値が出れば、類推できて、目途は持てると。金額のめどは

持てるということで、ここに限って、仕様書を設定したということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 普通は調査委託っていう、区間はどうするかっていう事が決まって、それ

について費用とか普通はそう、あと先ほど私言ったとおりＤＭＶ、走行実験しないといけないん

ですよ。冬道とかいろいろの。ね、そのときに鵡川から門別だって相当時間、距離もあるし山坂

ありますよ。そういうこともしなきゃならないのに、そこ棚上げしてね、日高町長のお考えもあ

ろうかってね、そこを外して調査研究していくらかかるかって言ったってね町長ちょっと無理な

ところあるんじゃないですか町長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) あの、申し上げたようにそういった一回、そういう調査報告が出ましたら、

それを基に延長を延ばして、延ばすとこれ位かかるだろうとかいうような判断は、そう何と言い

ますか外れないで、的が外れないでできることであるとこのように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) まあ私は疑問を持つ、町長は当然のことながらやるよっていうのはお互い
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立場違いますから、ね。私はそのことだけ指摘しておいて後は、日高町長が後でこのことについ

て、いや話は承っただけでこの結論はまだ残したいと言ったらまた変わることですから、そうい

うことを含めて本当はやらなきゃならない、最初に。で町長はＤＭＶの提案者であるから、お詳

しいと思うのでお聞きしましたけども。町長先ほど、ＢＲＴは多額の費用かかるっておっしゃい

ましたけども、それでＤＭＶは徳島県では３年計画でやります。第３セクターで。ところが日高

線の場合は先ほども私指摘した、国や北海道支援問題、あるいは長年レールを放置したことによ

る歪み、枕木の損傷の補修、様似までの。大変な時間とお金かかります。あるいはＤＭＶ車両の

開発。これも国や道の支援が決まってからでないとたぶん恐らくできません。町長は自分たちは

ほとんど負担しないっておっしゃったんですから先ほど。国道走行実験。徳島県はレールだけし

か走りません。10ｋ。それでも 10 億円かかるんですよ。ね。そうすると国道走行実験・冬道や

らんきゃだめですから危険ですから、様似まで。そういうことを考えるとＤＭＶの運行はいつ頃

が可能か、あるいは概算でよろしいですから徳島県、町長あの大分研究されていると思うので、

徳島県の場合は 10ｋのレール走るだけで 10 億かかっております。かかると新聞報道されていま

す。そうすると日高沿線ではどれぐらい。もし試算されていればお伺いしたい。この２点。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) そういった緻密な積算というか試算はしておりません。徳島県の 10 億は、

ＤＭＶの１両、1 億２千万円かける３両ですから、それで３億６千万円だと。後信号機の云々く

んぬんで 10 億ということなんですけど、これは鉄路から室戸岬へ今度は道路を走るんですよね。

ですから鉄路だけではないということでございます。そして帰りに室戸岬から行って途中から鉄

路に乗っかるという考え方と思っております。そのようなことなもんですから、そこでこの費用

負担の話し。これはあの一番最初に戻るんですけど。最初の 30 億の大狩部海岸の被害のときに、

普通の今までのあり方ですと 30億の２分の 1の 15億をＪＲ北海道が持って、そして国と道が 15

億の半分、７億５千万ずつ持って 30億にしようと。こういうことで災害復旧の対応はなってるん

です。それが時の経過とともに膨れ上がって 86億という数字が出てきました。ですから２分の１

となると 43億。ＪＲ北海道が。それから４分の１ずつとなると 43億の半分ですから 21.5億と。

それでその、大きな災害復旧費をかけることを、そこの法的なものを詰めなきゃいけないんです

けど、そういうことになっているのにしないと。ですから結局その、それらの費用負担分は免れ

る訳ですから、それを全部くださいとは言わないけれども、あの配慮して日高線の復旧のために

充てるべきでないのと。いうような私は考えを持っております。そのときは北海道も 10億円出す

気になったんですよね。結局あの、30億を３等分してＪＲ北海道の２分の１をちょっと軽減して、

そういう気持ちになっていたんです。ところがＪＲ北海道はそれを契機に、あの廃線バス転換論

を考えたということだと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私も時々、国会議員の国会質問見るんですけどなんか町長、失礼ですけど

ねだんだん安倍さんと重なってくるんですよね。答弁にまともに答えず、失礼ですけど。ですか

ら私は、いくら位およそかかるか。ね、あるいはどれぐらい期間がかかるかということを聞いて

いるんで、町長わからないって言えばそれでいいんですよ。ね、私先ほど徳島県の例出したとき、

町長は詳しくおっしゃった。ね、町長はＤＭＶの提唱者ですから。私は様似までのレールの相当
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長い期間使わなかったことによる歪み、枕木の改修、あるいはＤＭＶ車両開発。冬期間用のある

いは冬期間の走行実験とか、いろいろな様々な課題あるけれども、それについては 前提にして、

お金を前提にしてＤＭＶの運行はいつ頃になるのかと予定されているのか。わからないのはわか

らないでいいんですよ。安倍さんみたく逸らさないでくださいよ。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂将樹君) お配りしておりますこの業務委託仕様書の４ページになりますけど

も、例えばこれの上の方からイ、ウ、エとありますが、この運行収支ですとかオの運行開始まで

に要する期間ということで、これらについてこの委託業務の中で調査をしていただいて検討する

ということになろうかと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私は町長に聞いてるんだから町長が答弁されていないときは、総務部長答

弁されてもかまいませんよ。私はいくらかかるかとかね、ＤＭＶの運行がいつころ可能かわかれ

ば教えてくださいって言ってるんだから、わからなかったらわからないでいいんですよ。よけい

なこと言わないでくださいよ。それで３月の定例議会で町長は、静内三石間については通学時間

帯には 1 台じゃなく、2 台以上のＤＭＶを走らせるような答弁されましたね。これについては、

日高管内の他の町長に説明されあるいは理解されているんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そういった話も町長会議の中ではしております。ですから、ここはまたそう

いう話になるんですけど、ＪＲ北海道の姿勢としてその北海道の未来をどう考えているんだとい

うところになると思うんですよね。夢のあることもＪＲ北海道が開発した技術が徳島に持って行

かれてどうして取り組まないんだと。そうするとその今、単車で走る１両のＤＭＶが国交省が認

めていると、連結がだめだと。しかしそれもまあ、今はやりの規制緩和で、連結、連結して走っ

た例がありますから３両連結で。そういうことも克服して行かなければならないでしょうと。そ

ういったことで朝、かなりの人数の高校通学生、その話のことも当然、頭に浮かびます。これに

ついては、この後、今、高校の間口の問題。間口を維持するためにどうするかっていうことで、

生徒獲得競争みたいなものがありまして、なんといいましょうかね、これもあのこちらで決定も

何もしていない協議中の話しですので、何らかのことをしなきゃならないでしょうと。いうこと

とリンクしてくるということになると思います。そういうことであの、今は国土交通省は単車運

行を認めているということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私、安倍さんにならないでくださいって言ったんですけど、町長まだ安倍

