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

   ◎開会の宣告 

○議長(細川勝弥君) おはようございます。ただいまの出席議員数は 20名です。定足数に達して

いますので、平成 29年 第４回新ひだか町議会定例会を開会いたします。 

                                  (午前 ９時３０分) 

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

   ◎開議の宣告 

○議長(細川勝弥君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長(細川勝弥君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により、12 番、池田君、13 番、福嶋君を

指名いたします。 

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

   ◎会期の決定 

○議長(細川勝弥君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月 15日までの４日間にいたしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月 15日までの４日間に決定いたしました。 

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

   ◎行政報告 

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

 町長。 

          [町長 酒井芳秀君登壇] 

○町長(酒井芳秀君) おはようございます。行政報告を申し上げます。 

 初めに、低気圧による被害状況についてであります。７月 12日の低気圧による大雨の被害状況

は、記載のとおりであります。 

 １枚おめくりください。日高地方の総合開発等に関する要望活動についてであります。日高地

方の総合開発等について、日高町村会、日高総合開発期成会及び高規格幹線道路日高自動車道早

期建設促進期成会の構成町長とともに、記載のとおり、要望活動を行なってまいりました。 

 次に、ＪＲ日高線大狩部―厚賀間の護岸復旧に関する緊急要望活動についてであります。ＪＲ

日高線大狩部―厚賀間の護岸復旧について、日高町村会及び日高総合開発期成会の構成町長とと

もに、記載のとおり緊急要望活動を行いました。これは、被災のあった大狩部海岸のあたりの前

浜を漁場とする漁業者の強い要望、また、それを受けた漁業協同組合の要望を受けて行ったもの

でございます。 

 次に、馬産地活性化に関する要望活動についてであります。強い馬づくりと軽種馬経営の持続
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的発展に資する馬産地活性化について、日高町村会、日高総合開発期成会、軽種馬生産構造改革

推進会議及び日高軽種馬振興対策推進協議会の構成町長並びに北海道農協軽種馬対策委員会の役

員とともに、記載のとおり要望活動を行ってまいりました。 

 次のページへまいりまして、北海道の自衛隊体制強化等に関する要望活動についてであります。

北海道における自衛隊体制の強化等について、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会の構成市町長と

ともに、記載のとおり要望活動を行いました。 

 次に、第 23回みついし蓬莱山まつりの開催結果についてであります。第 23回みついし蓬莱山

まつりを７月２日に開催いたしました。参加者及び観衆を含めた総入込み客数は約 7,000 人とな

り、昨年の 4,700人に比べ 2,300人の増となりました。 

 次に、第 11 回新ひだか夏まつりの開催結果についてであります。第 11 回新ひだか夏まつりを

７月 22日、８月 13日、15日の計３日間開催いたしました。参加者及び観衆を含めた総入込客数

は、約４万 3,000人となり、昨年の４万 5,000人に比べ 2,000人の減となりました。 

 次に、工事にかかわる契約の締結についてであります。仮契約をしておりました３件の工事に

ついて記載のとおり契約を締結いたしました。 

 次のページにまいります。工事の仮契約についてであります。記載のとおり、１件の工事にか

かわる入札を行い仮契約を締結いたしました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 

 次に、工事にかかわる入札の執行についてであります。記載のとおり、16件の工事にかかわる

入札を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 

 ６ページへまいりまして、委託業務にかかわる入札の執行についてであります。記載のとおり、

６件の委託業務にかかわる入札を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 行政報告の質疑については議案審議後といたします。 

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

   ◎報告第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第４、報告第１号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく

健全化判断比率及び資金不足比率についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君登壇] 

○総務課長(藤沢克彦君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号についてご説

明いたします。 

 報告第１号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及び資金不

足比率についてでございまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第

22条第１項の規定により、平成28年度新ひだか町の健全化判断比率及び資金不足比率について、

次のとおり、監査委員の意見をつけて報告するものでございます。地方公共団体は、健全な財政

運営を維持していく経営能力が問われておりますが、従来の制度では、財政悪化が深刻化するま

で明らかにならなかったことから、統一的な指標を用いて、財政状況を明らかにし、財政の健全

化や再生が必要な場合に迅速な対応を行うため、健全化法が全面施行されたもので、監査委員に

よる審査、議会報告、住民への公表が義務化されており、今回、監査委員の審査を受けまして、
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審査意見が提出されましたので議会へ報告するものでございます。 

 それでは、比率についてご説明をいたします。①の健全化判断比率でございますが、実質赤字

比率は、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。連結実質赤字比率は、

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。実質公債費比率は、一般会計等が負

担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率の３カ年平均の比率。将来負担比率は、一般会

計等が将来負担すべき、実質的な負債の標準財政規模に対する比率でございますが、四つの指標

のいずれかが、早期健全化基準以上である場合には、公表した年度の末日までに、財政健全化計

画を定めなければならず、また三つの指標のいずれかが、財政再生基準以上である場合は、公表

した年度の末日までに財政再生計画を定めなければなりませんが、本町においては、いずれの指

標を基準以下となっております。 

 次に、今国の資金不足比率でございますが、こちらは、公営企業ごとの資金不足額の事業の規

模に対する比率でございまして、この指標が、経営健全化基準以上である場合は、経営健全化計

画を定めなければなりませんが、健全化判断比率同様、本町においては基準以下となっておりま

す。 

 次のページ以降に監査委員の審査意見書を添付しておりますが、説明は省略をさせていただき

ますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 以上で報告第１号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) はい。今年３月の定例議会では、新ひだか町の財政は、合併当時に比べて、

危機的状況に近づきつつあるというようなご説明でしたけども、この財政健全化判断比率審査意

見書を見ると、全然そういうことを  伺えない？書いてない？  で、新ひだか町の財政が健

全化であるような、ずっと、ここ２、３年もずっと同じような意見書だったんですよ。で、我々

議員もそんなに、町長は３年ほどくらい前に、新ひだか町財政もかなり危機的状況から比べて好

転してると。昨年でしたか、三石総合町民センターに 24億の建設費があるときも、町長は財政的

にも大丈夫だと、そういう答弁をなされましたけども、それを比べると全然これは映っていない、

反映されていないんですよ。これについて、町長のご意見を伺いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。福嶋議員の今のご質問にご答弁、私のほうからちょっとさせてい

ただきます。確かに、新財政計画のご説明したときに、19年度以来の危機的状況ということでお

話をさせていただきましたが、健全化判断比率の中で、例えば実質公債比率でございますけども、

これ 25年度が 14.1、それから 26年度が 13.5、27年度か 13.2と下がってはきてました。ところ

が、28 年度になりますと、これが 13.5 とまた伸びている、今現状でございます。これにつきま

して、将来負担比率も既に 25年度が 103.2、26年度が 86.7、27が 87.8となりまして、今回 98.8

に伸びております。これは、前にもちょっとお話しさせていただいたんですけども、標準財政規

模が大きく下がってきているということで、今後も、この後も標準財政規模につきましては、交

付税が減収になるとか、税が大きく伸びてきていない現状を踏まえますと、ますますこの比率は

高くなってくるのかなというふうに考えておりますので、今後、これらの数字がちょっと悪化の

方向に向かっている、向かうという推計をしておりますことから、ああいう形で財政計画を立て
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させていただきまして、まずは標準的な予算規模を縮小していって健全化を進めるという計画を

つくったものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) そういうふうにおっしゃいますけども、そのことについては、これから総

合的に、全然そういうのはよく見えてこないんですよ。ね。全般的な新ひだか町の財政が、あた

かも健全化であるような印象しか受けないんですよ。今、総務課長は、標準財政規模云々と、そ

れは部分的にはそうかもしれませんけど、全体的にはそういう部分、全体的にはそういうの伺え

てこないと。その中で、今後、年間５パーセントでしたか、どんどん減らしていかなきゃならん

というようなことを、今年３月議会で答弁された。それについて、全然ここは伺えて来ない。こ

れについて、もう少し町民の皆さんに説明するときは、これだとなかなか町民の皆さんに理解で

き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) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 確かに、この報告第１号の議案を見ますと、一般町民向けにはなかなか

ちょっと理解しづらいかなというところは、あると思います。ただ、今、議会報告という形では、

こういう形で報告をさせていただくひな形が示されているのでこういう形で報告させていただき

ますが、町民の公表のほうにつきましては、もう少し工夫をして、わかりやすい、ある視点で公

表させていただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 私も今同じようなちょっと疑問を持つんですが、課長の今の答弁を聞いて

いても、議員は他との町との比較をしたり、過去のこともある程度数字はわかりますけれども、

今日は傍聴者もいますけれども、この意見書の中の説明資料を見たときに、資料として、例えば

その将来負担比率が、基準から見たら 350パーセントで、これから見ると、すごく低いから、251.2

パーセントを下回ってるから良いんだという説明をされて、この資料で説明されたら、私たちが

町民に対して、例えば今年度でも大変財政が厳しい、今後厳しいということをある意味では、私

たちは町民にも説明する側です。で、これはあくまでも数字かもしれませんけども、例えば、こ

の基準の将来負担比率の 350 パーセントというのを町民に説明するときに、どういう基準なんで

すか。私は町民にちょっと説明できない。この今の説明とこの資料の参考数字を見せられたとき

に、その辺は、どういうように説明すれば良いんですか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。早期健全化基準や財政再生基準については、町で独自で決めたわ

けではなくて、この法律の中でこういう基準を設けられているというものでございますので、こ

れがどう決められてるかと言われますと、ちょっと私の方もお答え、今はできないんですけども、

基本的には法律に基づいた基準でございますので、これを上回ると計画をつくれとかという指導

があるということでございます。ちなみに、北海道の市町村全体を見ますと、この数字にひっか

かってるところっていうのは夕張市しかございません。はっきり夕張市しかございませんので、

この基準が果たして適正かどうかということについては、私もちょっと疑問を生じるところがご

ざいます。また、この比率だけをもって、財政状況が悪いとか良いとかって、判断するのもちょ

っと問題があるのかなとは思っております。うちの場合については、前にもちょっとお話しさせ

ていただいてますけども、基金の残高がもう減ってきている状況とかを考えますと、それがこの
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比率を押し上げている部分もございますので、これだけをもって、うちは健全だとかという判断

をしているわけではなくて、財政のいろんな指数、それから基金残高、予算の規模等を考慮して、

今後このままの形で事業を展開していくと、硬直化していくという危険があるということで計画

を作成させていただいた経緯でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 課長の言っている意味はよくわかるんですけれども、やはり議会には資料

として出されて、この数字は町民が見ることもできますよ。私たちは見せることもしますよ。そ

うしたときになんだこれって、当然なりますよ。ですから、課長もよくわからんけど、国の基準

だからただ載せているような説明だとしたら、やはり、そうではなくて町民も理解しやすいよう

に、田町村との比較とか平均とかくらいは出せるわけですから、私たちの全道の研修会でもいろ

いろ資料を見せられてますし、とすれば、何の根拠なのか、じゃあ 350 パーセントもういっても

大丈夫なのかなんてことは議員はだれも考えてはいないと思いますけれども、やはりこれは町民

にも知らすべき数字、参考資料となる可能性があるので、やはりこういうとんでもない数字を持

って比較するこの範囲だから良いんだっていう誤解を生まないためにも、こういう資料の提示の

仕方でなくて、現実のうちの町の状況と他町村との比較でもいいですから、北海道との比較とか

というものが、見てどうなんだっていうことができるような、次年度からはぜひ資料に書いてい

ただきたいという希望を述べておきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 今、福嶋議員それから下川議員のほうから、ご質問いただきました

けれども、これについては、この地方財政、地方公共団体の財政の健全化に関する法律という規

定の中で市町村議会にこういう報告をしなければならないという取り決めによってこういうふう

に報告をさせていただいております。この部分については、こういう報告になるんですが、町民

の方には、今年のまち懇でも今回策定させていただいた新財政計画を含めて、町の財政状況がど

ういうふうになっているかというような説明もさせていただいてございます。これについては、

どうしても議案という形式でこういうふうになってしまうものですから、別な機会も取り入れな

がら、住民の方については、町の財政状況、よりわかりやすいような説明をできるような環境を

整え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思います。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。 

 本件に対して、討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、報告第１号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及

び資金不足比率についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、承認することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号は、承認することに決定いたしました。 

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

   ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長(細川勝弥君) 日程第５、議案第１号 工事請負契約の締結について(総合町民センター建

設外構工事(駐車場))を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田中地域振興課長。 

          [地域振興課長 田中伸幸君登壇] 

○地域振興課長(田中伸幸君) おはようございます。ただいま上程されました議案第１号について

ご説明いたします。議案第１号は、総合町民センター建設外構工事(駐車場)に係る工事請負契約締

結についてでございます。予定価格が 5,000 万円を超える工事請負契約締結について、議会の議

決を求めるものであり、次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものであります。契約の

目的は、総合町民センター建設外構工事(駐車場)。契約の方法は、条件付一般競争入札。契約金額

は 7,290万円、うち消費税及び地方消費税の額は 540万円。契約の相手方は、酒井・富岡・小林

特定建設工事共同企業体。代表者は、酒井建設株式会社、代表取締役 酒井芳宏。構成員につき

ましては、富岡建設株式会社、代表取締役 富岡 協。株式会社小林工業所、代表取締役 小林

將彦であります。なお、共同企業体の出資割合は、酒井建設 40パーセント、富岡建設 30パーセ

ント、小林工業所 30パーセントとなっております。 

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

名は、総合町民センター建設外構工事(駐車場)です。２ 工事場所は、新ひだか町三石本町地内。

３ 工期は、着工が契約の日から、完成が平成 29 年 12 月 29 日までとなっております。４ 請

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

す。６ 再資源化等に要する費用ですが、再資源化等に要する費用等は、この契約書の別紙によ

るものとなっております。 

 次のページをお開き願います。議案第１号参考資料２、土地利用平面図でございます。図面を

横に見ていただき、中心付近に黒い太い縦線が書いてあると思いますが、これより、右側の車線

部分が今回の工事において施行する箇所を示しております。工事概要といたしましては、アスフ

ァルト舗装工を 3,130平米施行し、99台の駐車スペースを確保し、太線より左側の一次施工分と

あわせて、全体で 109 台の駐車場といたします。また、雨水排水設備工として、環境及び浸透枡

を敷設しますし、施設整備工として、図面の下側になりますが、細長い台形状の白地に点線が描

かれている箇所に、掲示版１基、館名サイン１基、掲揚ポール１カ所を設置いたします。そのほ

か、図面の上方に黒い正方形が２カ所、描かれていると思いますが、ここに駐輪場１カ所、屋外

喫煙所１カ所を施行いたします。それと、図面右側の広く抜かれている部分で、車庫と描かれて

いる箇所には、スチール製の車庫１頭の施行を行うこととなっております。その下の倉庫と書か

れている箇所につきましては、既に発注している総合町民センターの建設外構工(倉庫)として施工

する場所でございます。 

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

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) ちょっと駐車場のことでお聞きしますが、例えば今、障害者用のトイレだ

と、障害者がいないときは空いていることが多いので、優先トイレという形で普段ですと他の人

も使えるという表示が、今ありますけれども、駐車場についても、ただ標示が今みたいなマーカ
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ーだけだと、いろんな多目的に、または多くの人が来たときに駐車場のスペースがちょっと狭く

ないかという意見が、だいぶ前からありましたけれども、この障害者用についての掲示番等につ

いては、そのような工夫等がなされるべきかどうか、ちょっと気になったものですから確認した

いと思います。その辺はどう考えているでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 田中地域振興課長。 

○地域振興課長(田中伸幸君) 駐車場の表示につきましては、この図面のとおりに、路面にペイン

トしているだけでございますので、実際の利用については、議員ご指摘のとおりのことも考えら

れますので、何かそのイベントのときには、コーンを置くとか、何かというような工夫を考えた

いと思います。 

○議長(細川勝弥君) ほかに。 

 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 大変不親切な平面図だっていうふうに思うんですが、周りは柵で覆うんで

すか。一定の高さのコンクリートの壁みたいなものをつくるのかようわからない。それと、入り

口が、これはどこからでも入れるように見えて、そうではないだろうと思うんですが、駐車場、

庁舎に入るところはどこなんでしょうか。それから図書館のほうに、こっちにも一次の駐車場が

あるんですが、この出入りはどこからするのか。正面からここまでぐるっと回るということにな

るんでしょうか。それから、全体で 109台の駐車スペースができるんですが、旧庁舎、それから

福祉センター、そのときは何台の駐車場スペースがあったんですか。 

○議長(細川勝弥君) 田中地域振興課長。 

○地域振興課長(田中伸幸君) まず１点目の周りはどうなるかということなんですが、まず、この

図面の下側が国道になります。で、ここには高さ 90 センチ程度のコンクリートの基礎を回して、

その上にエクステリア、黒いフェンス、格子状のものを設置しておりまして、今もう完成してる

箇所にはでき上がってございます。それと同じような形で、今回の駐車場側にも設置いたします。

で、右側、隣接地、民地との隣接のほうに、この図面で言う右側につきましては、既存のブロッ

ク塀を使ったり、あるいは背の低い土どめ程度の、民地よりちょっと低くなりますので土留め程

度の擁壁を設置する予定となっております。また、図面の上のほうはＪＲののり面が、ＪＲ、か

なり高い位置にありますので、そこについては特に柵等の設置は予定してございません。また入

り口につきましては、まず、役場の入り口につきましては、この図面で言う右側のほうに 10 番、

駐車場10番、10番と12番って書かれているところのところ、右側のほうから入る形になります。

ただし、横断歩道をわたって、すぐの箇所は人の出入りは可能となってございます。図書館の入

り口につきましては、図面の左側の中心付近 204の 10、国土交通省、下のほうに小さく書かれて

いる箇所があると思いますが、ここからが車の出入り口になっておりまして、ちょうどフェンス

で囲まれておりますので、出入りについては車で来られた方はわかりやすい状況にはなっている

とは思います。それと、駐車場の台数なんですが、以前の駐車場の台数は、約 130 台ございまし

た。そのうち職員や公用車等を除くと約 60台の一般車両の駐車スペースとなっておりました。で、

今回 109 台というふうに減っておりますが、職員の数も減っておりますし、公用車の数も減って

おりまして、同じく 60台程度の一般車両の駐車場を確保することになっておりますが、平日で大

きなイベントが開催されたときには、職員の駐車はここにはせず、他の場所に持っていくように

工夫しようとは考えてございます。 
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 以上です。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑。 

 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 障がい者用の駐車場の図のとこなんですが、こう黒っぽく箱型に斜線引い

てあるのは、これは壁かなんかなんですか、どういうものかちょっとわからないんですが。 

○議長(細川勝弥君) 田中地域振興課長。 

○地域振興課長(田中伸幸君) 壁ではなくて、ただ、スペースで、要はドアを開けて、横に車が止

まれないように広くスペースをとってるだけで、いろいろな形が確かにいろいろあると思います。

ただこう二重線で引いているような駐車場もございますし、ただ単に広くしているところもござ

いますし、こういう斜線等でやっておけば、そこにきれいに車をとめることによって、こういっ

た斜線の部分で、車いす等の出入りが容易になるということでこういう表示にさせていただいて

おります。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) それであれば、説明はわかったのね。というのは、障がい者が来たときに