さんですよね。私は、3 月議会のときに町長はＤＭＶについて、私はね、そんなに人数走れない

んでないですかって言ったときに、町長は、いや三石と静内間は通学生が多いんで３分か５分く

らいで続けては知らせつことによって解消すると。その区間は短いんで人もね、人件費も安く済

むようなことをはっきり答弁されているんですよ。ですからそれについて静内と三石間だけとき

間帯によっては２台だと。ということは他の一般的に言えば１台を走らせるのが通常じゃないか

と。ということについては他の沿線の町長に説明し理解されているのかどうか。っていうことを

私は確認の意味で聞いているだけですから、きちんと答弁してください。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 
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○町長(酒井芳秀君) これまでも町長会議で、いろんな論議してきておりますんで、それに疑問が

あって、あのどうかな、やめたほうがいいんでないのって話は今迄一切ありませんので理解して

くれていると。このように思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) まあ静内と三石間だけバスを運行したり、駅の改築するとかなりのお金か

かると思いますけれど、それはそれで経過すると思うんで、それについては私はとやかく言いま

せん。それでＤＭＶと観光について、町長はＤＭＶが、によって日高に観光客が増えるってこと

何回もおっしゃってますね。日高に観光客が来ると。ね、先ほど私は確認したんですけど、29人

乗りのマイクロバス型と。それで年間、日高線にこのＤＭＶによって何万人、何万人の観光客が

増えるっていうことを町長は想定されているんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それも正確なものを、数字を何かから拾ってて申し上げたということではご

ざいません。徳島県の場合も結局、日本初のＤＭＶ運行ということで、徳島県はもう試験運行し

てます。北海道である車両持っていったんだと思いますけど、それだけでも鉄道ファンが来て、

もう満車、満車っていいますか、一杯になるという状況でございます。ですから前にも申し上げ

ましたが日高全体としてその単発的な観光資源はあるんですけどね、やっぱり常時そういった人

を引きつけるような、特に旅行の機運が高まっているといいますか国内の人のみならずインバウ

ンド客も来るというようなことを想定すると、これはＰＲひとつで非常に常時満車状態というよ

うなことも考えられるかもしれない。それが、それであれば輸送密度的には非常に高いものにな

って、そういう実績といいますか、それは上がって来るだろうと。そういう考えでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) 町長の言葉の高海なのは輸送密度っておっしゃったんですね。29人乗りで

29人乗れば 100％輸送密度ですよ。私が聞いているのは輸送密度を聞いているんじゃなくて乗車

人員ですよ。輸送密度とね何人、観光客が何万人利用するかというのは私は違うと思うんです。

輸送密度の何十％かを聞いているのではありません。町長はＤＭＶを開発することによって日高

管内に観光客が多くよ、多く来られるだろう。っていうふうに町長は答弁、説明しているような

気がいたしますんで、私は何万人を想定しているんですかって聞いているんです。どうですか町

長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それも、最初の前提の定め方で 29人乗りに満車状態で 1日、苫小牧方面か

らこちらへ向かってくるのが何便あるかということで計算することだと思います。また、これは

車両の、車両を数多く造れるかどうか。数多く造れば私いつか１両４千万程度でできるんじゃな

いかという話ししましたが、これは数を造った場合の話しで、例えば北海道中でそういうもの活

用してやろうという機運にも繋がりますから、量産すると安い車両価格でできるということで日

高線にも何分かおきに、観光客が多いときには増発をしてお客さんを届ける。送り届けるという

ことは可能だと思っております。ですから相当数としか申し上げれませんけども、そういうふう

に考えております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 観光客の多いときに何分かおきに増分するなんてこと実際できますかね。
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待機させなきゃならないでしょ。できるかできないかについて町長はできるっておっしゃってる

んだから、その言葉を私は尊重しますよ。いずれかは、町長のそのお考えがどうなのかについて

は再検討させていただきます。それでＢＲＴっていうのは、今まで聞いたことありませんでした。

３月議会でも、４月、５月の町長のコラムでも。先ほど町長が答弁して急に研究して決まったよ

うなことおっしゃってましたけども。それで、跨線橋の今回定例議会でね、跨線橋の問題出たと

きに町長は跨線橋のね所を下通るからいいんだというふうな、いいんだっていったらおかしいけ

れど、その跨線橋の下通って走るんだみたいなことおっしゃったんですけども、これについて僕

らは、私はよくわからないんですよね。跨線橋を、のところを走って様似までレールを撤去して、

それを専用の道路で走るっていうようなことを町長はおっしゃったような気するんですけど、こ

のＢＲＴで静内駅のね、新冠側から様似まで線路を撤去してＪＲ、ＪＲの了解も得ますけどね、

そこに道路を造る。何十キロなるかわかりませんけど。そういうことで理解してよろしいんです

か町長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 鉄道の良さというのは速達性だと。速く達する。それでその要するに路線バ

スとか都市間バスも信号待ちもあるし、交通事故でもあれば結局塞がれるというようなことで、

鉄路は優先ですから信号待ちしなくていいという速さ。また事故に遭う可能性も極めて少ないと

いうようなことで速達性があるとこう言われていると思います。そんなことで、知恵がある方が

考えられたことだと思うんですけどＢＲＴにつきましては、それじゃあ線路のある所を舗装にし

てバスの、こういったところは１車線で走れるだけの幅の線路のあった位置に舗装を、舗装道路

を造って、そこを走らせるという、そういうことであると思います。当然途中駅で交差するとか、

そういったことをしないといけないと思いますけども、そうするとその信号待ち無し。それから

定時性、時間どおり走れる。速さが確保されると。でこれは確かにバスで走りますんで後の維持

管理費用は安いものになると思います。ただ、初期投資としてその線路と枕木と線路を埋め殺し

てその上にアスファルトをかけていうということではないと私は思っております。それはもっと

調べなきゃと思うんですけど、そうしますとレールと枕木外して、きちっと路盤を要するに凍結

防止の路盤を造って、それをバスをそのしょっちゅうこう往復するような道路にするためには莫

大な費用がかかると。例えば私が前に申し上げたように、あそこの村上斎場さんの下のとこから

舗装道路ずうっとひく。実際鉄橋の上なんかどういう舗装にするか東北に機会あれば行って見た

いと思うんですけどすごい工事費がかかる。で、ずうっと舗装道路にするわけですから。そうい

うことで私としてはいかがなものかなというような考えは今でもあるということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) あれ急に町長、変わって、ＢＲＴについて幹事会からでしたか上がってき

て、いろいろ検討したら、それもひとつの方法だろうっていうふうに言ったのに、今聞いたら、

すごく金かかるから疑問に思うなんて、ちょっと、他の質問しようと思ったけどもう一度確認さ

せてくださいよ。町長じゃあＢＲＴについては多額の費用かかるし、道路工法としてもいろいろ

ね課題があるから自分としては、自分としてはですよ疑問というか納得はしていないけれども、

下の課長会議ですか、から上がってきた問題であって自分としてもこれはやむを得ないだろうと

いう認識でＢＲＴについては入れたと。いう理解でいいですか。時間ないんで簡単に言ってくだ

さい。 
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○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは、先ほど申し上げましたようにＪＲ北海道が国と相談して、大きな財

源を用意してやるかどうかというところにかかるわけでございます。ＢＲＴでいったほうが将来

的に 20年経ったらあの、鉄路を維持するよりは楽だからということで、そこまで話がいくかどう

かも大変なことなんですけど。それで先ほど部長からお答えしましたように２ページの上の方に、

要するにハード、ソフトの面で、お金目を積算するというふうになってますんで当然ＢＲＴにつ

いても、そういう金額は出て来るものとこういうふうに思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) まあ私も町長に負けないぐらい勉強して来たけれど、町長の学説を聞くと、

もう少し、もう少し明瞭簡単に説明してもらえればもっと私たくさん質問できたんですけどね、

町長に半分以上、丁寧な、いっつも町長私に対して答弁丁寧なんですよね。で、ＤＭＶとＢＲＴ

について共通の質問２つだけしたいと思います。町長先ほどもご答弁されてましたけども、静内

側の駅から新冠側に向けてＤＭＶもＢＲＴも、走りたいと。使いたい、道路使いたいというふう

におっしゃいましたけど、これはＤＭＶやＢＲＴが走行するっていう計画は、村上葬祭場とプラ

イムの間の道路。この坂道を利用するというふうに聞こえるんですけど、この理解でよろしいで

すか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そういうことが、ＤＭＶの場合はモードチェンジ。要するに線路の傍行って、

タイヤを、線路の上乗っかってタイヤを引っ込める。あるいはその逆とかいうんで、あたりの地

盤と一緒のところはレールの地盤とあたりの地面の路盤が一緒のところは、あそこが一番だろう

なと思っております。結局静内駅の近くになると段差があって多額の工事費を要するようになる

ということです。それから実はあの、駒場の自動車検査場の横が相当、波浪でやられまして今、

応急手当てをしておりますが、あれについて自動車整備協業組合は、すごく復旧して欲しいとい

う要望しております。ですから、そういうＤＭＶとかやるようになりましたら、その駒場の復旧

もそこまで理解あるんであれば駒場の復旧もいずれやってくださいということでやれば、前にも

お話してましたけども、そういった地盤のあるところは新冠の町内にもありますし節婦の苫小牧

から来た入口のところあたりも、レールとあたりの地盤がほとんどいっしょですので、そういう

ことも可能かなと、延長できるなという考えは持っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 現実的には今、町長の答弁ですとね、プライムと村上葬祭場のところでや

るということ、町長ね。それで、私、実際可能かどうか私非常に疑問に思うんですね。というの

は、24年２月の経済常任委員会。あそこの道路を避難路として、海岸町からの避難路として使っ

たらどうかっていうふうにね僕たち経済常任委員会で議論したことあるんですよ。そしたら町側

はですよ、車両と歩行者が円滑な避難ができる幅員が、幅ね、幅員が確保されている経路。それ

から避難途中の津波の来襲に対応するために低い経路を避けたいと。これ村上葬祭場とプライム

のとこのこと言ってるんですよ。それから冬季期間。冬ですよ。冬季期間の路面凍結による交通

事故等によって避難の妨げとなる急な坂道のある経路は避けて行きたい。だからあそこは避難路

として不適切だって言ってるんですよ。で町長はね、あそこに２億円もかけた跨線橋造ろうとし

てるんですよ今、ね。そして村上葬祭のほうの踏切の渡った路線ですが町道と旧国道が道路勾配
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についてはだいたい７％位の勾配で、真直ぐ踏切に向かって降りて行く勾配は、そのままの形に

なっていますと。要するに急だっていうことを言っているんですよ。これは道路構造令上、路面

凍結の面で４％を超える大型車両で登高不能車両が増加すると。ことからも避難路として不適切

だというふうに経済常任委員会では言って、避難路を私たちが提案した村上葬祭場のとこ避難路

を否定したんですよ。そうしたらＤＭＶや、ね、ＢＲＴこれ同じことじゃないですか町長。ＤＭ

ＶやＢＲＴの場合は良くて避難路のときはだめなんですか町長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 過去にそういうような答弁されてるということで今、ご指摘をいただきまし

たが、当然、狭い道路ですから、それを本格的にＤＭＶとかの導入になりますと、それはよく考

えて検討していかんきゃならんことだと思っております。場合によっては安上がりじゃなくて、

少しお金かけて対応するというようなことになっていくものだと、このように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 納得いく答弁してくださいよ。私あそこ避難路としてやったらどうですか

って言ったときには、道路構造上とか幅員とかって言ってだめだって言ってるんですよ。だから

なんで今回だけいいんですかって聞いてるんですよ。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) これは、やりようはあるということでございます。今あまり、あの、その、

これが実現可能な時点で当然そのへんも、やっていかなきゃならないことだと、こういうふうに

思っているところでございますので、ただ、費用はかさむと。いうことだけ申し上げておきたい

と思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) あまりしつこく言いたくないけど、それでは避難路として、あそこやった

ほうがよっぽど安上がりで２億円もかけて跨線橋やる必要、なんもなくなってくるんじゃないで

すか、町長。それで、後もう一点だけ聞きます。後高規格道路の静内インターチェンジ。当初は

国道の駒場付近だったんですね。〇〇〇としては。ところが東日本大震災の津波によって国道付

近に日高自動車道のインターチェンジを造るのは危険だということで相当山の方に行きました。

これは町長もご存じだと思いますね。それで要望だしたんですから。ところがですよ、このＤＭ

ＶにしろＢＲＴにしろ、これ海岸線走ったらどうなるんです町長。大津波来たときにＢＲＴやＤ

ＭＶだと、これ避難できないじゃないですか。今までは危険だ、危険だと言ってインターチェン

ジも上げたと、海岸町の皆さんには避難路として高いとこ走らなかったら、高いとこ歩かなかっ

たらだめっていうことで２億円もかけて跨線橋造りましたよ。それなのにずっと低い所にＤＭＶ

とＢＲＴを走らせるんですか町長。矛盾感じませんか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それについては、そのときの気象状況。あの、通常公共交通として走ってる

ものも運行を差し控えるとか、そうゆうようなことになるのではないかと。突発的な地震の場合

には高台に避難するっていうことですが、そういったものがたまたま走ってた場合には近場の道

路から何十分かの間に奥のほうへ入るというようなこと。あるいは、そういった車両を棄てて、

高台に避難するとかいろんな方法があると思います。そんなことで、それやはりこの地方創生の

精神上、国の言っているように町、人、仕事の創生ということで、ということであれば国も理解
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して、一番の地方創生のツールであると思うこのＪＲ線日高は勿論のこと、全道から外れるとき