横からおりるケースがあって、車がとまっちゃうと降りれないということがあったりしますので、

こうなんなのかなと聞いたので、そういう意味で他よりは広く取るということであれば、理解で

きました。それともう１点は、ここの町民センターが、最大来ると、400 名以上の人がホールか

ら図書館から何かを、仮に同時に使うとなるんですが、ここの駐車場の図だけを見ていると、乗

用車だけのスペースにしか見えないんですが、マイクロバスとか大型のバスが来たときには停め

ることができないんですか。 

○議長(細川勝弥君) 田中地域振興課長。 

○地域振興課長(田中伸幸君) この図面で言いますと、ちょうど太線の左側の前のほうになるんで

すが、もう既に建設されているんですが、ガラス、総合町民センターのガラス張りのちょうど前

面がバスが入れるスペースとなっております。で、町が保有する 40人乗りの中型バスですと、最

大６台程度停めることができます。マイクロバスだとちょっとわかりませんけど、この間実際に

運転手さんに聞いて、どのぐらい停めれるかというのを図ったら、町の中型バスだと６台は停め

ることが可能です。で、普段はガラスがありますので、非常に車とかぶつかったりしたら危ない

ものですから、簡易な柵で停めておりまして、バスが来たときにはそれを手で簡単に抜いて、そ

こに入ってもらうという形を取っております。 

○議長(細川勝弥君) 質疑は、現に議題となっている事件に対してのみにしていただくようにお願

いしたいと思います。 

 ほかに質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。 

 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を、討論の通告がありますので、討論を行い

ます。大変失礼いたしました。これから、討論を行います。 

 さきに、原案に反対者の発言を許します。 

 20番、川合君。 

          [20番 川合 清君登壇] 
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○20 番(川合 清君) おはようございます。総合町民センター外構工事請負契約に対する反対討

論をいたします。この議案は、総合町民センター建設事業にかかわるものです。総合町民センタ

ー建設については、場所・規模などで町民の合意が十分にできていない中、総事業費が示されな

いまま強行されました。町が行う大型公共工事に着手するには、本来許されない手法であります。

総合町民センター建設事業は、住民代表による(仮称)三石総合町民センター建設検討委員会の答申

を 1,000 平米も上回り、そのため改めて土地購入物件補償もいたしました。建設に当たり、工事

費の積算で故意によるものかと疑われるような考えられない誤りの根本原因も明らかにされず、

町としては異例の住民監査請求も起こされる事態も押し切って進められてきました。また、完成

が近づくと、それまでの町財政に若干の余裕ができたというところから一転、金がないとして住

民サービスを削り、完成すると町内集会施設の廃止・統合計画を打ち出すなど、総合町民センタ

ー建設の総事業費を決めれないままの工事挙行は、まちづくりの上からも、町の財政上の問題か

らも、大型公共工事優先のこの町政は厳しく批判されるべきものであり、事業の最後の詰めとも

言える本議案には反対せざるを得ないものであります。 

 以上、反対討論といたします。議員の皆さんのご賛同をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 10番、畑端君。 

          [10番 畑端憲行君登壇] 

○10 番(畑端憲行君) おはようございます。議案第１号について、原案に賛成の立場から意見を

述べさせていただきたいと思います。総合町民センター建設事業につきましては、議会等におい

て、さまざまな角度から議論され、平成 29年５月末に本体工事が完成し、役場三石庁舎、はまな

すホール、図書館等が入る総合施設、総合町民センターはまなすとして、６月 10日にオープニン

グセレモニーが行えております。外構工事につきましては、平成 28 年３月議会において、平成

28年度予算として原案のとおり可決されており、その後、継続費が設定され、一次施工分の建設

周辺の舗装工事等を実施し、平成 29 年６月 30 日に完成しております。平成 29 年８月末には、

旧庁舎等が解体され、その跡地に二次施工分として、駐車場を施工し、既に供用開始している総

合町民センターはまなすの全面オープンを進めるため、今回の建設外構工事の請負契約締結の議

案が上程されたものであります。はまなすホールにおいては、町民主体の行事はもちろんのこと、

管内的行事や全道的行事、民間主体の工事も予定されているとのことですし、図書館においては

利用者も増えていることから、駐車場工事を進めることにより、利用者の利便性を図るとともに、

利用者の増加も期待できるものであります。したがって、本外構工事は、総合町民センター建設

の最終仕上げの段階であり、１日も早く完成されることが、町民の期待にこたえるものでありま

す。入札は、条件付一般競争入札により行われ、町において、公正で適正な入札がされたもので

ありますので、本案契約に反対する理由は全くないものと考えるところであります。以上のこと

から提案されております議案第１号について、議員各位のご賛同をお願いいたしまして、原案に

対する賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから、議案第１号 工事請負契約の締結について(総合町民センター建

設外構工事(駐車場))を採決いたします。この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          [起立する者多数あり] 
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○議長(細川勝弥君) 着席ください。起立多数であります。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時ここで休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午前１０時１５分 

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

          再開 午前１０時２６分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

   ◎一般質問 

○議長(細川勝弥君) 日程第６、一般質問を行います。 

 質問通告順序により発言を許します。登壇の上、一般質問願います。 

 12番、池田君。 

          [12番 池田一也君登壇] 

○12番(池田一也君) おはようございます。通告に従い、２点の質問をさせていただきます。 

 まず、公営住宅についてお聞きをいたします。ご承知のように、公営住宅は、困窮する低所得

者の住宅供給を主要目的とし、我が町にも、町営、道営、合わせて 1,600 戸を超える住宅を保有

しております。この公営住宅の建築建替計画に関して、３月の予算審査特別委員会での説明では、

柏台団地の計画を変更し、29年度は解体はするが建築は中止するとありました。そこで、建築建

てかえ計画における今年度の進捗状況と、今後の変更の有無についてをお聞きいたします。また、

何度応募しても、なかなか当たらないとの声もよく聞きますので、直近の募集と応募の状況につ

いてもお聞きをさせいただきます。公営住宅についての質問の最後に、優良な居住環境の確保に

ついてお聞きいたします。新ひだか町町営住宅条例には、良好な居住環境の確保に関し、入居者

及び同居者にとって、便利で快適なものとなるように整備しなければならないとあります。そこ

で、私なりに思う快適な暮らしに必要な事項を３点お聞きいたします。 

 １点目に、ペットとの同居を認める公住の必要性について。２点目に、エレベーターが未設置

な公住への対策について。３点目に、住み替え制度の導入の必要性についてをお聞きいたします。

特に、３点目の住み替え制度の導入は、公営住宅に住み続けているうちに、独居になり広過ぎに

なったり、逆に家族が増え、手狭になった入居者がスムーズに希望の広さの住宅に住み替えれる

制度が必要ではないかという私なりの提言であります。私は、条例で言う便利で快適になるため

に、この制度化が必要かつ不可欠な整備だと考えておりますので、明確な答弁をお願いいたしま

す。 

 次に、２点目の人手や人材の不足対策についてお聞きいたします。今、人手や人材不足の深刻

な状況が顕著にあらわれてきております。例えば、全国ハローワークでの有効求人倍率はバブル

期でもっとも高かった 1990年７月の 1.46倍を超え、今年４月には 1.48倍にのぼり、バブル期を

上回っているそうであります。また、中小企業基盤整備機構が今年５月に公開したアンケート調

査によると、中小企業の約 74 パーセントが人手不足だと回答し、そのうち約 20 パーセントは、

人手不足がかなり深刻だという回答がありました。このように、今、企業の間では、人手を確保

できず、事業に支障が出るとの懸念が強まっており、対策をいよいよ急ぐ必要がある状況だと言

われております。そんな中、先日の日高報知新聞社の新聞報道では、浦河公共職業安定所は、来
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春の高卒者求人倍率は 2.28 倍で前年同期の 1.54 から急増し、人手不足感が高まっているという

記事がありました。そこで、まず新ひだか町における有効求人倍率の状況をお聞きし、さらには

この不足状況をどのように把握し、どのような対策をされようとしているのかをお聞きをいたし

ます。 

 次に、各業種における関係する団体での具体的な取り組みと、町のかかわりについてをお聞き

いたします。特に、お聞きしたいのは、軽種馬牧場、ミニトマト生産農家、医療関係、介護関係

です。この４業種は、私が普段から特に多く耳にしておりますので、それぞれの取り組みやかか

わりについてお答えいただければと思います。長い不況から脱却しつつある今、人手や人材の不

足対策は、町の経済発展にも大きくかかわり、この機会を見逃してはならないと考えております

ので質問をさせていただきます。 

 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いたします。 

○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) 池田議員のご質問の大きな１項目めの公営住宅についてご答弁申し上

げます。 

 初めに、１点目の建築建替え計画における。本年度の進捗状況と今後の変更の有無についての

ご質問ですが、公営住宅の建築建替え、修繕、用途廃止等については、平成 21年度に策定した新

ひだか町公営住宅等長寿命化計画をもとに、計画的に実施してるところです。ご質問の建築建て

かえに関しましては、現在、静内柏台団地整備計画により、建てかえ事業を継続しており、整備

計画におきましては、団地内住宅、全 497戸を 287戸にすることとしており、整備期間につきま

しては、平成 23年度から平成 38年度までとしております。進捗状況としましては、今年度まで

に 287 戸中 94 戸の建替えが完了している状況でございます。また、今後の計画変更の有無につ

いては、平成 29年度の新築工事及び解体工事の一部が、社会資本整備総合交付金の配分などによ

り、未実施となり、静内柏台団地整備計画に対し、１年遅れの状況でありますが、若干のおくれ

があっても計画に基づき、整備を進めていきたいと考えております。 

 次に、２点目の直近の募集と応募の状況についてのご質問ですが、直近の平成 29年９月募集分

に対する状況は、８戸の募集に対して 28 件の応募があり、倍率 3.5倍であります。平成 29 年９

月募集分まで含めました過去６回の状況につきましては、69戸の募集に対して 182件の応募があ

り、倍率は 2.6倍となってございます。内訳としましては、静内地区が 31戸の募集に対して、173

件の応募であり、倍率は 5.6 倍、三石地区が 38戸の募集に対して９件の応募があり、倍率は 0.2

倍でございます。静内地区と三石地区では、応募倍率に大きな格差がある状況であり、特に静内

地区の３ＬＤＫ住宅は応募件数が多く、10倍前後の倍率となっている状況にあります。 

 最後に３点目の良好な居住環境の確保についてのご質問ですが、(１)のペットとの同居を認める

公住の必要性につきましては、当町の公営住宅では、現在、犬や猫などのペットと同居すること

は禁じております。禁じている理由としましては、建物への損傷、においや鳴き声、糞尿による

近隣への迷惑等があげられ、近年、全町的に同様の理由によるトラブルが発生し、多くの苦情が

寄せられている状況にあります。しかし、全国的には、震災等による災害復興住宅、地域自治会

が要望し、管理する住宅でペットと同居することを認めている公営住宅が数例あることから、近

年、ペットを飼養する人が増加している現状にかんがみ、入居者や地域の意見、ペット同居可能
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である民間住宅の状況を十分確認し、今後、公営住宅でペットとの同居を認める必要性について、

研究してまいりたいと考えております。 

 (２)のエレベーターが未設置な公住への対策についてにつきましては、平成 14年５月に改正さ

れた公営住宅等整備基準により、３階以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則、エ

レベーターの設置が必要となったところです。当町で改正前に建設された３階建て以上の町営住

宅でエレベーターが設置されていないのは、旭町の３階建て、高砂町の４階建て、山手町の４階

建ての３棟でございます。対策といたしましては、改正後の整備基準に配慮し、エレベーターを

設置する方法が考えられますが、構造的に設置するスペースがないことから、建物を増築する方

法が考えられますが、設置するには、敷地の余裕の問題や外構の変更、工事中の入居者への影響、

多額の費用がかかることが考えられ、平成 32年度に新ひだか町公営住宅等長寿命化計画を更新予

定であることより、エレベーター設置を含めた大規模改修、建替え、用途廃止等について検討し

ていきたいと考えているところでございます。また、もう一つの対策として、階段の昇降に影響

のある入居者に対して配慮する方法が考えられます。次の質問にも関係しますが、高齢や障害に

より、階段の昇降が困難となり、日常生活に影響を及ぼすこととなった場合には、エレベーター

が設置されている住宅や平屋の住宅に住みかえができるように対応していきたいと考えていると

ころでございます。(３)の住み替え制度導入の必要性についてにつきましては、住替えの想定され

るケースとして、先ほども申し上げました、エレベーター未設置住宅に入居している世帯におい

て、階段の昇降が困難な方がいる世帯、老朽化し、用途廃止をしようとしている住宅に入居して

いる世帯、入居当時と家族構成が変わり、間取りと家族構成がミスマッチしている世帯、さまざ

まなケースが想定されますので、制度導入という形ではなく、ケースごとに、入居者と十分協議

し、最善の方法を個別に検討していきたいと考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

          [商工労働観光課長 山口一二君登壇] 

○商工労働観光課長(山口一二君) 池田議員からのご質問、人手や人材の不足対策について、１点

目の有効求人倍率の近況、２点目の不足状況の把握とその対策についてご答弁申し上げます。有

効求人倍率の近況として、当町のみの数値ではございませんが、えりも町から新冠町を管轄とす

るハローワーク浦河における平成 29 年７月分の有効求人倍率は、1.84 倍となっており、前月よ

り 0.5ポイント上昇し、前年同月と比較しますと 0.37ポイント増加しております。不足状況の把

握とその対策についてですが、町として独自で状況の把握をしておりませんが、ハローワーク等

関係機関から情報が寄せられており、特に、以前より不足していた軽種馬関係や医療福祉関係に

加え、最近では、サービス業、建設業関係の技術者等も不足しており、企業からは募集してもな

かなか人材が集まらないという声も聞かれているところでございます。また、日高信用金庫によ

るさまざまな業種の管内 173企業への聞き取り調査においても、18.1パーセントの企業が経営上

の問題点として、人手不足を上げていることなどからも、町として現況を認識しており、現在実

施しております若年者雇用に対する助成事業や季節労働者の通年雇用化に向けた取り組み等、今

後も効果的な対策の実施に向け、関係機関と連携した検討協議を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長(細川勝弥君) 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) 池田議員からのご質問の大きな２点目の人手や人材の不足対策につい

てに関する３点目、各業種における対策についての(１)軽種馬関係牧場の対策、(２)ミニトマト生

産農家の対策についてご答弁申し上げます。我が町における軽種馬生産は、国内１の生産頭数を

誇る主要産業として長年にわたりまして、町の経済活性化や雇用の確保、また、観光など、地域

の発展に大きく貢献してきたところでございます。しかし、ここ数年におきましては、我が町の

牧場におきましても、他の産業や、多くの牧場などが抱えていると同様、慢性的な人手不足に直

面しており、その対策は極めて重要であると認識してございますが、優秀な技術や経験などを持

つ人材を安定的に確保することに大変苦慮しているところでございます。このことは、本町だけ

の課題ではなく、馬産地全体が抱える、いわば広域的な課題としてとらえられ、平成 22 年には、

公益社団法人競走馬育成協会ほか、関係４団体で構成されております牧場就業促進事務局におい

て、競争馬生産、育成牧場の就業等を応援するインターネットサイトの  「牧ジョブ」  を

開設し、このサイトを活用した牧場の求人紹介や就職説明会の開催、また牧場見学会や牧場での

就業体験を通じ、多くの若者の就業を促進する活動などを展開しているところでございます。こ

の「牧ジョブ」は、競走馬育成協会、または日本軽種馬協会の会員であれば、どなたでもサイト

への情報の掲載が可能であることから、当町の牧場におきましても、現在、14件の求人の掲載が

ある状況でございまして、これまで、数件の採用に結びついたと聞いてございますが、町といた

しましては、全体的な採用件数などの把握までには行なってございません。人材や労働力が不足

している問題は、馬産地日高における今後の馬産振興にも影響をもたらす課題であるとして、本

年８月、北海道日高町村会ほか４団体として、農水省やＪＲほか関係２団体にも要望書を提出し

てきたところでございます。 

 次に、ミニトマト生産農家の対策についてでございますが、ここ数年のパート労働力の不足か

らしずない農協におきましては、希望する農家について、平成 27年度から、毎年、農家名、連絡

先などを掲載した新聞折り込みチラシを配布する取り組みを実施してございます。また、町とい

たしましては、農業振興対策協議会の労働力確保対策推進部会を平成 27年 12月に設置し、これ

まで協議を重ねてございますが、地域にある潜在的な労働力や外国人の受け入れの可能性、ある

いは無料職業紹介事業に取り組んでいる先進地事例について、情報収集するなど、有効な対策の

調査研究をしてるとこでございます。なお、外国人を受け入れするに当たりましては、制度的な

制約などもあり、また経費についても高額となることなどから、当面は隣町を含めた町内での人

材掘り起こしにより、パートを確保していくことが望ましいのではないかということで、昨年ミ

ニトマトのパートの方々を対象に、無記名でのアンケートを実施したところでございますが、そ

の結果につきましては、本年７月に施設園芸農家の方々に配布させていただきまして、今後のパ

ートの確保に活用していただくこととしたところでございます。町といたしましては、この問題

は、今後も継続的に協議する必要性があることを関係機関団体等との共通の認識としているとこ

でございまして、引き続き関係機関団体等と連携し、取り組んでまいりたいと考えてございます

ので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 
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          [健康推進課長 伊藤信夫君登壇] 

○健康推進課長(伊藤信夫君) 池田議員の大きなご質問の２点目、人手や人材の不足対策について

の３、各業種における関係する団体等での具体的な取り組みと町のかかわりについての(３)の医療

と(４)介護の関係につきまして、合わせてご答弁させていただきたいと思います。医療それと介護

に携わる人材の確保、それから育成につきましても、重要な課題であると認識しているところで

あります。ご質問の関係する団体等での具体的な取り組みにつきましては、町がかかわっている

ものといたしまして、まず医療関係では、日高歯科医師会で行われている歯科衛生士専門学校説

明会の開催、あるいは奨学金貸付制度の実施のほか、浦河赤十字病院の看護師確保対策事業があ

り、その事業費につきまして、それぞれの負担割合に基づき、管内各町で費用の負担をしている

ものでございます。また介護関係につきましても、全国全道を上回るスピードで高齢化が進む本

町にありましては、より深刻な課題であるというふうに認識しているところでありまして、現在、

町内の介護事業所などで組織する地域ケア会議におきまして、人材不足は、各事業所の共通課題

であるといった認識のもと、プロジェクトチームによる課題解決への方策につきまして、取り組

みを進めようとしているところでございます。このほか看護協会、あるいは介護福祉会など、関

係する団体のほか、それぞれの病院ですとか事業所等におきましても、人材確保、あるいは育成

に係る取り組みが行われているところでありまして、例えば町立病院では、関係大学を訪問して、

医師・派遣の要請、あるいは町内において、転勤職員のいる事業所を訪問して、看護師等の有資

格者などの掘り起こしを行なっているほか、就労支援のための院内保育所の整備など、さまざま

な取り組みを行なっているところであります。町といたしましても、医療技術者等就学資金貸付

金事業、あるいは福祉人材育成支援事業などを実施しておりまして、医療費や介護に携わる人材

の確保に努めているところであります。今後におきましても、国や北海道など、人材確保育成に

関する制度の周知に努めていくなど、人材のすそ野拡大に努めてまいりたいというふうに考えて

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) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) それでは、壇上で答弁をいただきましたので、再質問を何点かさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。まず公営住宅についてですけども、まずペットとの

同居というところから入りたいなと思います。一つ確認したいんですが、ペットと言われると語

弊があるのかなとは思うんですが、補助犬ってありますよね。補助する犬、補助犬、盲導犬です

とか介助犬だとか、聴導犬というのを補助犬というそうなんですけども、我が町の公営住宅は、

この補助犬との同居、飼うことは認めておりますか。 

○議長(細川勝弥君) 池建設課参事。 

○建設課参事(池 均君) 補助犬の同居を認めているかというご質問でございますけども、過去に

ですが、補助犬との同居についての相談事例というのは、今までなかったような状態でございま

して、現在、町内の実情を見て、補助犬がいるという情報はないということで聞いておりますが、

道営住宅におきましては、盲導犬も認められていない状況ですということを聞いております。た

だし、補助犬につきましては、これちょっとペットとは別の問題が考えられると思いますので、

他の市町村の事例を参考にしながら、今後検討していきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 



 

 - 15 - 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 今までないというお話でしたけども、これは僕の推測でしかないからわか

らないですけども、申し込む段階で、申し込みの段階で補助犬、我が町だめだから、申し込み受

け付けれませんという、僕そういう事例もあるんじゃないのかなと思って聞いてるんですよ。た

だ、そこまで原課でわかります。今まで、事例がないとおっしゃいましたけども、それも含めて

申し込みに来たよという事例は押さえていないと思うんです。答弁求めてもわからないと思うか

ら。それはそれとして指摘をしておきますけどもね。でも、きちっと我が町はこうですというと

ころ、補助犬と言えども今の事例で言うと、盲導犬はとかって、だけは認めましょうとかさ。そ

ういうルールづくりは、この今後、十分僕は可能性が、そういう方が申し込まれる可能性があろ

うかと思うんでね、そこら辺はきちっとつくっておくべきと思うんです。で、事例がというお話

し、調査してという答弁でしたけども、例えば、札幌の市営住宅、ここは、身体障害者補助犬法

に定める補助犬、さっきも言いましたけど、盲導犬、介助犬、聴導犬の場合は認めてるんですよ。

認めているんです。こういう事例が実際にあるんですよね。ですから、この町もきちっと決める

ものは取り決めは取り決めとして、できれば、それは要望に適えられる形で対応していただけれ

ばなと思うんですけどもいかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 池建設課参事。 

○建設課参事(池 均君) 議員おっしゃるとおり、札幌の事例がそういうふうにあると、そういう

お話でしたので、それについては前向きに検討させていただきたいと考えております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) それで、柏台の建設計画以外にほかに計画ないですよね、今ね。公営住宅

建設計画がね。いやいや、ないと思うんです。それで、ペットに関して研究するよということな

んですけども、じゃあいつまでに結論出すのというところをお聞きしたいんです。それで、さっ

き答弁でエレベーターのところでおっしゃいましたけども、平成 32年に更新計画を出すんだとい

うお話でしたけど、これ一つのここを、ここを着目して、これ平成 32年建設計画、更新計画のと

きをめどに、このペットも含めて、エレベーターももちろんそのときに結論めいたものは出てく

るんでしょうけど、このペットに関しても、一つ、32年度を目途とすべきじゃないのかな。研究

の結果ね。結論を出すのはね。と思うんですけども、どうでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 池建設課参事。 

○建設課参事(池 均君) 先ほど答弁させていただいているものと繰り返しになるかと思います

けども、ペットを禁止しているのは、近隣への迷惑というのが大きな原因になっております。そ

れについては、やはり地域の方の合意っていうのが、多数あることが必要だと考えています。官

主導ではなく、そういうことが地域から盛り上がってくるような形、そういうような形のときに

検討したいと考えておりますので、目途というのが、ちょっと期間決めれるかどうかというのが、

ちょっと非常に難しいかと考えております。そういうことでご理解をお願いしたいと考えており

ます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 柏台が、今は計画にのっとって、今年は残念ながら、僕としては残念なが

らという言葉ですけど、国からの補助金が減ったりなんなりというところで、建設計画がちょっ

と一部変更したよと、今年は建てる予定だったやつを来年回しにしたよと言うのが、これ実際の



 

 - 16 - 

ところです。それで、柏台の団地は、２階建てももちろん建てますけども、平屋としてやる部分

がほとんどなはずですよね。それで、２階３階、よく高層階のところで犬を飼う、猫を飼う、ペ

ットを飼うというのは、なかなか難しいのかななんて思うんです。運動だとかって考えると飼う

人にとっては、１階の柏台で予定してるような庭付きというんですか、ちょっと家の前が広く、

花畑、野菜畑、ちょっとした物なら獲れるよっていうね、そういうところがあるにこしたことは

ないと。だから、今後建て替える計画は町にはないよ、柏台しか。の１階建て、平屋がほとんど

だよ。そしたら、僕はペットが飼えるよと言える良い機会だなと思っているんですよ。で、地域

住民の迷惑を考えたら端っこのほうの何棟だけはペット可とするだとかさ。そういう意味の変更

って出来ないものかな。それともう一点、三石、さっき応募の率を聞きましたけども、三石地区

の公営住宅は非常に倍率が低いわけです。現実問題、募集しても募集してもいつでもどうぞって、

３カ月に１度でない、いつでもどうぞと言ってもなかなかないわけですよね。で、そういう意味

では、今度、町としては空き家にしておいて経費かけるよりは、誰か入ってほしいという、やっ

ぱり政策に向けなきゃならんと思うんですから、例えば、その三石地区、静内地区にも空いたま

ま、誰も入ってくれないというところあろうかと思いますが、そういうところは、ペットも飼っ

て良いよと、ちゃんとちゃんとしてですよ。それは近所迷惑だとかなんとかっていうのはわかる

んですけど、そこら辺もクリアした上で、ちゃんと飼うんだよと約束とか、いろいろつけて、そ

ういうところに、入居者を、入ってくれる方を入れることが僕は大きく言うと、財政的にも空き

家にして遊ばせておくよりは、僕は良いんじゃないのかなと思ってるんですけどもどうでしょう

か。 

○議長(細川勝弥君) 池建設課参事。 

○建設課参事(池 均君) 繰り返しになるかと思いますけど、柏台で現在、ペットを可とする計画

を、今ちょっと期限を決めてできるかどうかというのは、ちょっとご返答しづらいところはござ

います。確かに議員おっしゃるとおり、郊外の住宅の倍率の低いところで、ペットを可にしたと

いう事例は、北海道の各町村で過去に事例があったように聞いております。ただ、そこでもちょ

っといろいろな問題があって、その募集ということを今やめている、もう 10年ほど前にやめてい

る状況と。そういう中で三石地区というお話出ましたけども、ちょっと今、三石地区でも大体の

住宅が埋まってきておりまして、本当に募集、今住める状況の公営住宅に関しては、耐用年数が

間近に迫っていないようなんですね。安心して住めるような住宅というのが多く空いている状況

にないこともちょっとご理解願いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 要するに、いやさっきも言いましたように、住める状況にない住宅がある

という言い方されましたけども、そこであっても維持費はかかってるんですよ。財政的な僕はお

話をしてるつもりなんです。だから、ちゃんと住めるのは住めるはずなんですよね、何も。別に、

今にも倒れそうな住宅なんて１軒もないはずなんですよ。だから、だから遊ばしておくよりはと。

経費ばっかり、維持費ばっかりかけておくよりは、そういう手法をしてでも入居者を募集したら

どうですかと。今、住民からの声でなきゃ動きづらいという話も答弁されたものですから、財政

的なことを考えたら、何とか公営住宅埋めてもらいましょうということで、そういう意思で募集

をしてみたらどうかなと。何がしかの効果もあるように思うものですから、検討していただけれ

ばなと思います。 
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 次に、エレベーターのことです。で、エレベーター、さっき３階が何個、４階が何個というお

話ありましたけど、多分、道営住宅というんですか、雇用促進住宅、あれは入ってないんですよ

ね、今の答弁にはね。入ってないですよね。ですから、今回、私、公営住宅についてということ

でお聞きしてますので、道営住宅の５階建ても、雇用促進住宅という言い方が本当かな。そこも

含めて、公営住宅、広く言う意味の公営住宅という思いで聞いていただきたいんですが、やっぱ

り、エレベーターないところで、足腰弱い方が１階に住みたい。それはおのずからそういうこと

ですよね。で、階段に昇降機をつけても、それはせいぜい２階までの人だと思うんです。５階か

らずっと、何回も乗り継いで、階段の昇降機を使うというのは、それはそれでまた大変じゃない

のかなと、ないよりはましかなぐらいな感じになるのかなと思うものですから、一つ例を出しま

すけど、苫小牧市は、このエレベーターない人だとかで、いわゆる足腰の弱い、階段の昇降が困

難などの理由の方は、苫小牧市ではそういう理由で住み替えを希望されている方は受付ているん

ですよね。これは、新たに公営住宅以外から来る人もそうですし、今、公営住宅に既に住んでい

る方、この方がそうやって、昇降が困難、階段の昇降が困難な方は、どうぞ言ってきてください

というものをやっているんです。せめて、新ひだか町はこれぐらいは取り入れるべきじゃないで

すか。 

○議長(細川勝弥君)   さか  建設課参事。 

○建設課参事(池 均君) ご指摘ありましたところに、他町村でやっていることと、国土交通省か

らもミスマッチの解消に努めることという形の通達も出ておりますので、それについては前向き

に検討させていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) エレベーターのことで今お話ししましたけど、エレベーターも含め、この

住みかえのことでちょっと何点か聞きたいんです。で、今、国交省のミスマッチの通達、解消す

るという通達、それもありました。で、さっき課長の答弁も言ってくれてましたけど、昔は家族

がいて子どもも何人もいて、例えば３ＬＤＫでも狭いぐらいの人が、人数が家族がいたよ。でも、

みんな独立したり、連れ添いがときには、先に亡くなって、今は独居、一人となった高齢者の方

も町内には、僕は多く見えると思うんです。それで、やっぱりそうなると、そのときに２ＬＤＫ、

３ＬＤＫにしろ、やっぱり広い。自分にとっては広い。反対に、狭いというか、普通に住んでい

たんだけど子どもが多くてとか、いろんな事情で家族が増えてということで狭いといってたとこ

ろがあって、今ね、個々に判断すると言いましたっけ。個々に、個別に検討したいって言ったん

ですか。でね、今現在もそういう方はいらっしゃるんですよね。そういう方に対する対応という

のは、現状ではどのようにされてるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 先ほど・・・ 

          [何事か言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 先ほど、あれです、大変名前間違いまして失礼いたしました。 

 池建設課参事。 

○建設課参事(池 均君) 現在のところ、今までですと、申し込みをしていただくことによって、

解消を図るという形がとられておりましたけども、先ほども答弁させていただいたとおり、他町

村でもそういうような事例がある。そして、また、そういう通達も流れてまして、北海道におい

ても、いろいろ取扱いもあるようでございます。そういうものを研究して検討させていただきた
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いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 今の申し込みによってという言葉がよくわかんないんですけど、要するに

町報とかに載って、何ＬＤＫ、今のところが広過ぎると思ったら、１ＬＤＫのところがあったら、

ここに申し込みましょうかと。そういう意味での申し込めばっていう話でしょう。僕の言ってい

るのはちょっと違うんですよ。広すぎる、狭いすぎる、いわゆる北海道弁で言うばくりっこでき

ないのっていうことなんですよね。だから、それは実際どうやるんですか。僕が今まで経験して

いるお話の中で言わせていただくと、そういう方がもし広すぎて困ってんだという人が居たら、

狭すぎて困ってるんだという人を、その方が広すぎて困っているんだっていう方が、逆か、要す

るにお互いに、自分の希望を求め、できるようにっていうところで、町が介在しないで、自分た

ちで探してください。それでよければ、ばくりっこして良いですよってやっていたのが今までで

はないですかとお聞きしたいんですよ。その上で、だからルールをきちっと決めて、その町が住

民に、居住者に対して、自分で探しておいでではなくて、そういう希望をちゃんと受け付けとい

て、そこでうまくマッチする、ここ広い、ここ狭い、これをじゃあ交換しても良いですよと言っ

ている人がいますよっていうことを、その方たちに紹介をする、これがこういう制度が必要じゃ

ないですかと申し上げてるんですけども、すみません、くどいようで申しわけありませんけど、

ちょっと答弁が僕の聞いたのとちょっと違ったものですからもう一度答弁をいただきたいと思い

ます。 

○議長(細川勝弥君) 池建設課参事。 

○建設課参事(池 均君) ミスマッチの交換ということで、お話伺っております。そういう事例が

今までなかったことも事実でございますけども、議員のおっしゃるとおり、そういう要望を取り

まとめてできるような要綱ですとか、そういうものが整備していくということも検討していきた

いと考えておりますけども、ただ、団地を住みかえによって、全く団地が変わってしまうと、そ

ういう場合、結構年配の方ですと、ちょっとその地域のコミュニティーだとか、そういうものと

全く別のところへ行ってしまうということは、ちょっと意外と拒否される方が多いものですから、

そういうものも含めて、そういうニーズに合ったものがあれば、町のほうで積極的に介在すると

いうことは、検討させていただきたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 積極的な介在といっても、やっぱりそれは個別な、個別な検討に入るでし

ょう。個別に検討したいという意味ですよね。僕はルールをつくろうといってるんですよ。その

方が良いんじゃないですか、はっきりしていて。部屋替えたい人ということでね、募集をして、

やはりその中には、団地が変わってでもっていう人だって、特に若い人の中にはいるのかななん

て思うんですよね。ですから、お互いに良ければそれで良いんですよ。町が、今、答弁にあった

ような、いや場所が変わるのが嫌だって言うんだったら、それはそのような形で、そういうこと

がわかる申し込み方法取れば良いだけのことなんですよね。だから、今ね、結構いますよ。本当

に。で、さっき３ＬＤＫが 10倍を超えるって言ってますよね。３ＬＤＫ、２ＬＤＫで独居で住ん

でる方というのも結構いらっしゃるわけですよ。その方たちが狭いところに越してくれることに

よって、３ＬＤＫ空くわけですよ。そこは、ばくりっこじゃないという意味ですけどね。やっぱ、

そういうふうにやっていかないと、せっかく多人数の世帯が、家族世帯数なのに、何回申し込ん



 

 - 19 - 

でも当たらない。それは 10倍も越えれば、なかなか当たるもんじゃないですよ。戸数を増やすし

かないんですよ。３ＬＤＫとか２ＬＤＫとか、広いところ。という思いがたてば、僕は個別の、

個別に検討とかなんとかじゃなくて、制度化すべきだと思うんですけど、すみません、しつこく

て申しわけないけど、もう一度答弁願いますか。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

○建設課長(酒井 隆君) はい。議員おっしゃったように、最初、当初入居した住宅が家族構成、

または身体的な状況で違うところに移る、こういうことについて、住んでいる方の意見、または

アンケート、こういうものをある程度こうやって、それで希望に沿うものであれば、それを交換

というんですか。そういう形のものをやっていったらどうかというご意見、おっしゃるとおりで

ございます。それで、うちの参事がお答えしているように、前向きにという言い方の中で、議員

おっしゃる中では、何か制度化というようなご質問でございます。それで、今考えられるのが、

家賃等については、毎月と言っても、毎月住んでる方に会う形になりませんので、例えば年に１

回に、こう次の年度の家賃の決めるための収入申告、こういうような皆さんと面談できる、こう

いうときに、そのようなご意見を受けが得るような、紙を入れるとか、そのようなことについて、

前向きにやらせていただければ幸いでございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 課長の言葉を信じますけども、それで、すみません、もう一点ね、この住

み替えという意味で私がお聞きしたいのは、住宅管理条例に、次の行為に掲げる行為をしてはな

らないという４項目、この条例の中にあるんですよね。その中の、それが４つあって、そのうち

の３つが、ただし町長が特に必要と認められ、あらかじめ許可した場合はこの限りではないって

言うのが、３つあるんです。４項目のうちの３つね。で、その３つのうちの中の一つが、入居者

の同居親族以外の者を同居させることと言うのがあるんですよ。これは、だから本当はだめだよ

と、できないよと、だけど町長が特別に必要と認められたら許可するよというものなんですよね。

これ条例上の話をしているんですよ、僕は。それで、いわゆる今、よく耳にするシェアハウス、

一つの家を振り分けて使う。このシェアハウス化が出来ないか。何でこれを言うかというと、特

に高齢者の独居ですよ。いや、だからそれができるんです。シェアハウス化を使おう、だから僕

は全部をすれなんて言ってないですよ。それによって、また公営住宅で空き部屋が、例えば、１

軒１軒、１人１人住んでるところをシェアハウスで、二人で住んでもらったら１軒空くわけです

よ。広いところが特にね。いや、そういう思いで質問させてもらってるんですけど、そういうこ

とも含めて考えていただけないものでしょうかね。どうでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 池建設課参事。 

○建設課参事(池 均君) 公営住宅の同居の要件としましては、親族でありますとか、扶養のされ

ている方を同居するという形が原則でございます。福祉関係の住宅と言いますと、うちの町で言

いますと、緑町のほうにシルバーハウジング、そちらのほうが整備されております。これが 24

個ですか。その中でちょっと老人のためのシェアハウスということになるとちょっと福祉の関係

のお話もあるのかなというような感じもありますので、そういうことで福祉課とも、福祉関係の

部局とも協議させていただいて、勉強させていただくということで、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 
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○12 番(池田一也君) わかりました。それでは、勉強するということですので、よろしくお願い

をします。 

 で、じゃあ次に人材や人材不足対策についてお聞きいたします。全国的な事例を見ても、同じ

ように、この日高管内においても当町においても、やはり求人倍率は上がっているんだなと。で、

おのずから人手不足感は高まってんだなという答弁を聞いて思いました。それで、あまり時間が

ないし、今回 15人も質問をするんであまり長くならないでと言われてるんで、かなり飛ばしなが

ら、軽種馬のことで１点だけお聞きしておきますけども、今年８月に要望書出したよという予答

弁でした。で、さっき行政報告がありましたけども、そこにも載っておりましたね。で、ここで

お聞きをしておきたいのは、牧ジョブという答弁があって、皆さん「牧ジョブ」ってなんだとい

う思いがしてると思うんですけども、ようするに競馬場に出向いていって、全国各地のね。競馬

場に出向いていってブースを掲げて、牧場で働きませんかってやるんですよね。そこで、競馬を

やりに来ていた特に若い人たちに、牧場を紹介するわけですよ。こういう牧場で働いてみません

かってやっているんですよね。で、多数の牧場がやって、そこに登録をしていて、そこに登録し

ている牧場は、ある意味社会保障がしっかりしているところなんですよ。国保じゃなく、全部と

そこら辺はきちっとしたと。きちっとしたという言い方悪いかもしれないけど、ちゃんとしたと

ころというのもまずいのかな、そこら辺の体制がきちっとしてるところ、とにかく。そういうと

ころだけが、ここのサイトに入って、なおかつ各競馬場に、特に東京競馬場だとかは結構大きく

やってるようですけども、そこで働いてみませんかとやっているんですよ。それとか体験、牧場

体験してみませんかだとか、結構いろんなことをやってるんですよね。ただ思うのは、それは主

に育成牧場なんですよ。ここに登録している牧場というのはほとんど、ほとんどがったら語弊が

あります。生産牧場もあれば、生産も育成もやっている、いわゆる複合牧場、そこには登録して

るんですが、圧倒的に育成関係が多いんです。いわゆる馬に乗る方の募集というのが多いんです

よね。ですから、私は生産牧場にかかわっては、これは同種同様に良い先例として、町もとらえ

てどうですかって、町もここら辺を、この新支援をするなり、町は町で、特に繁殖牧場に、生産

牧場に特化した形でやるということは、僕はそうすべきではないかなと思うんですけども、いか

がでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) はい。議員おっしゃるとおり、先ほど私の壇上でも答弁申し上げました

けど、やはりこの課題につきましては、馬業界というか、馬産地日高全体でこういった取り組み

を進めていかなきゃならないという認識は各町持っているかと思います。その中で、先ほど要望

書の中で構成員団体の中で、各町も入ってますので、そこら辺のことも含めた中で、要望書とし

て労働力不足があるよということなんで、国、農水省を含め支援してくださいね。これからも日

本の馬産地をお願いしますねというようなことを申し上げてきてるというようなこと、このほか

先ほどの根絶じゃないですけども、牧場もありますので、各牧場で利用されておりますが、ただ、

議員ご指摘のとおり育成牧場さん、大きな育成牧場さんが結構シェアを占めてるような話があっ

て、今回の要望書を提出する際に地元の農協さんの組合長さんのほうからも、いやそれとは別で、

繁殖、いわゆる生産牧場、これについても日程を設けてくれというようなことを要請、直接して

きているという話を聞いておりますので、が我が町としてもそこら辺の推移を含め、各町足並み

をそろえながら対策をとっていくべきだと考えています。 
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○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) だからこそ、牧ジョブで競馬場に行きますよといったときに、実は農協入