にどう考えるんですかっていうことを、また余計な答弁になりましたけど申し上げたいというこ

とでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私はそういうこと聞いてませんから。町民の皆さんや沿線の利用する人の

安心・安全の観点から聞いてるんですよ。町長は先ほど言ったとおり跨線橋って言って高い所に

逃げて下さいって言ってるじゃないですか。２億円かけて。総費用 10億ですか、全部で。そして

なおかつインターチェンジについては駒場じゃ危ないからって言って、もっと山奥行ったじゃな

いですか。それなのにＢＲＴやＤＭＶのときには、もっと低い所走らせるんですか、町長。そう

いう計画で町長、いいんですか。私は矛盾を感じるんですよ。どうですか町長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 日高道は来年厚賀まで。春には開通するということですが、そうなりますと

門別本町、富川、鵡川と。結局とおり過ぎられる町のことをどう考えるか。やっぱり、ゆっくり

旅行したいという人が、ちょっとこの駅で降りてみたいなというような考え。そういう時代でも

あると思います。スピードを求める人は元気な人で運転も達者ですから、どんどんどんどん日高

道を使ってビジネスに使う。あるいは救急搬送その他の移動に使うということで、いろんな種類

があると思います。ニーズは。以上です。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 時間が無くなったんで終わりますけども、最後にひと言だけ。私はバス転

換による早期再開がよりベターであるということで指摘して、質問を終わらせていただきます。

町長、長い、大変詳しい答弁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。再開については放送でお知らせいたします。 

          休憩 午後 ２時３２分 

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

          再開 午後 ３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。 

 20番、川合君。 

          [20番 川合清君登壇] 

○20 番(川合清君) ６月定例会に当たり壇上からの一般質問をいたします。私は通告２点してお

ります。最初の新ひだか町国民健康保険について始めます。北海道は２月に北海道国保運営方針

原案と共に都道府県単位化による国民健康保険料、税の２回目の試算となる国保事業費納付金の

仮算定を公表しました。このことから、社会保障推進協議会や市町村から不安の声が沸き起こっ

ています。まず釧路市が、道の試算の手法に基づいてより詳細な収入別ランク分けをして市の試

算を質したところ収入が多いと現行より下がり低いと上がるという傾向にあるという結果を議会

に報告しています。同様な報告は標茶町でも行われています。新ひだか町では道の仮算定に基づ

くこのような試算は行っているのか。行っていればその結果の傾向をお答えください。道の、続

いて（２）ですが、道の仮算定の公表で新ひだか町は 1 人当り現行より約７千円の高い納付金が

求められることになります。これはただし、激変緩和をしない段階の数値であります。全道的に
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は市町村が一般会計から１人平均８千円以上の法定外繰入金を行って国保料・税を低く抑えてい

ますが新ひだか町は法定外繰入は行っておりません。道への納付金を仮算定のまま受け入れるも

のではありませんが、町民の担税力からみて法定外繰入も真剣に検討しなければならないと考え

ますが町長の見解を伺います。２番目は都道府県単位化で 1 番見通しが解らないのが激変緩和が

切れる６年後以降のことです。保険税の平準化、統一化が言われているのですが、どのようなこ

とが予想されているのか伺いたい。大きな３番目ですが、私は国保事業が、もっと予防・早期発

見、生活習慣病などの悪化を防ぐなどに力を入れるべきと思ってこの立場で質問をしてきました

が、このような取り組みについてどのように今回にもふれてお考えになっているのか、お答えい

ただきたいと思います。４番目の子どもの医療費無料化の現物給付については、同僚の谷議員の

質問がありますので取り下げます。大きな２番目の自治会活動とファシリティマネジメントにつ

いて伺います。我が町における自治会活動は、現在ある生活館、会館抜きには考えられません。

現在ある生活館、会館を廃止していくという見直し案の実行は非常に難しく、あくまで自治会・

町内会との合意が必要となります。以下ファシリティマネジメントに基づく公共施設の見直し案

について伺います。６月 14日の道新報道は。もとえ省きます。まず第１点は、阪神淡路の大震災

以来、自治会・町内会の活動が注目されるようになりました。また現在の少子高齢化の社会情勢

の中で改めて自治会・町内会の役割が重視されています。本町における自治会活動は、近年大き

く低下していると思わざるを得ません。町長は現在の自治会活動をどう評価しているのか、まず

伺いたいというふうに思います。第２点は、自治会との協議の問題ですが、副町長は自治会と協

議するためのたたき台。地域の実情を聞き住民合意を得た上で計画を進めると述べていますが、

あくまでも地域との合意。年限も含めて協議が整ってからということを確認していただきたいと

いうふうに思います。合せて、廃止に位置付けられた施設については、当面の間、現状のまま維

持管理を図りながら将来においては廃止とするということが、そのへんについても確認をお願い

します。第３点は、文化系施設の位置付けから始まっていますが自治会との協議で児童福祉施設、

あるいは老人福祉施設等への複合施設という利用目的の変更もあり得るのか。この点についてお

答えいただきたいというふうに思います。以上、壇上からの質問といたします。ご答弁をよろし

くお願いします。 

○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) 川合議員からご質問のありました大きな項目の、新ひだか町国民

健康保険についての１点目。国保都道府県単位化の国保税の影響についての１つめの道の仮算定

に基づく試算はについて、ご答弁申し上げます。平成 30年度から始まる新たな国民健康保険制度

におきまして、北海道が財政運営の責任主体となり国保運営について中心的な役割を担い町村ご

との国保事業費納付金を決定することになっております。北海道における仮算定につきましては、

第１回目が昨年 10月に示されておりますが、仮算定結果を分析しながら条件の追加又は変更を行

い本年１月に第２回、４月に３度目となる仮算定を行っております。現在も納付金等算定ワーキ

ンググループ、市町村連携会議において課題整理をしながら今後も論議を重ね、本算定に向けた

納付金等算定方針の決定に向けて検討されているところでございます。仮算定の考え方といたし

ましては、高額医療費の共同負担、前期高齢者交付金等の精算、収納率を主な条件に反映させて

算定をすることとしております。収納率は平成 25年度から平成 27年度までの実績値の３カ年平
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均値を用いております。また、所得水準、医療費水準の反映係数は地域間格差やリスク分散を考