ってないんですよね、この団体、だけども一緒に行かせてやといって、一緒に行って繁殖の牧場、

生産牧場も含めてやってきてるんですよね、実際に。だから町もかかわれるでしょって、その思

いがあるんですよ。そこまで踏み込んで、町も行かなければなかなか、ましてや、言ってました

けど、一つの町、新ひだか町だけの問題じゃないものですから、日高全体の地域としてとらえて、

これはやってく、連携するところは他町と連携しながらやっていくべきだと思うんです。で、同

じように、これは僕の考え、もう牧場、前は  形成馬  生産牧場やってましたから、もうや

めてもう 20年にもなるわけですから、僕の常識は古いですよ、古いです。ただ、よく動物系の学

校って結構ある。今も獣医科を初めいろいろありますよね。専門学校も多数あります。そういう

ところから、実習生というのがしょっちゅう来ていたんですよ。あの当時は、呼ばなくても来て

いたみたいなところがあります。ですから、今、そういう牧場で働ける可能性の高いところに、

そういうところ、うちの町に来て働きませんか、牧場で働きませんかっていうのは、やっていな

いと思うんですよね。だから、だからそこは町がやれる部分じゃないのかなと思うんです。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) 今議員ご指摘の部分につきましては、私も同感でございます。繰り返し

になりますけれども、この部分につきましては、全国に動物系の学校があるということで、私も

存じ上げてございますが、日高全体としての取り組みとしてとらえてまいりたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 次にミニトマトです。ミニトマトが目名地区に、目名に研修センターを置

いてますよね。実は、１年間に伸びたことありますよね、計画を伸ばしたことが、ハウスを建て

るときにね。その理由が、パートタイマー、要するに太陽の瞳をもいで、ついでくれる、収穫し

てくれるパートの人たちが足りなくて、だから計画を１年延ばしたんだと。それは財政的にとか

いろいろありますよ。あるけども、そこら辺も一つの要因だったかと思うんです。それで、あれ

から何年かたって 30棟全部できてね、新規就農でだんだん増えてきている。で、新規就農の研修

が終わって、本当に営農するぞとなったときに、果たしてそこでパートさんが集まるんでしょう

かというね、その心配を僕はするんですよね。で、行政がやっている研修所なだけに、いざ開業

するぞとなったときに、町もパートの確保というものにかかわる。僕はかかわるべきだと思って

いるんですよ。開業するときに。でも、町はどう考えますか。それはそれで、その農家のやるこ

とって思いますか。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) はい。この労働力の確保の問題というのは、ある意味深刻な状況を迎え

ていると申し上げておきます。当初、やはりこの対策始めたとき、平成 24年度から始めたんです

けど、新たにですね。その当時は、まだ潤沢なパート労働力がございました。しかしながら、景

気がよくなってきたといいますか、都市部等々、そんなことでそういう状況の中で、研修生もだ

んだん応募する数も少なくなってきて、それと同時にパート労働力につきましても、急激にこう

少なくなってきているのかなというようなことで、これらについては、町含め農協ほか関係団体

がこうオブザーバー的にこう入って運営してる担い手協議会、こちらのほうでもこれ重要な問題
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だぞというようなことで、捉えてまして、毎月１回の役員会とそのことは、こう何とかしていか

なきゃならないということで、そちらのほうでも、新規就農についてはセットでやっていくべき

だということでの共通認識は持ってございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 担い手協議会が考えているんだということで、でもということはおのずか

ら町も十分かかわってるんだよということなんだと思うんです。ですから、研修したわ、終わっ

て会議をしたいわ、でもパートさんがいなくて、思うほどの規模ができない。規模ができないと

いうことは利益も上がらないという悪循環なるわけですから、それはもう今、開業している方も

同じことです。もっとビニールハウス建てて、もっと利益上げたいと思ったって、結局働く、労

働力不足でふやすこともできない。下手すれば、そこまでパートさん揃わないから縮小しなきゃ

ならないということだって起きてきているわけですよ。で、やっぱりそれはかなり、この人手不

足感は強いんですよね。で、先ほど、外国人労働者のお話、答弁がありましたけども、外国人は

制約もあるし、経費も高額になる。今ね、やっぱりそうであっても外国人を取り入れざる、お願

いせざるを得ないぐらいの、僕は時期に絶対きていると思うんです。その認識をきっちりともう

一度確かめさせていただいて、なんか外国人はもうちょっと後みたいな話に、答弁だったと思い

ますので、僕はがっちりと考えるべき事例、ことだと思うんですけども、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。外国人の労働力というか、労働者という言い方ではなくて、研修

生、それの受け入れということになってくるかと思いますけれども、これについても、もう２、

３年ほど前から、その担い手協議会、町も含めた中でそういった協議をしてございます。しかし

ながら、まずは例えば静内地区でいけば、人口も相当おりますので日本人というか、ここにいら

っしゃる中での掘り起こしをしていったらどうかというようなことで、例えば、受け入れ環境を

整備していくべく、保育所をつくったらどうだとか、そこら辺等々の協議をさせて、現在に来て

ございますが、ただ今年になって、やはり先ほど、壇上でも申し上げましたけども、新聞のチラ

シを入れたにもかかわらず、なかなか集まってこないということから、我々の認識もその協議会

の役員というか、の認識も同じようで、外国人本当に、本当に行かなきゃならないのではないか

というようなことの認識の中で今現在迎えてるということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 外国人を実習生として受け入れるということが、なかなか難しいことだと

いうのはわかっています。前、廃校舎で、契約管財のところでやってましたけど、現実的にはで

きなかった。今いろんなことがあって出来なかったと、ただ、やっぱりこういうことは一朝一夕

にはできるものじゃないし、やっぱり行政のかかわりというのが大事になってくるわけですから、

そこは、困窮度というのは大変よく認識をされているようですので、これは外国人というのは、

大真面目に、大真面目にというか積極的にかかわっていただけたらなと思います。 

 次に、介護関係の人手不足について、医療関係は飛ばします。それで介護関係に移ります。そ

れで、一つ提言なんですけども、要するに、この介護関係の対策としては、就職活動、採用活動

をどうしようかという部分と、今働いている、既に働いている人をどうやめさせないかという、

この二面性があろうかと思っているんですよね。それで、まずその採用のほうからいきますけど

も、今、医療関係はいろんな意味で、町が補助を出してと。特に看護師なんかは、看護師さんは
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日赤、浦河日赤の看護学校に入るときに応分のと言うんですか。結構な町は補助を出してますよ

ね。運営自体も出してますし、そこの学生にも出してます。その学生に出す条件として、我がま

ちの、卒業が、我が町の町立病院の看護師を努めることということがあると思うんです。で、僕

ね、同様に介護の学校というのもあっちゃこっちゃにある。いっぱい。看護学校は浦河しか認め

てないようですけど、残念ながら日高管内には介護の学校がないわけですから、介護にかかわる

学部、学校に行く生徒にも看護師のときと同じように補助を出したらどうですか。その代わりと

言っては何ですが、卒業後は我が町で働いていただく。そういうように、僕はすると、ましてや

学校なんか出てくると、介護福祉士で出てくるのがほとんどですからね。卒業の暁には。ですか

ら、僕は公共だけ言ってるつもりないですよ、民間のそういうところも含めて人材不足の解消に

少しはつながる。すごくつながると思うんですけども、どうでしょうかこういう発案なんですが。

賛同いただけるでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) はい。確かに議員おっしゃられますように、うちの町では医療技術

者に関しては、就学資金の貸し付けの制度を設けております。介護の関係につきましては、現在

努めている方が資格を取った場合に、その費用の助成といった制度を設けてまして、実際、そう

いう学校に行った場合の就学資金の貸付制度は、今のところない状況にあります。この就学資金

につきましては、国のほうでも、そういった貸付制度あるようですし、あとほかの自治体、ある

いは事業所自体でそういった貸付制度を設けて、事業所として対応しているところもあるように

聞いてますので、その辺十分に研究させていただきながら、うちの町にもそういった人材確保と

言いますか、そういった部分でどういった方策がこう良いのかというのも含めながら検討させて

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) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 介護の職員が人手不足だっていうようなのは、前々から言われててて、最

近の急に、さらに急に不足度が増してきているというのが現状で、あの手この手でいろんな方に

就職して、職についていただくように、いろんなことを考えなきゃならない、今までどおりのこ

とをやっていても、僕はそう変わらない。ましてやジリ貧になってくのかなと思うんですから、

そういう制度も取り入れてだとか、やっていかないと介護の現場大変ですよ。静寿園だって足り

ないでしょ、人。静寿園にしたって老健にしたって、蓬莱荘にしたって。民間も含めて介護職と

いうのは日常に不足してるわけです。まして、このたび地鎮祭も終わったと聞いてますけども、

新たなグループホームも今、建つわけですよ。で、全部でスリーユニットですよね。で、一つの

会社は全道規模というか、大きな会社で、そこで自前で結構必要な職員は用立てるのかもしれま

せん。かもしれませんけど、でもそこだって、そう簡単には人材は、人手が集まるわけではない

と思っています。ましや民間で本当に地元の方でやろうとしている方、集まるのかなと言って、

広く言うと、じゃあそういう介護の中で、人の取り合いが始まるんじゃないのと、職員の取り合

いが。ということを心配するんです。だからこそ、今もう地鎮祭終わったぐらいですから、あと

数カ月後には開業するというふうになるわけですけども、だから既存のそういう介護の現場も含

めて、そこら辺が非常に心配なわけですよ。だから、今までにはやったことのないことをやって

いかないと、試しでも良いから、とにかく取り組んでいかないと、これはいつまで経ったってと

いうかね、現在、今２ユニット抱えているグループホームでも、なんか人が職員が足りなくて、
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１ユニット閉じようか、閉じたのかな。そういうの現在、実際に起きてるんですよ。ここをもっ

ともっと深く考慮しなきゃならんと思うんですよ。と思うんです。で、さっきは今は要するに採

用活動の話をしました。もう１点は、今すぐ働いている方の内部対策という意味でお聞きしたい

んですけど、よく世間で言われるのは長続きしない、働いている方ね。やめる方が多いという話

は聞くんですけども、そこら辺は離職率というんですか。わかる範囲で構いません、数字のどう

こうじゃないですよ。離職率は高いと聞いてるんですけども、実際どのようにお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) 具体的に、町内の関係は拾った部分はないんですけども、先日、公

益財団法人の介護労働安定センターというところで実施しました介護労働実態調査というのがあ

りまして、その調査結果によりますと、道内の離職率は全国よりも、3.3ポイントほど高い。道内

の状況は高いという状況までは抑えておりますけど、町内の具体的な部分はちょっと押さえてま

せんでした。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 高いんだろうと予測をしております。それで、重労働が原因でやめたとか

さ、そこら辺の集計出してないと思うんですから、僕はやめた離職理由に重労働というのもある

んだと思うんです。労働的にきついと。そういう中で求められるのは、今、いろんな福祉器具と

いうんですか、介護器具、ロボットだったり、例えばお風呂に入れるんだったら、リフトだった

りとか、そういうのはすごくいろんなものが出てきています。で、労働力がきついという部分を

解消するためには、そういう今の器具を積極的にそろえることによって、その労働者の負担がな

くなって、それで離職も減っていくんじゃないかなという思いがあるんですよね。これは民間も

含めてですよ。だから、そこら辺も積極的な対応というものを今なかなか積極的とは、僕ちょっ

と思えない節がいっぱいあるものですから、やっぱりそこら辺を積極的に機材をそろえるだとか

ということをやるべきだと思うんです。それと、特に静寿園だとかは今タブレットを持って、い

ろいろやってますよね。で、記録するということが、介護サービス事業の世界ではすごく大事な

んですけども、記録することに時間がかかりすぎる。タブレットを持つことによって、今までの

手書き、ペーパーでは手書きで書けたものが、今度は活字として残さなきゃならん。記録として、

今までとはだいぶ様子が変わってきたという中で、いやタブレットは別に、それはすごく結構な

ことなんですよ。ただ、音声入力って今あるんですかね。そのタブレットって。僕ね、やっぱり

いろんな方がいて、打てないかたもいるんですよ。文字が。タブレット、パソコンのキーボード

みたくね。だから音声入力とすれば、僕はそれでかなり軽減するんじゃないのかな、記録を残す

という作業が。そこでおのずから就業時間が終わったら帰る時間も本当の帰れる時間、これもち

ゃんと、その就業時間に近い形に持っていけるんじゃないのかなと。そういう機械力を、ＩＴと

いうんですか。いろんなロボットでも含めて、そういう機械力というのを積極的にもっともっと

取り入れるべきだと思うんですけどもいかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) ただいまのは、町の施設も含めて、全体でということかと思うんで

すけども、一応そういったいわゆる介護ロボットの関係とかは、現在国においてもそういった支

援といいますか、対策を進めているところでありまして、それを受けて北海道としても、そうい

った導入している事業者に対して助成しているといった制度も設けているようであります。そう
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いったのを含めまして、町としても、どういった対応がよいのか、そういった制度なんかも十分

に研究させていただいて、対応させていただきたいというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○議長(細川勝弥君) 牧場から始まって、今の介護職までいろいろ人手不足という部分で聞かせて

いただきました。やっぱりこれは、なんと言うんでしょうかね、担当者とのその思いのギャップ

というのが、僕はあるような気がしてならないんです。もっともっと現場は困窮してますって、

牧場からミニトマトも病院も、介護もですよ。やっぱり、もっともっとそこは解消するためにね。

踏み込んでいかなきゃならないんじゃないのかなっていう思いがしてるんです。ましてや、募集

に関してはね、町も積極的に協力をしてる。人手不足の解消に向けていっていただけたらなと思

うんです。今回この人手不足の住宅、公営住宅も含めて、こうやって人手不足の質問もさせてい

ただきました。僕ね、今回のこの質問の根底には、今、よく聞く話ですけど、日本版ＣＣＲＣ構

想というのが、で、これは何かっていうと、地方創生の政策の一つなんですけども、東京圏を初

め、東京都ですよ、東京のまわり、東京圏を初めとする大都市部の中高年層の人たちが、みずか

らの希望に応じて移住し、健康で活動的な生活を送り、必要に応じて医療や介護を受けられる地

域づくりを目指すと。これが、日本版ＣＣＲＣ構造です。で、これを全国各地で取り入れてて、

大体は町単体でやっているようですけど、この近くで言いますと室蘭で既に室蘭だとか、６市町

村、室蘭、登別、伊達、豊浦、壮瞥、洞爺湖。この６つでこのＣＣＲＣ構想ってやってるんです

よ。で、要するに、今元気だよと。元気な人が、若いうちに田舎暮らししたいな、都会から田舎

に移り住みたいなって思うわけですよ。そしたら、まず住むところどうかな、公営住宅どうかな

って思うじゃないですか。で、民間の住宅もそうです。民間の部分は、今、この後、建部さんが

がちっと質問しますから、空き家対策でやりますからね。それはそちらに譲るとしといて、まず

移り住むときの住宅、そして仕事、牧場、ミニトマト、働くところあるのかなと思いますよね。

で、病気をするときもあるでしょう、年を取ると、なお医療にかかわることが多いでしょう。医

療関係どうなんだろうか。介護が必要になったときに介護はどうなんだろうか。やはり、都会か

らこちらに移ってくるときに、そこら辺をやっぱり移る方は見ると思うんですよね。だから、こ

ういうことをきちっと我が町も、日本版ＣＣＲＣ構想を取り入れると、取り入れないというなら

別ですけども、これも見据えてこういうような課題をやはり取り組んでいかなきゃならない。そ

う思うんですけども、町長どうでしょうかね、答弁いただければと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 池田議員のご質問にお答えいたします。ただいまお尋ねの日本版ＣＣＲＣ構

想、これは地方創生の一環と言いますか、そういったことで国が打ち出していること、それを受

けて、日本版ＣＣＲＣ構想有識者会議というのが設置されておりまして、その資料が手元にある

わけでございますけれども、いわゆる地方創生、地方のまちまちに人影、仕事があるという状況

にしようということで、まち・ひと・しごと、より多くの人々が今までよりも地方の町に人々が

行き交うのを見れるような状況にしようという、大変私どもにとっては、夢と希望のある政策な

んですが、それらにつきましても、種々問題点があるということで思っております。今の論議の

中で、このＣＣＲ構想、これは、私どもも当然良い構想として受けとめております。特に大都市

圏、特にこの有識者会議がなされた調査では、東京圏の 50 代、60 代の男性、女性、そのうちの

約４割近くが、均して４割近くが東京を出て地方へ移住したいという考えを持っておられるとい
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うことですので、それに応えて、私どもも何か動きをとっていかなきゃいけないんでないかなと

は思っております。やはり首都圏に近い山梨県ですとか長野県ですとか、ああいったところでは、

かなり具体的な例が出ているようでございます。それで、その人たちの平均年収も比較的高い方

が多いということで、ある程度、お金はあるけれども地方で暮らしたほうがより安く生活費等も

上がるという考えの方々も多いようで、そういったことでは私たちのような町が、伊達市を中心

としたあのあたりは、北海道の湘南と言われたようなところで、また福祉・介護関係もかなり充

実しているところですので、そこの市町村が集まって既に進めているということもうなずけるこ

とです。で、日高においては、私たちの町ではないかということはいえると思います。大変、人

手という点では、なかなか逼迫している状況もありますけども、それでも病院とか、開業医の先

生方が、管内では一番充実していると言っても過言でないと思いますし、またそれに伴って福祉

施設の展開も事業者の皆さんが熱心にやられてるということであると思いますので、そういった

意味で日高のＣＣＲの、いわば拠点と言いますか、ＣＣＲＣの拠点ということで勉強ですとか、

先進地視察ですとか、そういったことも含めて、検討していくべき課題であると思っております。

ただその今ほど、池田議員の論議にもありましたとおり、大変なこの人手不足感が出てきてきて

おります。高校卒業者の有効求人倍率が飛躍的に高くなってると、そうするとそういった人たち

は対象になってる高校生だとか、新卒者はですね、やはり同じ待遇であれば、より何と言います

か見てくれの良い、またよりあまり身体を酷使しなくて良いとかっていうような選択になってし

まうので、特にこの福祉関係の人材につきましては、相当な、私ども一自治体でやれることはや

っても、その程度かということになると思いますので、やっぱり国として、これを本当に地方創

生の魂を入れるならば、国として地方に、その介護職の方が、喜んでと言いますか、ある程度良

いなという状況、すなわち待遇面で、むしろ都市部と格差をつけて処遇するというくらいの政策

がないと、これは私、地方創生のこの取り組みがあってからいつも思ってるんですけど、本当に

地方に人影がたくさん見えるようにするには、その辺の少しこう地方に厚く配分するというよう

な政策をとらないと、今だなお恐らく新規高卒者の就職先は、北海道では札幌であり、関東圏で

は東京であり、関西圏では大阪であるというようなことを解消していけないんじゃないかという

ことで思ってるとこでございます。そういった声は、北海道町村会ですとかの活動を通じて、日

高町村会もそうなんですが続けてまいりたいと思います。しかしながら、日高としては、日本版

ＣＣＲ構想、すなわち持続的な必要なときは介護を受けられる、いわゆる退職者の方のコミュニ

ティーというふうにも解釈できるわけでございますから、その辺は、私どもの恵まれた自然と海

の幸、山の幸、恵まれた大地、こういったことで、結局、どうしてもその頭に浮かぶのは、それ

を見る人はどうなんだと。すなわち介護職、あるいは医療職、看護職、そういったことで、この

地域包括ケアシステムとリンクしていることなんですけども、ここのところは政治的課題として

腰を入れたと言いますか、私どもも相当、理論武装をして、道庁、道議会、そして国の厚生労働

省初め、国会議員というような活動を展開してまいらなきゃいけないと思ってます。ちょっと答

弁が長くなりましたけど、このＣＣＲ構想については、今後、当然頭に置いて立ちおくれたとい

う感がないようなことで、町に人影が見えるそういう取り組みとして、勉強してまいりたいとこ

のように考えております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 人手不足に関しては、要するに地元での人を採用するまず  第１位  
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だし、高卒者、中卒者も含めますけども、そういう子どもたちが、地元に残って働けるようにや