慮し、国基準ではなく北海道独自の基準で調整されております。また、30年度からの国の財政支

援分として 1 人当り５千円が減額されており、納付金への財源補てんとして北海道調整交付金が

納付金総額に財源として投入され運営方針に基づき特例基金を初年度に重点配分し、全額繰入さ

れることとなっています。納付金の算定方式では医療、支援、介護、それぞれ３方式として所得

割 50％、均等割り 35％、平等割 15％の賦課割合で算定されております。次に２つ目の一般会計

からの繰入による国保税引き下げの考えはについてでございますが、これまで各市町村の政策判

断により、法定外繰入が実施されていたところでございますが、北海道において運営方針案が示

されており、決算補填等を目的とした法定外一般会計繰入等については、解消・削減すべき赤字

として段階的な解消に取り組んで行く方針とされております。また保険料水準にかかる北海道の

考え方についても運営方針の中で示されているところでございますが、激変緩和措置の期間終了

を目途に統一を目指すこととしております。一般会計からの繰入が禁止されるというものではご

ざいませんが、一般会計からの繰入により国保税引き下げを実施した場合、保険税収納必要額か

ら減額となりますので、本来収納すべき保険税との差が生じれば北海道が進める保険料の平準化

を後退させることに繋がりますし、繰入により保険税を引き下げた場合に、保険者努力支援制度

や経営姿勢基準で減点となる可能性も考えられますので、新ひだか町国保といたしましては可能

な限り北海道が示す運営方針に沿った形で広域化を迎えたいと考えておりますので、現段階では

一般会計からの繰入による国保税引き下げについては考えていないところでございます。次に２

点目の６年後の激変緩和終了後はどうなるかについてでございますが、30 年度から 35 年度まで

の６年間で、現行保険料との比較により激変が生じている市町村に対して、北海道調整交付金と

特例基金により激変緩和措置が講じられることが決定しており、初年度は保険料の伸びが最大

２％増として制度移行できるよう検討されているところでございます。運営方針案では激変緩和

措置の実施期間を平成 30年度から平成 35年度までの６年間を基本とし３年ごとの運営方針の見

直しが検討されることとなっておりまして激変緩和措置終了後も納付金制度の安定化に向けた必

要な対策が講じられることとなっております。北海道では激変緩和終了時に保険料水準の統一を

目指すこととしておりますが、この間、３年ごとに運営方針の見直しを行うなど修正・検討を加

え平準化に向けて協議・検討がされることとなっております。現段階で激変緩和措置後の新ひだ

か町の保険税の見込みについてお答えすることができませんが、これまでは医療費の推計から歳

入歳出予算を推計することは困難でしたが、都道府県化により負担の公平化が図られ納めるべき

納付金が北海道から示されることにより、見える化が推進されますことから納付金による必要保

険税額につきましても推計しやすくなるものと考えておりますので、北海道が算定する納付金の

額と現行保険料とを比較しながら、必要に応じて検討してまいります。次に３点目の地域医療の

充実について、どのように考えているかについてでございますが、地域医療とは地域住民の健康

維持、増進を目的として医療機関が主導し地域の行政機関や住民・企業などが連携して取り組む

医療活動でございまして病院などの医療機関での治療やケアの枠組みの他、関係機関が連携し地

域住民の健康を全体で支えることであると認識してございます。医師や医療従事者が主体となり

保険者を含め地域住民に対して疾病の予防や健康維持・増進のための活動を行って行くことが地

域医療の充実に重要なことであると考えております。国民健康保険としても保険事業を推進する

ことで地域医療の充実を図るための一助になるのではないかと考えております。国民健康保険が
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実施している保険事業には特定健康診査、特定保健指導の他に健康推進課で実施している生活習

慣病講座や調理実習の助成、インフルエンザ予防接種及び肺炎球菌、感染症、予防接種事業の助

成をおこなっているところでございます。地域医療は医師、医療従事者、関係機関、保険者だけ

でなく地域住民自らが自身の健康を維持する意識を持ち行動して行く事が地域医療の充実へ繋が

って行くことだと思いますので、国保険者といたしましては関係部署、関係機関との連携を図り

ながら引き続き地域住民の方の健康意識を高めていただくための事業を取り入れながら保険事業

の推進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。 

○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) 川合議員からのご質問の大きな２点目。自治会活動とファシリティマネ

ジメントについての１、現在の自治会活動をどう評価しているかについて、ご答弁を申し上げま

す。川合議員もご承知のとおり、自治会・町内会につきましては自主的に組織された任意団体で

ございまして現在、町内には静内地区 88、三石地区 66 の合計 154の単位自治会・町内会が組織

されております。各自治会・町内会の活動といたしましては、夏祭りやビアガーデン、敬老会な

ど地域の方々との交流活動や子どもや高齢者の見守り、声掛け、防犯・防災、環境美化活動など

地域住民がより安心して快適に暮らすことができるよう自主的な取り組みを行っているほか、町

からは集会施設の管理、町道や河川などの草刈り、広報の配付、交通災害共済や日赤社資の取り

まとめ、自主防災組織の結成促進、地域版津波避難計画の作成など様々な分野におきましてご協

力をお願いし活動していただいているところでございます。また、住みよいまちづくりのため行

政の役割として町全体にわたり住民の皆様の多様なニーズに応えられるよう、きめ細かなサービ

スの提供に努めているところでございますが、現状、全てに応えていくことはなかなか難しく、

自治会・町内会の皆様方にもご協力をいただきながら対応しているのが現状でございます。この

ようなことから、自治会・町内会活動は地域コミュニティ推進のため。そして当町のまちづくり

を進めるためには欠かせないものであるという認識でいるところでございます。以上、答弁とさ

せていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 田口契約管財課長。 

          [契約管財課長 田口寛君登壇] 

○契約管財課長(田口寛君) 自治会活動とファシリティマネジメントの大きな項目の２点目。ファ

シリティマネジメントの今後の進め方は。と３点目の利用目的の変更はあるのかについてご答弁

申し上げます。まず、ファシリティマネジメントの今後の進め方はについてでございますが、今

回各常任委員会に説明いたしましたファシリティマネジメントに基づく公共施設の見直し方針に

つきましては、27年度に公共施設の現状、維持管理、長寿命化及び統廃合等に関する基本的な考

え方などを定めた公共施設等総合管理計画の実施計画となるものでございます。公共施設総合管

理計画の策定経過などについてはこれまでご説明しておりますので、詳細は割愛させていただき

ますが当町においても、今後の人口減少や少子高齢化の進展が予測されており、税収の減や社会

補償費の増加などからか財政的には今後も厳しい状況が続くことが想定され、こうした状況を踏

まえると今ある全ての施設を保有したまま建替え等を続けることが事実上不可能であり、持続可

能な町民サービスの維持、向上を図って行くためには中長期的な視点で計画的に保有・処分・維

持・活用等を行い身の丈に合った施設保有量、施設規模となるようにマネジメントして行く必要



 

 - 47 - 

があることから、ファシリティマネジメントの手法。すなわち行政サービスの向上に努めながら

も最小の経費で最適な施設の経営管理を行う手法を取り入れることとしたものでございます。こ

の度、自治会活動などの拠点であります生活館等の施設などの町民文化系施設 65施設を先行して

計画を策定したところでございますが、今後この方針案をもって関係各自治会に説明し理解をい

ただくよう協議をさせていただくことになります。長年地域の自治会活動などの拠点として使用

されました会館等の統廃合は大変難しい協議になるものと理解しているところでございますが、

町の将来がかかっており計画倒れにすることはできないものでございます。これからの地域との

協議に当たりましては総論として理解をいただき、各論として了解を得るレベルまでどのように

持って行くかがポイントとなると考えております。それぞれの施設がおかれております老朽化の

現状や町の財政についての今後の見通し、さらには将来想定されます町並びに地域の姿について

町民全体で共有するためにも計画担当と施設管理担当で丁寧に説明を行い、理解を得るよう取り

組んで参りたいと思います。これまで先人たちの努力で多くの試算を作り上げて参りましたが、

これから先、少子高齢化を迎えその資産をどうして行くのかという課題に直面し、これまでに経

験の無い取り組みをスタートさせなければなりませんが、自らの変革をためらわずに積極的に取

り組んで参りたいと考えております。次に３点目の利用目的の変更はあるのかについてでござい

ますが、先に決定いたしました方針案をもちまして、これから地域との協議を開始するところで

ございますので、地域との協議をしていない現段階におきまして公共施設としての利用目的の変

更などにつきましては考えてございません。いずれにいたしましてもファシリティマネジメント

の推進につきましては先ほど申しましたとおり、地域住民の皆様に丁寧に説明を行い理解を得ら

れるよう努めて参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20番(川合清君) ひととおりご答弁いただいたんですが、それで平成 30年から、いわゆる道へ

の納付金で全て終わりと。こういう形になりますね。我が町については今迄、法定外の一般会計

からの繰入がされてませんで、１人当り 12万２千 499円。いわゆる 12万２千 500円現行では保

険料として徴収しているわけですが、それを 12 万４千 499 円。ここに激変緩和を抑えた金額で

道に納付すれば、それで終わりということになりますね。でこの差額は約２千 500 円。被保険者

１人当り２千 500円ずつの負担が増えて来るんですよね。そういう考えで間違いないですか。 

○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) はい。ただ今のご質問ですが壇上のほうでもご説明したかと思う

んですが、道のほうで試算を行って仮の算定額が出てるんですが、現在のところ町のほうでは、

道の示した数字でもって、３方式という計算の部分でやっていますけども町は４方式で資産割を

含めた形でやりますが、その計算、今、今年度の今までの計算と計算方式を変える予定。そして

税率等の変える予定はありませんので、道試算と同じ額になるということではなく、今後税率等

を改正しなければ今年度と同じ額になってくると考えております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20番(川合清君) それで、町は平成 30年度においても４方式。所得割、試算割、均等割り、平

等割、これでやると。で道は資産割を抜かして３方式でやると。だけどこの激変緩和が切れるま

では各町がどういう形であれ、道が求めた納付金を納入すればいいんだと。こういうことになり

ますよね。それで間違いないですか。 
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○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤千恵美君) ただ今の質問にお答えいたします。北海道のほうで示された納

付金は、あくまでも各市町村が納めるべき納付金ということで、30年度を迎えましても各市町村

では引き続き被保険者に係る税率は、各市町村で決定することになっております。ですので、新

ひだか町につきましては先ほど課長が答弁したとおり、税津の改正を行うという考えは今のとこ

ろ無いんですけれども、30年度におきましては道が示した納付金を新ひだか町の国保として支払

うということになります。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合清君) それで、当面の激変緩和の期間中はそういう方式が認められるんだけど、激

変緩和終了した６年後については先ほどの壇上からの答弁のように、道の統一化、あるいは平準

化ともいうふうに、平準化目指してってとかいうふうに統一された料率になる。保険料率になる

っていうふうになるんですけど、それはちょっと後にしておいて、現在の国保税の税条例で、そ

こから改定は 30年については考えていないというようなお答えに受け取ったんですけど、ただし、

それで国保税を 100％納めてもらっても道への納付金までには届かないってことになる。この差

額はどうするんですか。担税力との関係で当面は町の一般会計から持ち出して、その不足分を穴

埋めしなければならないと。こういうことをお考えなんですか。ちょっと国保の担当者の答弁で

ないところの答弁かな。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) ３月の定例会にも副町長のほうからお話をさせていただいていると思

うんですけども。基本的に国民健康保険特別会計の、については、各国、道、町村の負担の他に

保険料で賄うのが原則。これが制度となっておりますので基本的にはそれぞれの負担率に合せま

して、それぞれが負担することとなりますので基本的に保険料の部分が足りなくなれば、30年で

はないかもしれませんけど保険料の料率の改定は行わなければならないのかなと思ってございま

す。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合清君) そういうことだろうっていうふうに思ってるんですが、それでお聞きしたい

のは、今後これは第２次仮算定ですから、これから町長が都道府県単位化。道のところでいろん

な会議その他でこれらについて意見を挟む機会っていうのはあるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤千恵美君) すみません。ちょっと国保の担当として今のご質問にお答えさ

せていただきます。まずあの、北海道が示している運営方針。国保の運営方針というのもがある

んですけども、その中で具体的に保険料の統一ですとか医療費水準の平準化ですとか、そういう

ことが示されることになっておりまして、本年の７月、来月ですけども実際に運営方針が決定さ

れて示されてきます。先ほどお話しにもありましたけれど、その運営方針につきましては３年ご

とに見直されることになっておりまして、いろいろな例えば市町村におきましては市町村連携会

議ですとか、またいろんな場面で調整、課題整理ですとか調製しながらやっていくことになりま

すので、あくまでも例えば新ひだか町の意見として、いろいろ出てくる場面があれば、そういっ

た中で北海道に対しても要望して行きたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 
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○20番(川合清君) なぜ聞いたかっていいますとね、我が町だけではないと思うんです。全道 177