っていかなきゃ、施策を持っていかなきゃならないですよね。それプラス、じゃあそれだけでは

足りないと思うから、このＣＣＲＣ構想を用いて働ける世代を町に呼び込もう。で、人手不足の

解消もしてもらうし、ましてや定住移住促進につながるわけですよ。だから、そういう意味で、

両方、ごちゃまぜで質問をさせていただきましたけども、連動することだと思ってますので、ど

ちらも、今後の取り組みによっては、やっと人手不足も早く解消できるんじゃないのかなと思う

ものですから、質問をさせていただきました。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５０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。 

 11番、建部君。 

          [11番 建部和代君登壇] 

○11番(建部和代君) 壇上より一般質問をさせていただきます。 

 まず一つ目、空き家対策について、本年３月に空き家対策についての質問をさせていただきま

したが、今回、その後の空き家対策の進捗状況とその取り組みについて質問をさせていただきま

す。この空き家対策では、平成 27年５月に特別措置法が全面施行され、平成 28年度には、新ひ

だか町において地方創生関連事業の地方再生加速化交付金の補助で、空き家の実態調査を専門業

者の調査委託で行われました。この調査では、全町の区域を対象に実施され、７項目の分類で調

査が行われております。その中に当町の空き家と推定される戸数は、570 戸との調査結果が出さ

れました。この７項目調査項目は、今後の新ひだか町にとって、将来のまちづくりの資料となり、

この調査を踏まえて、どのように活用されるかが大事であると思っております。前回の答弁では、

まだ精査をされていないとのことでした。まずは、空き家の所有者の確認をとっていきたいとの

ことでしたので、まず質問の一つ目に空き家と推定された 570 戸の所有者の調査についての進捗

状況をお聞きいたします。二つ目に、空き家の不良度  裁定？  で５段階を設けていますが、

ＡからＥまでの所有者の確認は何件とれているのか。また、今どのような対応をされているのか

をお聞きします。前回の答弁で、本年度は空き家対策計画の作成を考えているとのことですが、

そのための計画の策定や対策の実施に関する協議を行う協議会を組織して、第１回の協議会を７

月から８月上旬ごろまでに開催できるように努力をしたいとのことでした。それで、３つ目に空

き家対策の協議会の開催と平成 29年度で空き家対策計画の作成を考えているとの話でしたが、ど

こまで進んでいるのかをお聞きします。 

 次に、受動喫煙防止対策について、この受動喫煙防止対策については、平成 23年 12月に質問

をしております。また、昨年、同僚議員も質問されていましたが、その後の防止対策の取り組み

について質問をさせていただきます。平成 15年、健康増進法の第 25条の規定に、移動喫煙によ

る健康への悪影響を排除するため、管理する者に対して、受動喫煙を防止するための必要な措置

を講ずる努力義務を課すとの通知があり、平成 22年２月には移動喫煙防止対策のあり方に関する、

今後の基本的な方向性、多数の者が利用する公共的空間については、原則として全面禁煙である
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べきである。屋外においても子どもの利用が想定される公共的な空間は受動喫煙のための配慮が

必要である。また、官公庁、医療施設においては、全面禁煙が望ましいと示されています。それ

から、７年が経過しており、社会の認識も常識も大きく変化しております。世界保健機構ＷＨＯ

の格付では、受動喫煙対策の公共の場での規制状況では、日本は４段階中最低ラインとなってい

ます。また、2020年東京オリンピック、パラリンオリンピックまで、屋内完全禁煙の法制化を政

府に促しています。国立がん研究センターの研究班は、さまざまな角度から受動喫煙について推

計がされております。自分がたばこを吸わないのに、他人が吸うたばこの煙にさらされる受動喫

煙の割合や受動喫煙との因果関係を示され、肺がん、心筋梗塞、虚血性心疾患、脳卒中などの死

亡統計をもとにした死亡数を推定されております。その結果、皆さんもご存じだと思いますが、

年間１万 5,000 人の方が、受動喫煙で亡くなっています。その内訳は、肺がん 2,480 人、虚血性

心疾患は 4,460人、脳卒中は 8,010人、乳児突然死症候群では 70人が死亡との推定が示されてお

ります。職場では、男性 3,680 人、女性 4,110 人、家庭においても、男性 860 人、女性は 6,320

人死亡との推定がされております。受動喫煙との因果関係で亡くなられた方がこのように明確に

推定されており、また社会的な損失も推計されております。厚生労働省の 14年度の推計では、た

ばこを吸わない人が受動喫煙によって肺がんなどになり、余計にかかった医療費は 2014 年度の

１年間で 3,231 億円にあがることが明らかにされ、また、喫煙者の医療費もたばこを吸うことで

胃がん、肺がん、虚血性心疾患などに係る医療費は、年間１兆 1,700億円に上ると示されました。

調査を実施された教授は、たばことの因果関係が確実な疾患に絞ってもこれだけ大きな社会的な

損失があることが改めて示され、たばこに関する経済損失だけではなく、健康面での影響も大き

いことを考慮して対策を検討することが必要だと語っています。町としても、まずは庁舎の受動

喫煙防止対策での全面禁煙を進め、受動喫煙のない街づくりに取り組むべきだと考えます。昨年、

同僚議員の質問で、町長は受動喫煙防止について内部で検討していきたいとの答弁をされており

ます。そこで、一つ目に町の公共施設において庁舎の受動喫煙防止対策について、内部で検討さ

れたとのことですが、今後どのような防止対策がされるのかお聞きします。二つ目に、厚生労働

省が示した公共施設において、受動喫煙防止対策の指導がされておりますが、当町の小中学校、

教育施設、福祉施設は、今どのような状況になっているのかをお聞きします。三つ目に、多くの

子どもたちが利用する公園等の受動喫煙防止対策はされているのかお聞きします。四つ目に、町

が主催する野外のイベント等においての受動喫煙防止対策はされているのかをお聞きします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。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) それでは、建部議員からのご質問の大きな項目の一つ目、空き家

対策の進捗状況についてをご答弁申し上げます。１点目の町が平成 29 年２月に推定した空き家

570戸の所有者の調査状況についてでございますが、当町におきましては、平成 28年度の地方創

生加速化交付金を活用し、本年２月末に空き家等実態調査業務委託が終了したところでございま

す。この委託調査結果において、空き家等と思われるデータに基づき、空き家の所有者調査を実

施し、空き家等データベースへの入力作業を進めているところでございまして、作業過程での状

況を申し上げますと、空き家等と思われる家屋の所有者を調査するためには、最初に所在地番に

ついて調査する必要がありまして、契約管財課から地籍図等の情報提供を受けるとともに、また
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税務課からは固定資産税課税台帳情報、さらには住民票情報や近隣住民等への聞き取りを行うな

どして、空き家に関する情報を収集しながら、所有者の特定につなげているところでございます。

なお、作業の進捗率といたしましては、現時点で７割程度を完了している状況となっております。 

 次に、２点目のご質問の空き家の不良度判定で５段階を設けていますが、ＡからＥまでの所有

者の確認は何件とれているのか、また、今どのような対応をされているのかについてでございま

すが、建物等の不良度判定につきましては、本年２月に調査が完了しました新ひだか町空き家等

実態調査結果報告書による区分件数で申し上げますと、合計が 570 件でありますが、小規模の修

繕により、再利用が可能と判断されたＡランク物件が 122件で、全体の 21.4パーセント、管理が

行き届いていないが、当面の危険性は少ないと判断されたＢランク物件が 105件で、全体の 18.4

パーセント、管理が行き届いておらず損傷が激しいと判断されたＣランク物件が 116 件で、全体

の 20.4パーセント。倒壊の危険性があり、修繕や解体などの緊急性が高いと判断されたＤランク

物件が 183件で、全体の 32.1パーセント、倒壊の危険性があり解体などの緊急度が極めて高いと

判断されたＥランク物件が 44件で、全体の 7.7パーセントとなっております。なお、所有者が特

定されております物件についての区分でございますが、Ａランク物件が 98 件、Ｂランク物件が

76 件、Ｃランク物件が 88 件、Ｄランク物件が 124 件、Ｅランク物件が 18 件と合計で 404 件と

なっております。また、現在の対応につきましては、１点目のご質問でもご答弁いたしましたが、

庁舎内部等の情報収集により、所有者を特定する作業中となってございまして、繰り返しになり

ますが、７割ほどの進捗率となっております。今後におきましては、これらの調査が完了した段

階で、所有者への利用実態の確認や意向調査を行うこととしてございます。 

 次に、３点目のご質問であります。空き家対策における協議会の開催と平成 29年度中の空き家

対策計画の作成の考え方とその進捗状況についてでございますが、協議会の位置づけにつきまし

ては、空き家等対策の推進に関する特別措置法第７条第１項において、空き家等対策計画の作成

及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織することができるとしておりまして、

空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針では、協議会の構成員

の具体例も示されており、市町村長のほか、弁護士、司法書士、行政書士、宅地建物取引業者、

不動産鑑定士、土地家屋調査士、大学教授等を例に挙げて構成されているようでございますが、

これら資格を有する方を委嘱し、協議会を立ち上げるには、ハードルが高くなるものと考えてお

りまして、道内の自治体においても法定協議会とせず、任意協議会での設置としている自治体も

ありますことから、当町においても任意協議会として設置することで内部での協議をしておりま

す。また、同法第６条第２項に規定があります空き家等対策計画につきましては、対策の対象と

なる地区、対象とする空き家等の種類、対策に関する基本的な計画など、定めることとされる事

項について規定されることになりますが、これら計画作成協議を進めるためたたき台として、現

在、資料作成に着手したところでございます。したがいまして、議員からのご質問にもありまし

た、第１回の協議会を７月から８月上旬ころまでに開催したりという見通しを３月定例議会でご

答弁申し上げたところでございますが、残念ながら、その段階までには至っていない状況となっ

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) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) 建部議員からのご質問の大きな項目、受動喫煙防止対策についての
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１点目、庁舎の受動喫煙防止対策について、今後どのような対策をされるのかについてお答えい

たします。なお、受動喫煙防止対策に絡む町有施設の全体的な考え方を含んでのお答えとさせて

いただきます。受動喫煙の防止については、ご承知と存じますが、法的には平成 15年の健康増進

法の施行により、喫煙防止の努力義務が規定され、また平成 27年には、労働安全衛生法の一部改

正によって職場の受動喫煙防止対策に係る規定が施行されており、基本的には実質的な取り組み

として推進されてきたところでございます。当町施設の受動喫煙防止に関しては、過去には一般

質問や町議会議長からも意見をいただきながら、町においてもその重要性にかんがみて検討を進

め、平成 24年１月 23日付で公共施設における受動喫煙の防止に関する指針を策定し、進めてき

たところであります。その指針に基づいて静内庁舎につきましては、ご存じのとおり、喫煙所を

２カ所設け、平成 24年６月から施設内完全分煙としたところであります。その後、厚生労働省か

らは、平成 28年 10月に受動喫煙防止対策の強化についてのたたき台が示され、原則、屋内禁煙

の実現を最優先課題とし、さらには法案整備に向けた取り組みが進められているところでありま

す。このような中で、全国的に公共施設の完全禁煙が増加している状況や静内庁舎の喫煙スペー

スのうち１カ所は、３階議事堂スペースにあること、さらには平成 23年に議会側の意見を伺った

際には、今後も協議していただきたいという意見があったことから、再度を町議会側の意見を求

めたところ本年６月 19日付で町の方針に準ずるとの回答を受けまして、その後、当町としても静

内庁舎のみならず、町有施設内の完全禁煙への移行について庁議においても検討してきたところ

であります。現時点の町の基本的な考え方といたしましては、施設内禁煙を進める方向として考

えておりますが、詳細の内容については、関係法案がこの秋の臨時国会に提出される予定であり、

法律の改正等が確定していない状況であることから、法律の交付後において、その内容を確認す

るとともに整合性を図りながら具体的な方針を確定してまいりたいと考えておりますのでご理解

願います。 

 次に、２点目にご質問の受動喫煙防止対策についての当町の小中学校、教育施設、福祉施設を

どのような状況なのかについてお答えいたします。まず小中学校の９校のこれまでの状況でござ

いますが、敷地内に完全禁煙としている学校が２校、施設内禁煙で施設外に喫煙施設がある学校

が２校、施設内禁煙で喫煙施設がない学校が３校、施設内分煙でスペースの確保のみで吸引機器

の設置がない学校が２校でございました。先ほど１点目で町有施設における受動喫煙防止対策の

全般的な考え方をお答えいたしましたが、教育委員会では、国、町の基本的な考え方などを踏ま

えまして、特に小中学校は、受動喫煙防止対策を図る必要性があるとの判断で、統一的な方針を

決定し、本年９月７日付で各小中学校へ通知をしてございます。その方針は、本年 10月１日より

学校施設内を全面禁煙とし、平成 30年４月１日より学校敷地内を全面禁煙とする方針とすること

として、教育委員会として方向性を決めたところでございます。また、その他の教育施設９カ所

につきましては、敷地内完全禁煙としている施設が１カ所、施設内禁煙で施設外に喫煙施設があ

る施設が１カ所、施設内禁煙で喫煙施設棟がない施設が６ヶ所、施設内分煙でスペースがあり吸

煙機器の設置がある施設が１カ所でございます。福祉施設につきましては、老人系福祉施設６カ

所と児童系福祉施設７箇所で合わせて 13カ所ございまして、施設内完全禁煙が８カ所、施設内禁

煙で施設外に喫煙施設等がある施設が２カ所、施設内禁煙で喫煙施設がない施設が１カ所、施設

内完全分煙が１カ所、施設内分煙でスペースの確保のみで吸煙機器の設置がない施設が１カ所で

ございます。教育施設及び福祉施設についても静内庁舎と同様に、基本は施設内禁煙の方向とし、
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詳細な内容につきましては前段で申し上げたとおり進めていく考えでございます。 

 次に、ご質問の３点目、多くの子どもが利用する公園等の受動喫煙防止対策はされているのか

についてですが、現在、町内には都市公園 16か所、一般公園 46か所、森林公園２カ所の合計 64

カ所の公園が設置されており、各公園については、都市公園条例や一般公園条例などにより管理

をしております。ご質問の受動喫煙対策について、現在、国または道より規制についての通達な

どはありませんが、当町の公園において受動喫煙に対する苦情、通報がないことから、利用者の

喫煙に対する一定のモラルが保たれていると考えております。しかしながら、公園は屋外であっ

て、子どもを含めた老若男女の利用する公共的区間であり、ご指摘のとおり、指導喫煙防止のた

めの配慮が必要と考えられることから、今後も国や道からの情報を収集するとともに、近隣市町

村の公園管理署と情報交換しながら対応してまいりたいと考えております。 

 次に、ご質問の４点目、町が主催する屋外イベント等においての受動喫煙防止対策はされてい

るのかについてですが、町が主催する屋外イベント等についてですが、町も構成団体となってお

ります実行委員会が主催する屋外イベントとして、静内桜まつり、みついし蓬莱山まつり、新ひ

だか夏まつり等を開催しておりますが、桜まつり、蓬莱山まつりについては会場内に喫煙所を設

置しているものの、町内各会場にて、開催する夏まつりでは喫煙所を設けていない現状にありま

す。イベント会場での喫煙所設置については、場所の確保や周知方法等さまざまな課題がござい

ますが、受動喫煙防止に向けた対策として、実行委員会にて協議していくとともに、協賛事業を

実施している各関係団体に対しても、協力を呼びかけてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

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

まず最初に空き家対策についてですけれども、今、現在、現時点で７割程度所有者の確認がとれ

ているということなんですけども、終了予定とかっていうことについては、いつごろまでとかっ

ていう予定は組んでいらっしゃいますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) はい。ただいまのご質問ですが、所有者の特定作業につきまして

は、現在７割程度まで完成して、完了しているという状況でお話をしていたところですが、今後

この作業を継続してまいりたいと考えておりますが、空き家対策計画のたたき台の作成につきま

しても着した旨、壇上でお話ししたところでございまして、今後この作業も並行して進めてまい

りたいと考えているものでございます。このことから、他の通常業務もあわせて考えますと、非

常に厳しい状況であるものと推測されるところでありますが、所有者の特定作業につきましては、

できる限り早い段階で完了させることを目標に進めてまいりたいと考えております。しかし、所

有者が既になくなっているケースもあることもありますので、現在の新の所有者を特定出来ない

ケースもありますことから 100パーセントの完了とならない状況もあり得るものでありますこと

をご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 実は本当にそうではないかなっていうのは、すごく感じています。100 パ

ーセントというのは絶対無理だと思いますし、自分の地域を考えても、あそこの所有者どこ行っ

たんだろうとか、現実にそういうところって結構あって、そのままだという状況もありますので、
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確かに 100パーセントとは言いませんけれども、ある時点でしっかりと次のとこに進んでいかな

かったら、いつまでもこれにかかわっていうと前に進まないんじゃないかなって思いもしてます

ので、次の段階に進んでいただければなっていうことで思っております。その中で、二つ目の空

き家の不良度判定ですね、５段階。何件何件と本当に詳しく作業されて、404 件、今大体わかり

ますっていうことで、先ほどご答弁いただいたんですけれども、ここで大変心配というか、先ほ

ど言ったＤランク物件、Ｅランク物件、本当に倒壊の危険性があり、修繕や解体などの緊急性が

高いだとか、もう本当に極めて高いっていう、この件数ありますよね。こういうところからって、

結構苦情も来てるんじゃないかなと思ってるんですけども、この辺についての早いうちに、所有

者の意向調査、利用実態の確認だとか意向調査っていうのは、できないのかなって思っています。

それが出来た段階で協議会とかいろんな形でかけていっても構わないかなと思うんですけども、

こういうことも含めて、またＡランク、Ｂランク、再利用の可能だとかもう早いうちにいろんな

形に手をつけて、前に進めていくことがまず大事かなっていうように思うんですけども、どうで

しょうか、その辺の考えは。 

○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) 議員ご指摘のとおり、Ｅランク物件につきましては、倒壊の危険

性があり、解体などの緊急度が極めて高いものとなってございまして、利用実態の確認や意向調

査等につきましても、急がなければならないものと考えているところでございますが、空き家対

策につきましては、これらの前に作成作業が遅れているところでございますが、空き家対策計画

のもととなるたたき台を作成しまして、今後空き家対策をどう進めていくのか、その道筋を内部

において決定をしなければならないものと考えております。その後、空き家対策計画を協議会に

諮り、決定していこうとするものでございまして、この秋が対策計画では、空き家等の利用の方

法や特定空き家の認定方法、認定された特定空き家の助言や指導等の措置の方法などを決定する

こととなりますが、またこの計画によりまして、所有者からの意向調査による空き家の利用方法

等の意向等を含めた詳細な調査項目を決定していこうと考えているものであります。以上のこと

から、活用の所有者調査を進めることと同時に、空き家対策計画の作成作業をまず先に進めなけ

ればならないものと考えてございますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11番(建部和代君) 流れが、そういう流れでやっていきたいということだと思うんですけども、