保険者のところで、第２次の仮算定の結果、第１次算定より第２次算定が下がってるんですけど、

各町の、各町の現行の保険税よりも高くなる保険者が 177のうち 146になるんですよ。あのどっ

かに何％か安くなって何％か高くなってという資料も出てますけど、市町村単位で見たらそうい

うふうになります。それから各町が、各町が国保税として徴収した金額。それに法定外繰入だと

か赤字で繰越すだとか、そういうことをやって、それよりも、それよりも保険料が高くなるとこ

ろ。これが 80保険者なんです。そういうふうにするとね、各町みんなバッタするんですよね。そ

れでこれじゃだめだというものを、やっぱりこの全道の会議で伝える必要があるんだっていうふ

うに思っています。それでさっき総務課長が 30年直ちに上げるかどうかわかりませんがっていう

ふうに言われましたけど、すぐ上げるとは言いませんでしたので若干のいろんな時間やなんかも

検討の間やなんかもあるというふうに思うんですが、この全道の統一化にめがけての方針につい

ては大幅な改定を求めて行く。全国知事会が、全国知事会が国保の都道府県単位化するときに１

兆円の金を出せっていうふうに言ってるんですよね。ところがその金はまだぜんぜん反映されて

いなくて、１千 700億ですか、今回の算定で３千 400億まで見込まれているのかどうかわかりま

せんけれども、そういう状況だっていうことをまずあの、きちんと意見を述べる。そういうこと

が必要だっていうふうに思っています。そしてさらに、国保税の３方式でやったときには我が町

では均等割りが２万円以上上がるって。道の今の試算からすればですよ。１人当り２万円以上高

くなるし、世帯割では若干安くなるのかな。で、うちの被保険者で大きな部分が７割軽減に、の

部分に当たる部分が相当数いるんですけど、私が単純に計算しただけでも７割軽減されてもその

世帯が国保税が２倍近くになってしまう。今、単身世帯でね７割軽減世帯ってことになれば月々

千 500円位で済むんだけど、２千 500円位まで上がってしまうっていう。そういう計算になって

しまうので、先に述べた所得の低い層ほど重くなるっていう、この現象は直ちに現れてくるって

いうふうに思いますので、これに対する対策をきちっととるようにしてください。で、繰り返し

ですけど直ちに国保税を引き上げるようなことはしないけれど、一般会計からの繰入で当面補填

するとも言いませんので、ぜひ担税力。町民の担税力との関係でこれ以上の負担は課せられない

っていうふうにずっと据え置いてきた我が町の国保税条例ですから、そういう面では他町並みの、

他町並みの法定外繰入を確保して、その対策を今からとるように強く求めますが、町長いかがで

しょうか。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) この議論いつも私、答弁してるんです。今日もさせていただきますけれど、

基本的にはこの制度改正の中身。今回のご質問いただいてかなりレクチャー受けたんですけど、

なかなかこうスパッとお答えできないっていうのが、さっき課長も申し上げましたけども、今、

納付金として請求される額とうちが税として収納してる額と、このギャップというのがどうやっ

て埋るのかっていうのがよくわかってないです。これから次の３次の試算が出てくるのか知れま

せんけれど理屈として理解しているのは、国が１人当り５千円の支援をするっていうことになる

と理屈上は、保険税って５千円下がって当たり前のような、理屈上ですよ。そこは上がり下がり

のようないろんな形があるんだと思いますけど、ただ、いずれにしても今この制度が始まってみ

て先ほどご指摘、先んじてご指摘いただいてますけど、どんなふうな国保財政になっていくのか、

それがはっきり見えてこなければ今の、総務課長は理論上の話しを保険税の条例の改正も考えな
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けりゃならない時期も来るのかというお話しされてますけど、今までの国保だって医療費の増高

によって赤字が出る年、黒字になる年が、自分の町だけでもあるわけですから。ですから今、そ

れが納付金として来るのか医療費として請求を受けるのかの違いだけであってね、基本的には今

後どういう対応して行くかっていうのは、どんな制度に、現状がどういうふうに移って行くのか

っていうところに、やはり見極めなきゃならん。ですから繰入、法定外繰入ってのはもとより、

私ども恒常的に考えていないというご答弁いつもさせていただいていますけど、これが全国的な

レベルでそれがどうしても強いられる時代がもしも来るとすれば、これは先ほどご指摘いただい

た町村会含めて要望を上げて行かなければならない状態になっていくんではないかと。ですから

今が担税力としてアッパーだという認識で私ども、町民の方がたの所得水準からいってアッパー

だというもの言いをずっとしてきていますから、出来る限りこの中でやって行きたいとは思って

おりますけども、他の町が全部税金上げて、国保税上げてうちの町だけ据え置いて行くっていう

状態を維持できるかっていうとまたそれも難しい話で。ですからやはり全体の動向見て行かない

と、これが政策繰入というもの言いを私どもしてますから、恒常的な法定外繰入という認識は今

も無いと。ですから今後、どういう仕組みになって行くのか見極めさせていただきたいというこ

とで今まだ走り出していないもんですから、はっきりしたご答弁出来なくて申し訳ないですけど

も担当のほうでも十分、情報仕入れて対応を考えて行きたいと思っておりますので、また次の機

会になってくれば少しでも先行って、詳しいご答弁できるんではないかと思いますんで今日はこ

のへんで勘弁していただきたいなと思います。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合清君) あの、私も副町長の認識と同じように第３次、あるいは最終案が出て来るの

か、これだめだっていうふうになるのかね、まだ見極めついてないなっていうふうに思ってるん

ですが、いずれにしても町の納付金は引き上がるんだろうなって覚悟があるんで、法定外の繰入

も一定覚悟しないとだめなんだ。特に経済的弱者のところの負担は、これは耐えられないことに

なってしまうんで、その準備をって言ってるのはそこなんですけど、ただ、もうひとつ見なきゃ

ならんのは、この仮算定が出されたときに大都市は安くなって地方に負担、しわ寄せするのかっ

ていう声が一斉に挙がったんですよね。それでこの文教厚生常任委員会で出された資料見ると、

札幌市の国保料現行 12万６千 202円が 10万７千円になるんです。算定結果なんですよ。こんな

ばかなことあるかって。調べてみたら安くなるのは札幌市、函館市、小樽市、帯広市、北見市、

岩見沢市こういうところがずっと続くんですよ。これにはおかしいという声を挙げるべきだって

いうふうに思ってますんで、今後あの議会でも真剣な議論が進むと思いますので逐次丁寧な説明

を求めておきたいというふうに思います。次に進みます。次のファシリティマネジメントの関係

ですが、壇上からのご答弁いただいたんですが、なかなかすっきりしないという部分があります。

それで一番先に確かめておきたいのは、協議時間の打ち切り。そういうものはしなくてあくまで

も、あくまでも自治会・町内会との合意に基づいて廃止あるいは選択。こういうところの手法で

しか進めて行かないっていうことですか。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) この議論、すごいニュアンスが難しいんで、お答えいたしますけど、確か

に私、各常任委員会で申し上げたことが新聞にも載っておりました。地域協議っていうのは非常

に重要なことで、これ抜いたら話にも何もならないと思います。ですから、住民の方々がご理解
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いただける提案をして、それでご意見いただいて何とか意に沿う、お互いに歩み寄って形を進め