実際、町に出て、本当に危険度の高い空き家っていうのは本当にあるんですよね。そこでも結構

住民から苦情などなんかきてるんじゃないかと思うんですけども、何件か、もしあればちょっと、

どういう苦情がきているか聞かせていただきたいんですけども。 

○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) 数件ありまして、先日は駒場の地区で、これは、非木造の鉄骨つ

くりの住宅街だったと思いますが、その関係で空き家の老朽化はもありますが、ちょっとその所

有者が不明なところもございまして、その敷地の管理が行き届いていないということで、そうい

った相談が来ていたところでございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) そこは、私がお願いしたところ、お願いしたいというか相談にのっていた

だいたところだったと思うんですけども、いや本当に、隣の住民がとっても、住民というか、大
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家さんが大変困って、どうにかならないだろうかという依頼が来まして、相談に行ったんですけ

ども、本当に町民は黙っていますけれども、本当に大変だなって、そこ空き家で、すごい半分傾

いてて、そしてそこに植えてある木が、もう隣の家にがばっと被ってというところだったもので

すから、お願いに行ったんですけれども、住民は黙っていても、やっぱりいろんなことで困って

いるところって結構あると思うんですよね。ですから、こういう危険度の高いところについては、

忙しそうで生活環境課のこの空き家にかかわっている方は本当に忙しいと思うんですけども、で

きるだけ並行に、そういう部分での住民の意向を聞きながら、対処を早めに本当にこれから冬に

向かうといっても、本当に小さな動物、ネズミだとかネコだとか、イヌだとか、本当にそういう

中で衛生面についても決して良い状況ではないんじゃないかと、私思うんですよね。ですから、

そういうことも含めてはやめに意向調査ができれば良いなと思っていますので、ぜひその辺のこ

とも検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、協議会について、現実に進んでないという現状だということは聞かせていただきました。

これ。なぜこの予定通り開催ができなかったのか、ちょっと課長としてどのように考えているか、

もう一度すみませんお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) ただいまのご質問でございますが、協議会につきましては、当町

の設置の考え方といたしまして、内部での協議では法定協議会の設置ではなくて、任意協議会の

設置をするということで協議をしておりました。協議会の設置につきましても、話を進めていか

なければならないものではありましたものの、協議会では、空き家対策計画を協議する町長の諮

問機関という位置づけで考えているものでありますが、さらに特定空き家の認定についても、審

査協議をする会とするべきかどうかなどの検討も必要でありましたことから、なかなか当初考え

ていた通り進まなかったものでありまして、先ほどご答弁申し上げましたとおり、空き家対策計

画の作成も急ぐべきものと考えておりますので、まずはこの計画のたたき台の作成に着手したと

ころでございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 町長の執行方針の中にも空き家対策についてはということで、本年度は空

き家対策の推進にかかわる特別措置法に基づいて、空き家等対策計画の作成等、空き家等に関す

る施策を総合的に取り組みますっていう執行方針があったんですけども、そういう部分では今年

度中には間違いなく、この空き家対策の計画の作成ということはできるということでよろしいん

でしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) 空き家対策計画につきましては、現在たたき台の作成に着手した

ところでございます。協議会の設置につきましては、法定協議会とせず、任意協議会とすること

としておりまして、法第７条で規定されております。法定協議会の計画の策定の実施を準用する

形で進めてまいりたいと考えておりますので、任意協議会の設置により、空き家対策計画の審議

を含めますと多くの時間がかかるものと考えているものではありますが、これらも含め、順次作

業を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 大変幅の広い空き家対策については作業があるというのは、本当に大変だ
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なと思っておりますけれども、でも本当にこれからどんどん増えていく空き家対策ですので、本

当にスピードを持って進めていただきたいなと思います。今後、任意協議会を開いていくという

ことでお話を、今、先ほどから聞いているんですけれども、これは前回もお聞きしてますけども、

今後どういう構成かっていう部分については今後いろいろ検討されるんじゃないかと思うんです

けども、ぜひ本当、学識経験者だとか、専門知識の持っている方、町民の代表も含めて、ぜひ幅

広い形で皆さんの意見を聞きながら、まちづくりのため、今後の将来、町のために利用できる分

は利用していくっていう部分での話し合いをぜひやっていただきたいなという思いでおりますの

で、これについてはよろしくお願いしたいと思います。次に、今後どのようなスケジュールでど

んどん進めていくのかってことも、先ほどから何度か聞かせていただいてるんですけども、今回、

空き家対策の活用について、具体的に私は質問はしなかったんですけれども、ここが一番重要か

なと思っております。それは、協議会等できっとお話も出てくるんでないかと思うんですけども、

最初は空き家バンクっていうことで、大変世の中もすごく騒いだ時期もあったり、今は本当に前

回、私は新たな住宅セーフティネットの制度について、お話をして、本当に数多くある空き家を

利用できる部分はしっかりと安い、借りる人も、大家さんについても、国からの援助を含めてあ

る条件のもとで、そういう中での住宅の利活用できるという部分もお話をさせていただきました。

先ほどですね、池田議員のほうからも公営住宅の３ＬＤＫですか、が 10倍の申し込みで、もう入

りたくても入れない人もいるというお話も聞いておりますので、そういう部分では、こういう空

き家の活用のできるＡランク、Ｂランクについては速やかに所有者の思いもあると思うんですけ

ども、できれば活用できれば最高かなという思いでおりますので、そこら辺もぜひ検討していた

だきたいと思いますし、先日の新聞を見ましたら、空き家はもう既に大都会では、大きな災害の

ときの住宅確保にもしていきたいという方向性も、国として考えているようですので、ぜひそう

いう方向においても、ぜひ検討できればなっていう思いでおりますので、空き家はこれから大変

忙しくなると思うんですけども、ぜひそういうことも考えていただきたいと思います。それで今、

このことについて、町長にちょっとお聞きしたいんですけれども、いろいろお話を聞いていると、

大変幅広く作業があって、なかなか前に進まないという部分について、何人かできっと作業をさ

れているんだと思うんですけども、その辺について、町長は今後、このことについてスピードを

持って進めていくとなれば、この体制では厳しいじゃないかなって正直言って私は感じています。

何度かお尋ねしていたら、本当に一生懸命作業されてるのもわかってるんですけども、でも、な

かなか進まないなって思っております。ただ、一点、すごく感じた部分は、管内のこの空き家対

策については、なかなか各町村が進めていないんだなっていうのも感じています。でも、わが町

村は、ここまでいろいろ調べて、されておりますので、ぜひわが町が率先して、良いモデルケー

スになればなっていう思いでいるんですけども、そういう部分では今の体制について、町長、ど

のように考えているか、ちょっとお聞きしたいんですけれど。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今、この時点での空き家対策の取り組みについては、課長から答弁のあった

ようなことでございます。建部議員さんからご指摘ありましたとおり、なかなかいろんな課題が

あって、少し進み方が遅いのではないかというご指摘も、承知をしているとこでございます。担

当課としましては、限られた人数の中で、一生懸命頑張って対応しているというところでござい

ますが、この体制につきましては、全体の職員の数、すなわち定員管理上のこれまた大きな課題
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がございまして、今、ご指摘を受けてすぐさま人を配置するというような、なかなかそういった

ことにもならないんですけども、非常に仕事量が増えて、大変なときにはいわゆる臨時的なそう

いった者にあたる人を補充するとかということも、一つのあり方として考えられますので、今後、

私自身も、例えば、その進捗状況につきまして、折に触れてというと、あいまいな言い方ではご

ざいますが、２ヵ月おきくらいに、どうなってるということで、その立体を私なりに汲み取りま

して、なるべくこの課題について対応が進むように、取り組んでまいりたいと、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) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 監視するという、監視でないですね、聞いてあげるということなんだと思

うんですけども、ぜひ町長の思いもあると思うんですけども、ぜひスピードを持って仕事を図ら

れるように、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 じゃあ、次に進みますけれども、受動喫煙防止対策について、一通り、先ほどご答弁いただき

ました。お話を聞きまして、教育委員会のほうで速やかに、来年の４月から施設内禁煙を決定を

されております。さすがだなっていうか、良かったなという思いでいますけども、なかなか本庁

舎のほうが、方向性が聞きましたけども、この町のやつで施設内禁煙を進めるという方向を決め

たのは、実際いつごろなのかちょっとお聞きしてよろしいでしょうか。 

○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。まず、昨年の９月議会で、畑端議員さんのほうから

受動喫煙の防止に関する一般質問がされておりまして、その議会の中で一般質問に出された中で

検討事項というのを、毎回、その議会が終わった後に検討することになっておりまして、まずそ

の中で、町としては施設内禁煙をする方向とするということを、まず一定の方針を出しています。

ただ、これ壇上でも先ほど申し上げておりますけども、平成 23年に議会側の意見を伺った際には、

今後も協議していただきたいという意見でしたので、この件につきましては、再度、町議会側の

意見を求めるということで、昨年の 10月だったと思いますけども、意見の照会をさせていただき

まして、今年の６月に回答がありましたので、その後、７月下旬の庁議、それから最終的には８

月７日の町長、副町長、各部長で構成される庁議において検討をして、協議をしたという経過で

ございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 昨年９月の１年前ですよね。同僚議員が質問された後、庁議のほうで、方

向性を決めたという、その後、議会においても、議会議員ですね、議会においても回答されたと

いうことをお聞きしております。それで、そういう中で今年の５月 25 日に、29 年のですね。産

業医の静内庁舎職場巡回視ということが実施をされてるとお聞きしているんですけども、そのと

きには、どのような指導がされているか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○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) 本年の５月に産業医であります町立病院の院長先生ですけども、職

場内の巡回ですか、をしていただいた中で、その指摘事項といたしまして、庁舎内の、巡回しま

すからの分煙室ですか、そこを拝見したと思うんですけども、そこを見て、庁舎内の喫煙に関し

ては、この２カ所については、喫煙室を撤去していただきたいという、そういう意見を出されて

おります。その後、職員衛生委員会というのが、法的に設置されてますけども、その委員長から
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７月 21日ですか、これは町のほうに、その旨の申し入れがされているという状況でございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) その後、28 年 10 月に厚生労働省より、再度、受動喫煙防止対策の強化に

ついてということで、庁舎のほうに配付されているとお聞きしております。それで、しっかり書

かれてるんですけれども、新たに導入する制度の具体的な考え方っていう中に、多数の者が利用

し、かつ他施設の利用を選択することが容易でないものは建物内禁煙とする。これは先ほど言っ

たように官公庁や社会福祉施設等ということで、学校や医療機関については、敷地内禁煙という

ことが出されているんですけども、この部分と、先ほど、産業医、院長が回れた、庁舎内を巡回

された後に言われた、要するに館内については、きちんと提供するように、喫煙所、そして館内

は、建物内は禁煙にしてくださいという通達も来ているんですけども、方向性は決めたとしても、

なぜこう、実施の、こういついつになったら、このようにしますということができないのか、先

ほど少し国の動きというお話も答弁受けてるんですけれども、昨年の 12月も国のほうでいろいろ

とそういう受動喫煙防止対策について、いろいろお話があったようなんですけども、最終的には、

飲食店のことでどうしようかという部分では、いろいろ国でももめているようなところがあるん

ですけども、こういう庁舎内の全面禁煙について、そういう話って、特に大きなことはないよう

な気がするんですけども、うちの町は方向性は決めても、じゃあ来年の４月からやりましょうっ

ていう決断ができないというのは、なぜなのか、私とっても不思議なんですけども、ちょっとそ

の辺のこと、再度もう一度、質問していきたいんですけども、ご答弁お願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 前半のは、壇上で契約管財課長のほうからご答弁した内容で、基本

的には町有施設については施設内禁煙をしていきましょうというのは固めております。そこで、

実はこの秋の臨時国会に法案が出されるということで、確かにニュースですとか、報道で出てく

るのは、飲食店の平米数だとかっていうのは出てきてますけれども、細かい部分でどういう論議

がされてるかっていう細かいところまでは降りてきておりません。なので、その状況を見ながら

というふうに考えてございます。うちのほうも、国のほうでは 2020 年の東京オリンピック、あ

るいはその前の年の 2019 年のラグビーのワールドカップ、これに向けて施設内禁煙を進めてい

くという方向ですから、決してうちは、そこまで、引っ張ると言ったらおかしいですけども、そ

ういうことは考えておりません。それが出た段階で具体的にその内容と、うちの施設の整合性等々

を内容を確認いたしまして、基本的にはこれ、庁議の内部でも話をしましたけれども、はっきり

とはあれですけども、来年度を目途にそういう方向性を決めていきたいと、ですから手順として

は、この秋にその臨時国会で法案が出されて、法案が確定すると、それとの整合性を見ると、そ

れでもしかしたら今のところ、細かくは考えてないんですが、現時点で受動喫煙防止対策の例え

ば新たな設備が要るのかどうなのか、今はうちのほうでは特に考えておりませんけれども、もし

かしたら、町有施設もいろんな形態の施設がありますので、施設によっては、そういうことも考

えなければならないということもあって、今、具体的に平成何年の何月からということまでは決

めてないですけども、庁議の全体の意見の中でも来年度を目途にそういうことは考えていかなけ

ればならないなっていうような意見が出てますので、一応その方向で考えたいというふうに思っ

てございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 
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○11 番(建部和代君) わかりました。確かにいろんな施設がありますから、一遍にぼんっとでき

るということでないことは、十分、私もわかっているつもりですので、その辺の決断、よろしく

お願いいたします。秋の国会で可決したら決めていきたいということですので、期待をしていき

たいと思いますので、よろしく、同僚議員もたくさん、何人かたばこを吸われる方がいて、いろ

んな思いでいらっしゃると思うんですけども、受動喫煙防止について、本当にご協力をお願いし

たいと思います。大事なことは、ただたばこを吸う人の権利もしっかりとやっぱり守っていかな

きゃいけない部分はあるかなっていう思いでもおりますので、その辺の整合性も含めて、よろし

くお願いしたいと思います。 

 じゃあ、続きまして公園の関係、多くの子どもたちが利用する公園と、町としては、苦情が、

通報がないということで、一定のモラルが保たれているんではないかといえお考えで、しかしと

いうこともあるんですけども、先日、私公園に行ってみたんですよ。そして、たくさん子どもた

ちが遊ばれているところに行ってきました。そうするとですね、びっくりすることに、たばこの

吸い殻が本当に公園にありました。写真も撮ってきました。たばこも拾ってきました。それで、

ただ言えることは、だからってすべて子どものいる場所で吸っているのかなっていうことは一概

に私も言えないと思って、いつも来るお母さんに聞いてみました。たばこ吸ってる方いませんで

したかって、そしたら、いたんですよね。いや、子どもたちが皆、遊んでいるところで、たばこ、

本当に周りにいて、たばこを吸ってる大人の方がいたと。だから、本当にこのモラルっていうの

は、またちょっと違うかなって思っているんですけども、そういう部分も本当に現実にあります。

もう、ぜひ子どもさんがいるところ、公共的空間でありますから、ぜひ、国や道からの情報を収

集する、それも大事なことでしょうけども、近隣市町村の公園管理との情報交換をしながらとい

う答弁なんですけども、そういうことをしなくてもいいんじゃないかと思うんです、私。我が町

は、そうであれば、私はあくまでもたくさん多くの子どもが利用する公園って、すべての公園と

は言いませんけれども、そういうところは、特に喫煙の決めて、喫煙のマークでも置いて、ここ

は子どもさんがいるから喫煙しちゃいけませんっていうようなことを、しっかりと提示できるよ

うな、提示して本当に受動喫煙を防止するっていう町の姿勢でやっていただければなっていうこ

とを思っているんですけども、ちょっとでしょうかその辺の考え。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

○建設課長(酒井 隆君) はい。おっしゃる中で公園内で吸い殻を拾ったと。それから、吸ってい

る方も見かけたということを、今伺っております。その中で、公園については、先ほど壇上で契

約管財課長おっしゃったように、お子様もいるし、大人の方、男性、女性いろいろおられます。

それで、公園利用については、ごみ・吸い殻、またはその施設利用についても、皆さんが安心し

て楽しく利用できる公園ということで考えておりますので、そういう、ちょっとモラルにちょっ

と届かないようなことをされる方もいるのであれば、注意喚起の看板等もあるんですが、改めて

その内容、字句の追加とか、またはその辺、喫煙関係のものを  指摘  するとか、その辺に

ついても考慮しながら対応さしてたければ幸いです。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11番(建部和代君) ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、私、町主催ということで話したんですけど、実行委員会で屋外のイベントを企画

しているということで、静内の桜まつり、みついしの蓬莱山まつり、新ひだか町夏まつりという
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ことで、しずない桜まつり、みついし蓬莱山まつりについては、会場内に喫煙所を設けていると、

確かに私も知ってます。ただ、場所もしっかりその辺も精査していかなきゃいけない部分はある

かなと思うんですけども、もう本当に風向きによっては、私もちょっといろいろイベントの募金

運動に携わって、そこに立っていたりすると、もろに風向きでくる場合もあります。ですから、

その辺はちょっと慎重に検討していただきたいと思うし、ただ私がここで言いたいのは、夏まつ

りですよね。花火大会だとか、御幸通りで行われるイベントですね。本当にないということで、

大変のびっくりもしているんですけれども、私も町民から、本当にたしか花火大会だって聞いた

んですけれども、子ども連れて楽しみに、川のほうへ行ってみると、大人の方が咥えたばこで、

吸ってぱっと下に手を下ろしたときに、そこに子どもが通っていくと。本当に危険だったんです

よって、びっくりしましたと、私言われました。もう、どうにかならないですかって言われまし

たので、そういうことも本当に現実にありますので、ぜひしっかりと場所の確保ももちろんなん

ですけども、まだまだ町民が受動喫煙についての知識っていうか、部分にまだまだ足りないかな

って、私も感じておりますので、啓発運動についても、ぜひ、こういうイベントのときにやって

いただければなっていう思いがあるんですけども、いかがでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) はい。ご指摘のとおり夏まつりは、各会場を一時的に使用して、

開催しているところであって、例えば御幸通りですと、通り、さらには店舗前等に灰皿が置いて

あったりとか、各公園等も灰皿のある場所だとか、そういう施設ごとで異なってる場合があって、

実行委員会で特に喫煙所として設置している部分はなかった状況にあります。ですから、壇上か

らも答弁させていただきましたけれども、実行委員会のほうで、やはりその受動喫煙の関係とい

うのを、もっと周知できるような運営体制づくり、場所確保等の問題は確かにあります。そうい

ったものも含めまして、協賛事業している各種の通り会だとかの関係団体にもご協力いただくよ

うに、町のほうからも呼びかけてまいりたいとそういうふうに考えております。以上です。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) ありがとうございました。町長、今、皆さんからいろいろご答弁をいただ

きまして、町においても明年を考えているという方向性を示していただきました。町のイベント、

またさまざまなところでも、町がしっかりと決めることで大きく町が変わっていくんじゃないか

なって、私思っていますので、そういう部分ではぜひ実行していただきたいと思いますので、最

後に町長、受動喫煙について、ご意見があればぜひ聞きたいんですけども、対策について。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) この受動喫煙の防止につきましては、内部で協議を進めておりまして、建部

議員ご指摘に対応して言うならば、前向きな方向と当然なっているところでございます。そのよ

うなことで、今、ご指摘いただいた点も念頭に置きながら、今後、鋭意その方向がきちん定まる

ように尽力したいとこのように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 本当に、ぜひよろしくお願いしたいと思いますので、以上で私の質問を終

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。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 ２時０２分 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ２時１２分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 10番、畑端君。 

          [10番 畑端憲行君登壇] 

○10 番(畑端憲行君) それでは、通告に従いまして壇上より私は２件の質問をさせていただきた

いと思います。 

 まず、１件目は地産地消の推進についてでございますが、我が国は世界最大の農産物純輸入国

であり、食糧自給率はカロリーベースで、北海道では 221パーセントで、全国的に見れば、39パ

ーセントと先進諸国の中で最低水準ですが、平成 25年に和食がユネスコ世界向け文化資産に登録

されて以来、国内外において、日本の伝統的な食文化がブームになっております。そのような中

で、今年度の町長の町政執行方針にも掲げておりますように、食育基本法第 18条に基づき、新ひ

だか町食育推進計画による食育の推進、あるいは、学校給食において、地場産物の活用など、栄

養バランスの整った安心・安全な学校給食の提供に努める取り組みなどを述べてございます。ま

た、他の自治体においては、地産地消の考えから、農水商工業、観光等の連携によるまちおこし

をされている例が多く見られます。そのようなことから、次の点について、質問したいと思いま

す。 

 まず一つ目は、農業振興としての地産地消の取り組みと成果についてでございます。そして二

つ目は、観光振興としての地産地消の取り組みと成果についてであります。そして三つ目は、学

校給食についてでございますが、その１として、平成 28年度の給食で、使用された町内農産物に

ついて、どの程度の割合なのかお聞きします。そして２つ目は、給食に町内農産物を使用するこ

とについての課題についてお伺いします。そして、３つ目は、小中学校給食を保護者が試食する

機会を設けて、保護者の学校給食への理解と協力、そして、家庭での食生活や健康への関心を深

めるきっかけとなると思いますが、その辺、お考えをお伺いします。４つ目として、地産地消推

進条例の制定を含め、どのような規定にたって、推進していくお考えのかお伺いします。このこ

とにつきましては、近年、町民の安全で、安心な農畜産物の供給や都市との農村の交流、並びに

食育などの推進が求められております。そこで、生産者、消費者、事業者、教育関係者等及び町

が一体となって、地産地消及び食育の推進をし、安全安心で健康的で豊かな暮らしを確立できる

地域社会の実現を目指すための条例の制定を含めお伺いします。 

 続きまして、２件目ですが、学校教育についてでございますが、2020 年、いわゆる平成 32 年

から始まる新学習指導要領による学習は、これまでの詰め込みかゆとりかといった  にこう  

対立ではなく、これまで同様の学ぶ内容は減らさず、これまでの何かを学ぶかに加えて、どのよ

うに学ぶのか、何ができるようになるのかといった視線で見直すようでございます。そこで要旨

にも述べさせていただきましたが、小中学校の学校の基準となる学習指導要領が、約 10年ぶりに

全面改訂するなど、急速に教育に変化があらわれてきておりますが、以下の点についてお伺いし

たいと思います。まず一つ目として、平成 28年度に、平成 28年度末に新学習指導要領が改訂さ

れ、移行期間を経て、平成 32年度から幼小中と順次実施されることになりますが、新ひだか町の

教育は、どのように取り組み、どう対応していくのかをお伺いします。そして、二つ目は、小中
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一貫した教育課程の編成実施についてでございますが、近年、小中の連携、一貫教育が、全国的

に推進されておりますが、新ひだか町として、取り入れる考えがないかどうかお伺いします。 

 以上、壇上から２件の質問をいたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

          [農政課長 秋山照幸君登壇] 

○農政課長(秋山照幸君) 畑端議員からのご質問の大きな１点目の地産地消の推進についての一

つ目、農業振興としての地産地消の取り組みと成果について、二つ目、観光振興としての取り組

みと成果について、四つ目、地産地消推進条例についてご答弁申し上げます。当町は、夏は涼し

く、冬は雪の少ない、自然環境を最大限に生かした第１次産業を期間とする町です。全国一のサ

ラブレット産地の日高にあって、当町は生産頭数では、トップを誇る町でもあります。このほか

和牛、ミニトマト、花卉など、ブランド化が進む主要品目を含め、多くの良質な農畜産物等が生

産されてございまして、このことを多くの町民の皆様に知っていただくことは、地域農業や食材、

食文化に対する理解の促進、また地域経済の活性化等にも期待できるものと考えてございます。

町といたしましては、長年にわたり、蓬莱山まつり及びしずない農業まつりなどのイベントにお

いて、和牛、ミニトマト、花卉など、多くの農畜産物の販売、ＰＲ活動を行なってきたところで

ございますが、その成果の一つとしましては、地元での消費拡大や地元精肉店、スーパー、また

ホテルなどでの利用が広がってございまして、今後におきましても、地域農業や農畜産物の知名

度を高めるなどの効果も期待できるものと認識してございます。また、当町では、昨年、食育推

進計画が策定されたところでございまして、この計画における基本目標の一つに地産地消と一体

となった食育の推進を掲げてございまして、食育の推進に係る各種の活動を通じ、地産地消につ

きましても推進されていくものと認識してございます。このほか、関係団体での取り組みを申し

上げますと、静内農協では、町内の希望する小学校へミニトマトの苗の提供や栽培に関する出前

授業、野菜選果場、農場見学などを実施しております。さらに、農協の女性部が中心となり、も

ぎたて朝市や木曜市を定期的に開催してございますが、新鮮野菜など好評を得ていると聞いてご

ざいます。また、三石農協では小中学校や老人ホームへ地場産米であるトキノミノルを贈呈して

いるほか、学校からの依頼に応じ、田植えや農作物の収穫体験、圃場見学などを実施しておりま

す。このほかにも地場農産物を直売所で販売してる方々もいることから、当町における地産地消

の取り組みは、今後におきましても進めていくべき取り組みの一つであるものと認識しておりま

す。 

 次に、二つ目の観光振興としての取り組みと成果についてでございますが、観光振興の観点か

らは、地場産物のＰＲを進めているところでございます。主な取り組みといたしましては、先ほ

どと一部重複いたしますが、みついし蓬莱山まつりでのみついし牛などの販売や、地場産物を活

用した新ひだか推奨品制度での認証やＰＲ活動のほか、ここ数年、外国人観光客のツアー内容と

して、ミニトマトの収穫体験を取り入れるなど、積極的な推進に努めているところでありまして、

町内の宿泊施設や飲食店等においても地場産品を活用したメニューづくりが進められるなど、民

間においても推進されるところであります。こうした取り組みにより、一定の成果と認知度上昇

につながっているものと認識しているところでございますが、今後におきましても、より一層Ｐ

Ｒに努めてまいりたいと考えております。 

 次に、四つ目の地産地消推進条例の制定に関するご質問ですが、先ほど来ご答弁させていただ
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いておりますように、当町における地産地消推進の取り組みは、これまでも町や各関係団体等に

おいて、それぞれ行われてきているものと認識してございますし、こと条例の制定ということに

なってまいりますとその内容や性格にもよるかもしれませんが、例えば、農業に関して申し上げ

ますと、地域農業の振興の観点ということを避けた議論にはならないでしょうし、そうなります

と農畜産物の販売戦略のことも関係してくることもございまして、これまで長年にわたり、あら

ゆる努力をしてきた中で、市場や消費者等からの信頼を得、ブランド化が進められ、そして販売

成績も上昇傾向になってきているこの時期に、今すぐ検討と言いますか、その必要性等々につき

ましては、今後、情勢等を見ながら、取り組んでいくべきものであると考えてございますので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○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) 地産地消の推進についての３番目、学校給食について答弁い

たします。平成 28年度における町内農産物の割合ですが、精米については新ひだか町産のブラン

ド米であります万馬券やトキノミノルといった地場産の米を 100パーセント提供しております。

ミニトマト、アスパラについても同様に 100パーセントとなっており、調達した野菜全体のうち、

新ひだか町産については、平成 27年度 11.91パーセントだったものが、平成 28 年度では 9.43

パーセントとなっており、下がり気味の傾向を示しております。 

 次に、(２)の町内農産物を使用することの課題についてですが、７月３日に地元市場において新

ひだか町産の野菜がどのように出荷されているのか確認してまいりましたが、ミニトマト、キュ

ウリ、ホウレンソウ、アスパラが主体で出荷されており、給食センターで調達する量が多い、タ

マネギ、ジャガイモ、ニンジン、大根、キャベツ、白菜、キュウリ、長ネギ、ゴボウについては、

市場に出荷はされているものの、数量が少なく給食センターが調達するとした場合、確保できな

い状況であります。このようなことから、給食センターが、町内農産物の使用を拡大させるため

に調達するとした場合には、生産者が市場に出荷するタイミング及び数量と給食センターが調達

するタイミング及びその数量をどのようにあわせていくかが課題になると思われます。８月には、

給食で粉吹き芋を提供いたしましたが、平成 26年度以来、久しぶりに新ひだか町産ジャガイモを

126 キログラムという、十分な数量を調達できましたことから、うまくタイミング及び数量が合

えば、給食での使用量は伸ばせる可能性があると思っております。出荷と仕入れのタイミング及

び数量を合わせることはなかなか難しい状況ではありますが、今後も関係者と協議しながらでき

るだけ多くの地元産農産物を効率よく、調達していきたいと考えております。 

 次に、(３)保護者が試食する機会についてですが、議員のご指摘のとおり、学校給食に対する理

解と家庭での食生活や健康への関心を高める上で必要なことだと考えております。保護者の試食

については、本年度は９月 15 日分まで確定しておりますが、高静小学校、山手小学校において、

約 280食を提供する計画となっております。当センターといたしましても、試食を通じて、議員

が指摘されているような効果が出てくれることを期待しておりますので、町校長会等を通して、

積極的に働きかけていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 
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          [管理課長 片山孝彦君登壇] 

○管理課長(片山孝彦君) 畑端議員からご質問の大きな二つ目、学校教育についてご答弁申し上げ

ます。最初に、１点目の学習指導要領の改訂に関するお尋ねでありますが、ご質問のとおり、10

年ぶりに学習指導要領が改定され、小学校は平成 32年度から、中学校は平成 33年度から、新教

育課程の全面実施となります。この間に、各学校がどのように取り組むかについては、国が示す

移行措置に沿って、新教育課程の編成を進めていくことになります。そこで、先行となる小学校

の改定作業等について申し上げますと、本年度は、一つ目として新学習指導要領の趣旨や改善内

容などの理解・促進。二つ目に、新教育課程編成作業に関する年次計画や工程表の作成。三つ目

に、新学習指導要領の趣旨を視点にして、学校の教育目標の見直し。四つ目に、平成 30年度から

全面実施となる道徳科の教育課程の編成及び指導計画の作成。五つ目に、小学校に新たに導入さ

れる中学年の外国語活動及び高学年に導入される外国語に関する内容や教材の理解と指導方法の

研修。六つ目に、新教育課程における日課票や時間割についての研究などを推進しております。

このように各学校では、各教科等の移行措置の実施に向けて、新教育課程の編成作業を意図的、

組織的、計画的に進めておりますので、新学習指導要領への移行が適切かつ円滑に行われるよう、

教育委員会として、各学校を適切に指導・助言しているところであります。具体的には、新学習

指導要領の趣旨や改訂のポイント等を各学校に説明すること、新教育課程編成のための各種資料

を作成し、各学校に配布すること。また、校内研修等の際に指導・助言を行うことや、主体的・

対話的で深い学びを実現する授業改善に関する研修会への参加奨励などの取り組みを通して、各

学校の取り組みを支援しているところであります。 

 次に、２点目の小中の連携、小中一貫教育のお尋ねについてご答弁申し上げます。小中連携、

小中一貫教育につきましては、文部科学省が地域において少子化に対応した活力ある学校づくり

を進めるための指針として、平成 27年に公立小学校、中学校の適正規模、適正配置に関する手引

きを策定し、学校の適正規模、適正配置の検討を求めており、小中一貫校の制度化、地域と一体

となった学校運営を展開するコミュニティスクールの積極的導入などを推進しております。特に、

コミュニティスクールについては、平成 29年４月１日に改正された地方教育行政の組織及び運営

に関する法律において、学校運営協議会を置くように努めなければならないということが規定さ

れております。一方、当町におきましても、年々児童生徒数が減少しており、今後も、長期的に

減少が続くことが推測されることや学校施設の老朽化が進行する中、改めて学校の適正規模、適

正配置等について検討することが急務となっております。このことから、本年３月 27日に新ひだ

か町立小中学校再編整備推進方針を策定したところであち、現在、新ひだか町立学校再編整備検

討委員会に対し、新ひだか町の望ましい教育環境や今後のあり方等について諮問をしておりまし

て、その中で、小中一貫教育のあり方についても検討し、意見をいただくようお願いしていると

ころであります。また、小中連携の部分に関しましては、中学校区において、学力向上のための

学校改善プランの交流を初め、学習規律の指導や学習環境の整備の在り方、ＣＲＴ標準学力検査

の結果の交流などを行なっているほか、平成 28年度から各学校の学力向上推進教師をメンバーに

加えて実施している町内学力向上推進会議においても、各中学校区単位での小中連携について協

議を行うなどの取り組みも進めております。 

 以上、学校教育についてのご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 
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○10 番(畑端憲行君) ただいま２件に対するご答弁ありがとうございました。それで、何点か再

質問させていただきたいと思いますが、まず１件目の地産地消の推進についての件で、１点目の

農業振興としての地産地消の取り組みについてでございますけども、先ほどもちょっと言いまし

たように、何よりも農産物の生産は、消費者の信頼にこたえる安全・安心な農畜産物の生産だと

思ってございます。それで、先ほどご答弁いただきましたけども、その中で主な取り組みとして、

各種イベントあるいは地場産に対する体験行事、また地元での消費拡大ＰＲなどで、力を入れて

いることにつきましては、よくわかりますけども、この日常的な活動の中で、地産地消の取り組

みをお聞きしたかったわけですけども、今年度で計画期間が満了する第１次新ひだか町総合計画

ですか、本年度、29年度終わるんですが、その中において、地産地消について書かれているんで

すが、この地産地消についての内容で、地産地消などを通じたこの消費者との結びつきの強化に

努めるということをうたってんですが、その強化策っていうことを、別に特別ありましたらちょ

っとお聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 強化策ということで、これですというようなことは、申し上げづらいん

ですが、こういった行動を、イベント通じて、あるいはその他のことを通じて、あるいは食育計

画策定通じて、これらのことを継続していくことが力になるとそういった意味での強化というこ

とで、私ども各種のイベントにおきましても、いろいろ取り組んでまいりましたし、例えばイベ

ントの中の一つとしまして、例えば今年なんかでいきますと、観光サイドのお話にはなりますけ

ども、和牛の販売などを初めてしていただいて、新ひだか町のブランドというもの、みついし牛

のブランドというものを、より一人でも多くの方に知っていただくという、こういった取り組み

もしてきているわけでございますので、十分な答えにはなっておりませんが、そういうことでよ

ろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) それで、私が冒頭申しましたんですけども、地産地消の運動から町おこし

をされている自治体というのは数多くあるんです。担当のほうでもよく調べてなさってると思う

んですが、例えば環境とか、その地域性の違いが十分あるから、何とも言えない部分もあるんで

すけども、一例を挙げますと、道央より北部に位置しています絵本の里っていう町ありますよね。

絵本の。それは剣淵町です。その剣淵町ですけども、この剣淵町で地産地消を大いに利用して、

若手農業グループが軽トラックを繋げて、そして自分たちがつくった主に野菜類だと思うんです

が、そういったものを売り歩く、地元以外にも札幌近辺のとこでも行って歩くと。中には内地ま

で行くということもありますけども、いわゆる軽トラックマルシェということが人気を博して、

そしてそのＰＲだけでなくて、安定的な収入を得て、そしてまたそれを見て、それに刺激されて、  

ゆうたみ？  もどんどん増えてきてると。ですから、新規就労者も相次いで農業者の、当然農

業者の年齢もぐっと若くなって、若返って、そして、町の人口も増加傾向にあるという例があり

ます。そのような似たような町村もやっているところもありますけども、ここは全国的な賞をと

って、軽トラックマルシェということで、そういう運動をしてる、常備ですね、そういう運動し

ているということがあります。これは地域性がありますから、環境も違いますし、それが管内的

なこの新ひだか町が絶対できるんだってことは言えませんけども、そういった工夫をして、まち

おこしをしてるというそういった例がありますが、そういったことで、何か地産地消のイベント
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だけでなくて、何か考えている部分がもしあればお聞きしたいと思いますが、なければ良いです

けどもどうですか。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 今のところ、そのようなお話はないものと承知してます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) いや、当然そういったことも言いましたので、あれですけども、そういっ

たイベントのみならず、そういったことも工夫されているということで、地産地消を利用して、

そういったこともあるということだけ、ちょっと例を挙げておきたいと思います。農業振興につ

きましては、それでありますけども、２点目の観光振興としての地産地消の取り組みについてで

ございますけども、先ほど答弁いただきましたけども、この推奨品制度の活用や宿泊施設での地

馬産品を活用してみるなどの推進は大変良いことだと思ってます。それで地産地消の取り組みの

一つとして、観光方面ですけども前段の答弁でもありましたように、特産品のＰＲを販売拡大を

図るために、いわゆる道の駅やそれから観光情報センターなどの観光施設、観光関連施設を大い

に考えられると思います。で、私が一昨年、平成 27年ですか、27年の 12月の議会で、おいてで

すね、道の駅みついしの活性化に対する質問した件があるんですが、これも地産地消について含

めての考えで聞いたんですが、それに対して、町側としては、物産施設、飲食施設などの既存施

設のあり方を見直すとともに、整備計画を策定していかなきゃならないと考えておりまして、町

内関係各課と連携して検討したいというような回答をいただいているんですが、確かに財政的に

大変厳しいのを承知の中で、私、今申しているんですが、そういったことを質問されているんで

すが、地産地消の取り組みが、そういった道の駅みついしの、この整備計画が平成 27年にそうい

う答え方をしてるんですが、どの程度進まれているのか。または検討されているのか、ちょっと

お聞きしたいと思いますが。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) はい。ご質問の道の駅みついしについてでございますけれども、

確かに平成 27年に室蘭工業大学の大学生との連携プログラムによりまして、さまざまな助言・提

言、提案等をいただきまして、28年におきまして、関係各課職員等集まりまして、何度か現地に

も行きまして、会議を開いたほか、道内の道の駅の先進地的なところの視察等も実施したところ

でございます。そういった検討を、各課集まっての検討によって、ある一定の方向性を共通の認

識として、中間報告としてまとめさせていただきまして、で、ただ今議員おっしゃったとおり、

大変厳しい財政事情にあります。当然ながら、その財源の確保、それから国・道を通じたそうい

った補助のメニューだとか、そういった実際の施設整備に向けた具体的な準備等を進めなければ

ならない、そういったところもありまして、現在は関係各課集まっての会議は、一度中断してお

りますけれども、当課を中心にして、各種情報を集めて、整備に向けた準備を進めていきたいな

と、そういうふうに考えております。そういった状況です。 

 以上です。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 道の駅のみついしにつきましては、そういった整備計画で２年前からお聞

きしているんですが、十分検討されているけども、まだ時間かかるということでございますけど

も、財政的なこともありますから、何とも言えませんが、ただ、道の駅のみついしについても、
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場所的には大変良いところでありますので、大いに十分検討していただきたいと思ってるんです

が、それで、先日も各常任委員会で、道内の道の駅を視察して、地産地消の取り組みに力をいれ

ているところを見ていただいてると思うんですが、拝見されました。私も行きました。そういっ

た中で、町においても地産地消、いわゆる地域生産消費ということで、この積極的に他の町は、

この道の駅を利用して、そのまちの顔を売って、ＰＲして、そしてたくさんの人が訪れてるとい

うことがございますのでね、なおかつ積極的にこの道の駅みついしだけでなくて、観光施設、町

内の観光施設、さっきぽっぽみたいなところがあるということ言ってますけども、そういったこ

とも大いに利用していただきたいと思うわけですけども、その点そういうふうに考えて良いでし

ょうか。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) はい、そういった方向、地産地消なり、私ども観光振興ですの