て行きたいっていうのが担当とかでもこれから進めていく手法として頭の中にあると思っており

ます。ただその、ただいやだとか、これでじょっぱり続けられてずっと延々と平行線たどるよう

な議論が続いたとすると今、そこがちょっとニュアンスとしてわかりずらいので申し上げたんで

すけど。そのときに打ちきれないってなると、ずっといってしまうっていうことになってしまう

ので、その内容によると思っております。ですからいろんなケース想定されてるんです。ですか

ら一番は、存続ってなってるところはそんなにもめことは起きない。廃止になるところと選択、

選択というか、それと統合というか、そういうところが一番なるところで、ですからやっぱり地

域ごとについている、建ってるものですから、ですから私どものこのファシリティマネジメント

っていうか公共施設の管理計画の中で一番の目的は極端な話、ひとつの地番の中にセンターと生

活館が共存してたり、こういうところをなんとかできないかというところから始まっていますか

ら、それで最終的にその、いろんな複合的に話が出て来てて、今の旧三石温泉の取り壊しだとか、

そういうところの財源どうするってとこまで波及して行って、この計画を作ることによって、な

んとか財源作りも含めて検討しましょうというところで進んできております。ですから今、集会

施設について言うと、住民活動の拠点になっていることは十分承知しております。ただその、そ

れが先ほど壇上で川合議員がおっしゃられた、自治会の重要性と会館のあり方と、それが直接的

に結びつくのか。ここでなければだめなのかというところが今、行政が真剣に精査して行くため

に考えなくてはならないところ。お互いに譲り合って、助け合って。ですから今、具体的に例を

出しますと、神森の会館と生活館が川合さんのとこですから、あって、これをひとつに統合した

いってなったときに、更地だった場合、今から生活館ひとつ造りますよってした場合に、２つく

れって言うかと。きっと１つお互い協議して真ん中にでも１つ建てましょうかってなると思うん

です。ですからそういう状態をイメージして説明をさせていただきたいなと。そしてなんとかお

互いの自治会が共同で使って行く、それがその毎日使っているっていう、両方、毎日その会館使

っているというなら別として、年に何回かの話のところも多いもんですから、そこらへんをよく

ご説明して行きたいなというふうに思っておりますので、対応は期限については、そういうよう

な趣旨でおります。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合清君) 経済常任委員会でも、それらしき話し聞いたんで、そういうような答え来る

だろうなっていうふうに思ってるんですが、それで私はこの問題の一番最初に町長は今の各自治

会活動をどう見てるんだというふうにお聞きしたんですが、それで私がいる神森第二自治会って

いうのは、神森生活館を私たち自治会だけがまあ独占的に利用させてもらっている。そういう関

係があります。それでうちの自治会は総会、新年会、老人会の総会、花見、敬老会、その他子ど

も会の行事。子ども盆踊りもやってます。そういうことをやってるんですが、自治会活動はもの

すごく衰えてきたなっていうふうに思っています。数年前から。それで財政的にも今、会館はも

う、会館には一切金出さなくて済む。維持管理に関わる分、建て替えもない。防犯灯も街路灯の

電気料負担も無くなった。３反くらいの広場があるんですけどその草刈りも、昔は全くのボラン

ティアでやってたけど今はお金もらえるということで、相当、自治会の財政は楽になっていると

いうふうに思うんですけど。その他に自治会奨励金やなんかもありますからね。と思うんですけ

どね。財政的にはもの凄くやり繰りしにくくなるくらい苦しいです。私は 12年位自治会長やって
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その後、総務会計部長やってますので、そういうのがわかるんですが、それにつれて１人暮らし

のお年寄りの引きこもりやなんかが目立つようになってきて、これでいいのかっていうことで現

町内会長ですが、老人会の会長が１人暮らしのお年寄りのところを自転車でトコトコトコトコ回

るように、見回りをするようになりました。そのうちにテレビで認知症カフェの番組が出たとき

に、だいぶ年いったご婦人から、うちの自治会でもこれできないかっていう。やるんだら協力す

るぞっていうことになって平成 26 年の６月から土曜カフェっていうのをやりました。お食事会、

１食 100円から始まって現在 200円にしましたけど、そうするとけっこうな人が集まるようにな

ってきた。そして２年前から町の包括支援センター事業の中に組み込まれて毎週やるようになっ

た。去年は毎週月曜日。１食 200 円、コーヒー100 円飲み放題。一番初めは、なんだかケーキと

コーヒー位で済ませたんだけど、そういうふうにやるとね、これ使え、これ使えって野菜はシー

ズンの野菜が届けられる。魚が来る、何が来る。スタッフは大変なんですね。貰った以上は食べ

させなきゃなんない。どうやって料理するかでも苦労してるんですが、去年は結局 43回実施して

777 食提供しました。これにスタッフ５人とか６人とか、一番少ないところで３人、多いとこで

８人位。そういうスタッフを入れると相当な数が使えるようになるんだろうっていうふうに、相

当な数になるんだっていうに思ってるんですが、うちの自治会やっぱりこれじゃだめだ、引きこ

もりのお年寄りをどうやって引っ張り出すか、１人暮らしのお年寄りを見守りしてカーテンずっ

と洗ってないから洗濯してたっていう、そういうことをやらないと自治会でなくなる。これは参

加人数減ったから、大変だからやめよう、やめようっていったらなんもやらなくなることになる

ぞ。ここで踏ん張らないかっていうふうに言ったのが４、５年前なんです。それで、それでもま

だ歯止めはかかってません。ただ一定の役員会は役員のメンバーは若返ったかなっていうふうに

は思ってるんですが、私は管財が作った資料を見て公民館それから女性センター、ピュア、それ

に三石ふれあいプラザ。広域的に利用しているところをぬかして、生活館や会館を利用している

のは６万人を超えているんですよね。集計見たら。この人たちが力になるんでないかっていうふ

うに思ってるんですよ。この間、畑端議員が年金権が、年金権がついたのに漏れることのないよ

うにっていうのが、そういうとこから口コミで広げるようにしていくことが大事なんでないか。

健康推進課が生活習慣病なんとか進行遅くしようってやったときに、そういうところに来てくれ

ている人に理解を求める。こういうことがどうしても必要になってくるんだっていうふうに思っ

ています。それで、これから協議が始まるばかりですから今の段階で、あれだこれだって言った

ってどうしようもないんですが。それで、廃止。ここのところについては私たちのいるかみもり

生活館は廃止の判定を受けていますので、副町長何て言いました、じょっぱって。ね、じょっぱ

りじゃなくて、無くさないでくれと。今言ったように名前も認知症カフェでないんです。認知症

予防カフェ（スマイル）っていう名前をつけてやってます。この連中はもう、気狂ったみたいに

新聞見て騒いでます。やめれっていうのかと。とてもあっちの会館行ってまではできないぞと。

したら近く空家になるところ買ってもらうかっていう、そんな話までするくらいちょっとうろた

えている状況です。それで、一つの区域の中に、神森の中に生活館と会館２つありますけど耐用

年数はまだあるだろうし、利用としてはまだまだ活用できるし、こういう自治会活動を支えるた

めにはどうしても残して欲しいし、聞くところによると神森生活館は住民からの土地の寄付で建

てたっていう話しも聞いていますのでね、そういうことも含めて自治会活動をより活発にしてい

く。そして町のいろんな老人福祉の問題だとか児童の問題だとか、そういうところに集まって来
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てくれる人。そういう会館やなんかを使っている人の協力からまず求めて行くっていう姿勢で取

り組んでいただきたいというふうに思っています。大きくはしょりましたけども、これからの、

これからの自治会との協議については至極まっとうな対応をしてもらいたいっていうことを申し

上げて終わります。 

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

◎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。ご苦労様でした。 

                                  (午後 ４時１２分) 