で、地場産品のＰＲと言ったところになると思いますが、推奨品認証制度で関係団体協力してＰ

Ｒしていこうといった趣旨もございますので、関係団体とも連携しながら、そういった場面等、

施設の活用等も含めた協力を仰ぎながら実施していきたいなというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) よろしくお願いします。それで、３点目の学校給食についてでございます

けども、一つ目と二つ目は関連がありますので、あわせた中で質問させていただきたいと思いま

す。で、この給食用の食材としては、地産地消の勧めは、この子どもたちに地元の一次産業への

理解を高めてもらうのが大きな内容だと思うんですが、先ほど答弁の中で現況の品種別、品種別

に利用割合を教えていただいたんですが、町の何というんですか、食育推進計画において、学校

給食での地場産品の利用割合という、そういった目標は何パーセントに設定しているのか、ちょ

っとわかりましたらお願いしたいと思います。 

○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) 現在進んでる計画の中では、町でとれたものは 30パーセン

トを目標にしていきたいというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) はい。30 パーセントわかりました。それで、この学校給食は平成 28 年度

から平成 32年度までですか、までの５カ年計画で制定された、策定された、新ひだか町の食育推

進計画。この新ひだか食育推進計画において、この学校給食はどのような位置づけをされている

のか、教えていただきたいと思います。 

○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) 新ひだか町の食育推進計画っていうのは、三つのステージに

分かれておりまして、幼児期、あと小学校から高校生、成人になってからという、こういう三つ

のステージに分かれて、それぞれ三つのステージでテーマが設けられております。それで、私ど

も学校給食のほうは、小学校から高校生の部分の部分に入ってまいります。それで学校給食では、

小学校の９年間で子どもたちに理解してもらいたいと思ってるのは、いろいろな食材をバランス

よく食べてほしいと。そういうのと、地域で生産される特産物の理解を深める。それと、食品を

残すことがもったいないという気持ちを持っていただきたいと。この三つが、この９年間で理解

してもらおうというふうに考えておりまして、現在、栄養教諭等が学校に訪問をさせていただい
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て、いろんな一緒に給食を食べて、子ども達を話ながら、今進んでいるような取り組みをしてお

ります。結局、この９年間の間に実際の給食というものは、こういうふうに、野菜はこういうふ

うに料理されてくるんだとか、そういうところからこういうことを理解してもらいたいなという

ことで、私たちはそこの部分の小学校から高校生の部分の食育の部分、推進計画の中では、全体

の一部ではありますけれども、そういう部分を位置づけとして考えております。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) その点わかりました。それから、３番目になりますけれども、保護者が試

食する機会が設けられているかということについての再質問ですが、先ほど、先ほどの答弁の中

で保護者への試食について、厚生省、それから山手小ですか。山手小に 280 食を提供する計画と

いうふうに申されましたけども、これは例えば東静内とか  静内小学校  だとか、三石地区

の小学校、三石小学校とか、そういった他の学校とも、そういった保護者への試食というか、そ

ういったをことを計画されているのか。また、やっているのかどうかをちょっとお聞きしたいと

思います。 

○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) 先ほど壇上では、９月 15日まで確定している分ということ

でお話しさせていただいたんですけれども、28年度の実績で小学校は全部試食をしてます。全学

年ではないんですけども、試食はしておりますけれども、去年でいきますと 547食、当然、三石

小学校、東静内小学校、静内小学校、桜丘、これは全部入っております。ただ、今、学校でいつ

やられるかっていうことをについては、私どもにちょっと連絡いただいてないもんですから、先

ほど申し上げたのは、確定してる分だけです。恐らくこれぐらいの 547 食ぐらいは、学校では年

度末までには、食べられるんじゃないかというふうに思っております。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) ということは、高静小とか山手小の前に、以前にそういった各学校もやっ

ているということですよね。これからやるということですか。 

          [何事か言う人あり] 

○10 番(畑端憲行君) これからですか。ちょっと失礼しました、間違いました。それで、食材を

提供する生産者との関係ですけども生産者との関係。ちょっとお聞きしたいんですが、児童生徒

と食材を提供する生産者との結びつきというのは、これを深めるということは、大変大事なこと

だと思っております。それで、食育活動の推進と地産地消の拡大をはかる上からも、この生産者

との結びつきが大変大事なことでありますけども、この生産者と児童生徒との給食を試食しなが

ら交流を図るということは、保護者だけでなくて、こういったことはされている、されていたの

か、あるいはこれからされる計画があるのか。そこら辺お聞きしたいと思うんですが、この生産

者との交流というのは、割と他町でもどんどんやられているわけですけども、その点ちょっと生

産者とはそういうことをもう計画されているのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○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) 確かに他町で実際につくった方と子どもたちが一緒に食べ

るというのをやってるのは、記事で読んだことあります。今のところ、私どものところの町では、

そういう計画はしておりませんけれども、実際につくっている方の生の声を聞くというのは、子

どもたちにとって、大事なことなのかなというふうにも理解しておりますので、実際には学校に
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入ってしまう関係がありますものですから、給食センターだけで単独で話しするわけにはいかな

いと思いますけれども、ちょっと考えてみたいなというふうに思っております。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) そういうことでよろしく、現況を見ながら検討していただきたいなと思い

ます。検討した方が良いんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それで、次に４点目の地産地消条例の制定等についてでございますけども、今後の情勢を見な

がら取り組んでいきたいというような答弁があったというふうに思いますが、我が町は言うまで

もなく、サラブレットの  ふ？  だとして、日本一のサラブレットの生産地でもありまして、

豊かな自然環境に恵まれた町でもあります。それで、そして古くからコンブの漁場として栄えて、

今では和牛、ミニトマト、花卉生産を盛んで、農業者の育成にも力を入れているところでありま

すけども、先ほど私が壇上で申しましたとおり、町民の安全で安心な農畜産物の供給や都市と農

村との交流、そして地場消費、地産地消の食育などの推進を持ってまいっておりまして、そうい

った意味からもぜひ、安全・安心な健康で豊かな暮らしを確立する地域社会の実現を目指すため

にも、条例を制定してはどうかと思うんですが、町長どうですか。制定は、先ほど制定はまだ検

討段階で言っていますよね。 

○議長(細川勝弥君) 木村農林水産部長。 

○農林水産部長(木村 実君) 条例の制定という話でございますけども、  ？？  は、町にと

ってどういった条例が良いのかと、いろいろ国内でも条例制定されてるのを見ますと、いろんな

生産者の責務ですとか、消費者の責務、そういったものがうたわれてるんですけども、うちの町

でそれが合うかどうかっていう部分もこうありますしね。その必要性もあります。そういったそ

の機運がやっぱり高まってこないと、なかなか条例の制定ということには、きっとならないんだ

ろうと。そういったことで、今後の情勢を見ながらということで、答弁させていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 先ほど、先ほどの答弁もそうでした。今後の情勢を見ながらということで

取り組んでいくかどうかということも検討してみたいということですから、それはそれでいいで

すけども、ある程度、町のほうからも、積極的に出て、どうなのかなというふうにいうことも考

えた方が良いのでないかと思うんです。それだけちょっと言っておきたいと思います。あと、地

産地消につきましては、この辺で終わりたいと思います。 

 続きまして、２番目の質問なりますが、いいですよね。学校教育についての再質問をさせてい

ただきますが、これも１点目と２点目の関連がありますので、この合わせた中でお聞きしたいと

思います。その点よろしくお願いします。まず１点目の新学習指導要項の改定によりまして、当

町の教育の対応についてでございますけども、それについてご答弁いただきましたが、先ほどの

答弁の中で、国が示す移行措置に従って沿って、年次的に新教育課程の準備に取りかかっている。

そういったことについては、十分理解しておりますけども、教育長が 29年度、今年度の教育行政

執行方針でも述べてございますが、各学校が就学、新学習指導要項について研修を深め、円滑な

移行を図られるよう指導していくことでありますけども、いずれにしても、３年後には思考力や

判断力、表現力を重視する新学習指導要領が導入されるわけですけども、これらの変化にますま

す質を高める努力をしていかなきゃならないと思いますし、この事業の活性化につながる取り組

みについていかなきゃならないと思いますが、今、これから特に当町として、これ漠然としてい
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ますけども、当町として、教育として考えていくことがあれば伺いたいと思いますが、当町の教

育としてどう、考えていることがあればお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 教育行政執行方針ということも、議員触れられましたけども、毎年度教

育行政執行方針において、学校教育の充実に向けての基本的な考え方ですとか、具体的な推進方

策として、学校経営の充実、教育課程の充実、学習指導の充実など、項目ごとに分けて、お示し

はさせていただいておりますけれども、その中でも、現在、うちの教育委員会では、学力向上に

関すること。それからふるさと教育の推進、それから道徳教育の充実、そしてまた新学習指導要

領に関連しますけども、英語教育の充実という項目について、重点項目ということで、これらに

つきまして、３年次計画を立てまして、取り組みを進めているところであります。この中で、学

力と道徳教育につきましては、本年度が３年次目ということになりまして、本年度中にまた成果

ですとか課題を検証いたしまして、次のまた計画につなげていきたいということで、そういうこ

とで継続的に重点項目は取り組んでまいりますし、新学習指導要領にかかわる意味においても、

先ほど申し上げました道徳教育、英語教育の推進についても、年次計画を立てて、実施している

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) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) それで、ちょっと具体的に一つだけお聞きしたいのですが、この指導要領

の中に教育内容の主な改善事項ってありますが、その主な改善事項として、この外国語教育の充

実というのも強くうたわれているんですよね。外国語教育の充実、これが改訂のポイントとなっ

てるんですが、特に英語力の強化について、当町の取り組みについてをお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 取り組みと言いますか、これから始まるということは、英語教育の先ほ

ど言いました３年次計画にも関係はしますけれども、議員おっしゃられるとおり、平成 29年３月

に告示された新学習指導要領において、特に注目を浴びているのが、この小学校３、４年生の外

国語活動。それと、小学校５、６年生の教科としての外国語。すなわち英語の実施ということに

なります。それで、平成 30 年度から移行措置が始まり、平成 32 年度には全面実施となります。

それで、北海道教育委員会では、道内すべての小学校において、平成 30年度から先行実施するよ

う、市町村教育委員会に求めてきており、日高管内においても、７町すべての小学校が、足並み

をそろえて実施するべく、各町教育委員会が連携し、今準備を進めているところであります。先

行実施するにあたっての課題ということになりますけれども、一つは増加する授業実数をどのよ

うに確保するのか。それから、今現在いるＡＬＴ、外国語指導助手などの人的配置や補助的な教

材教具、それからＩＣＴ機器などをどのように整備するのか。それから、直接指導に当たる教員

の指導力の向上をいかにして図るか。などといった解決すべき課題も相当ありますことから、各

小学校と十分連携を図って、教育委員会としての役割を果たしていきたいということで考えてお

ります。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) えっと、その点についてわかりました。よろしくお願いします。それで、

最後になりますけども、２点目の一貫教育についてでございますが、これにつきましても、いろ

いろ詳しく、その経過を踏まえながらご答弁いただきましたので、再度という質問ということに
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はなりません、考えてませんけども、ただそういったことで、この学校再編整備検討委員会で、

答弁中で、今後の学校のあり方等のほかに、小中一貫教育のあり方について、検討されることに

なっていることと。再編整備検討委員会でそういうことで検討されるということになってますか

ら、その結果を踏まえておきたいと思うんですが、当町として望ましい、そこで望ましい教育の

あり方について、ぜひ当町としてのカラーを出して取り組んでいただきたいと思うわけです。こ

れは答弁いりません。そういったことで私のほうの２点目の一貫教育について、ご質問しまして、

これで私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○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 ３時１２分 

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

          再開 午後 ３時２８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。 

 ７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君) 壇上より一般質問をいたします。新ひだか町が誕生して、来年の３月、満

12年を迎えます。私も議員３期を過ぎ、任期も残すところ６カ月以上となります。この間、この

町にもいろいろな取り組みが行われてきたことはご存じだというふうに思います。しかし、いろ

んな取り組みの中で着実な歩みが、この 12 年間の中で私の実感としては、感じられないこの 12

年間だったというふうに私は思ってます。これは、私の議員活動を通じての私の反省でもありま

す。地方自治体の財政的な危機から合併を推進することで立て直しをはかり、財政健全化を目的

として合併をしたわけでございますけれども、現状では、その効果が必ずしも発揮できていると

いうふうな実感として思えがありません。しかし、当時、合併をした当時は、合併したことによ

って我が町の財政的にも、健全化に向けた取り組みが行われ、その中で着実に進んできたという

町側の説明の中で、いろんな政策が行われてきたと。その努力は、認めつつも、しかし現実的に

は地方財政そのものが、ここ数年間、非常に逼迫をしてきている。しかも、就労人口が減ってい

る。さらには、町全体の人口減少という現象の中で、これからどうやって立て直そうかというこ

とについては、町はもちろんのこと、私ども議教員にも十分な責任があるというふうに私は感じ

ています。一次産業は、和牛、花卉、ハウス栽培など、部分的には伸びている。そういう実感は

あるとしても、依然として、一次産業を担う担い手が不足をしているという現実に直面したとき

に、これから今後ますます我が町の発展のために何をしていかなければならないのかという実感

に私は捉われています。町長は、町政公約 2014 年、前回の選挙のときに選挙公約として、2014

年、「心を一つに、前を向いて」という選挙公約を掲げながら立候補し、私ども議員も無投票であ

りましたけれども、町長も無投票として当選をしました。前回も、一般質問の中で私は質問しま

したけれども、公約は１期４年をかけて、私は実現するものだというふうに思っています。そし

て、町長は、この選挙公約の中で大きな柱として、３点を掲げて、町民の皆さんにお示しをして

います。その中では、安心安全なまちづくり、医療と介護の充実、防災、減災の対策を考えてい

ますし、また、希望の持てるまちづくりの中では、産業振興と交流人口の拡大、３点目として、

心豊かに暮らせるまちづくりの中では、人づくり、文化、スポーツ活動の推進という３本の柱を
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立てて、その柱の要点を、この解説の中で、詳しく述べられていますが、この公約そのものにつ

いては、すべての項目について、町長の公約どおり、手はつけられてるというふうに、私は感じ

ていますが、しかし、その達成感の中の何点かについて、お伺いしたいというふうに思います。

１点目は、農畜産業、林業、水産業の振興とそれによる雇用の確保。２点目として、雇用を支え

る商工観光産業振興を目指した観光交流人口の拡大。３点目として、閉校跡地への利活用の施設

の再検討等を推進、も含む推進というふうに具体的な公約の中で示されています。前段述べまし

たとおり、この部分については、町長の公約として手がけられてるとは思いますけれども、今後

まだ任期中、６カ月以上残っているわけですので、この６か月の間に、この公約に最善を尽くす

ことは当然だというふうに思いますけれども、しかしこれらの課題解決のために残された任期、

６か月ちょっとありますけれども、この最善を尽くすことは、当然だと思いますが、町長は時期

についても継続して行政執行の長として、その任に当たる想いがあるのかどうかを４点目として、

お伺いし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。 

○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) 進藤議員のご質問にお答えをいたします。次期に対する問いかけをいただき

ました。町長という仕事に限らず、団体であれ企業であれ、それらの長となったものは眼前にあ

る懸案や問題に対し、みずからの任期中になし遂げたい、あるいは収拾整理をしたいなど、さま

ざまな思いを持つものだと思います。一任期で満足するような成果を得られなかった場合は、次

の任期もその立場にあって、努力したいという思いを持つものだと思います。私も新ひだか町長

としては、約 11年半務めさせていただきました。残る今任期は、約７カ月位であります。今ご指

摘がありましたように、公約の未達成といいますか、手はつけたもののきちんと整理収拾されて

ないとか、対応ができてないとかということも確かにあります。例えば循環器センターですとか、

閉校舎の活用ですとか、ピュア施設の活用ですとか、それから新規就農者のこの政策は唯一と言

って良い、人口減少対策には唯一と言って良い、生産年齢人口を私たちの町に招き入れる施策だ

と思ってますが、これのより良いあり方とか、いろいろ残ってるものが多いと、このように考え

ております。町長という立場は、他の産業経済団体の長とか、企業の経営者とかと違って、その

理事の互選ですとか取締役の互選で決まるものと違いまして、公選法によりまして、町内有権者

の方々の選挙によって選ばれる。その際、公約をするということで、私も選出されてまいりまし

た。ですから、そういった公約がまだ満足のいかないような状況にあるということは、心境とし

ては非常にいつも頭にあるところでございます。また新たにＪＲ日高線ですとか、ＪＲ北海道問

題が２年８か月前の大狩部海岸の被災によって、出てまいりまして、これの対応のために、私も

その日高管内の町長会の中での立場として、種々取り組んでまいりました。この点も、非常に私

としてはあと７カ月くらいの任期で方向づけできるのかと。きちんと整理ができないにしても方

向づけできるのかとかという、いろんな思いが頭をめぐっております。それから健康問題、これ

も、より若かったときのように動けとか、行動すべきだとかと言うような行為にはなかなか、そ

ういった年齢の、年齢を重ねるごとになかなかそういった状況は、例えば 10年前のようなことに

はなりませんけれども、何とかこなしていけるというような思いでおります。そんなことで、発

つ鳥後を濁さずというふうに、きれいに立ち去るときは整備してきていくべきだということわざ
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がありますけども、公約というのは、なかなか 100 パーセントを達成するのは、非常に実現しや

すい公約を掲げてやった場合は別として、全国すべての首長が抱えるジレンマではないかなと思

っております。で、次々と新しい政治課題、町政課題が起きますので、それならばということで、

そういう取り組みを始めるというようなことからしますと、まだ今任期をもって、やめるという

心境にはありません。ただ、事態の進展ですとか、１人、自分の持てる力っていうものを客観的

に見まして、こういうところまでくれば、私もよく、私も政治生活 34年目ですから、よく頑張っ

てきたなというような心境でというようなことも、この後、あり得るかもしれません。ただ申し

上げたとおり、今この時点では、もちろん後の責任もありますし、やめるという心境にはありま

せんことを申し上げておきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

          [農政課長 秋山照幸君登壇] 

○農政課長(秋山照幸君) 進藤議員からのご質問の１点目の農畜産業、林業、水産業の振興と、そ

れによる雇用の確保についてご答弁申し上げます。町政公約 2014 では、町民誰もが希望を持ち

充実した人生を送るためには、町のＧＤＰ、すなわち町の総生産額を上げていくことで、雇用と

収入の確保につながっていくものとの視点に立ち、農畜産業、林業、水産業の振興に向けまして、

これまで関係団体等との連携や協力を図りながら、各種事業に取り組んできたところでございま

す。そこで、町のＧＤＰや総生産額に係る取り組みの成果と申しましょうか、両農協における農

畜産業の販売額の推移を例に申し上げますと、平成 26 年における販売額は、全体で 75 億 1,000

万円でしたが、平成 28 年においては、89億 6,400万円となっており、平成 26 年との比較では、

14 億 5,300 万円増額し、増加率は 19.4 パーセントと大幅に伸びてございます。また、雇用の確

保に関しましては、ミニトマトの新規就農者を例に申し上げますと、平成 26年度以降、今年４月

までに 13組 20人が新たに経営を開始いたしましたが、そこでもともと働いていた作業員とは別

に正社員１人、パート 27人の計 28人が新規で雇用されているということでございまして、これ

まで取り組んできた新規就農対策が農畜産物の販売額の増加だけではなく、新たな雇用を着実に

生んでいるものと認識しているところでございます。林業におきましては、限りある森林資源を

有効に活用するため、計画的な伐採、造林、保育事業を実施し、また分収造林事業も積極的に取

り入れながら、事業量の確保に努め、地元林業事業者の雇用の安定を図ってまいりました。また、

あわせまして、林業者におきましても、天然林及びカラマツ、トドマツ等の人工林の原木供給し、

経営の安定が図られるよう努めてございます。水産業につきましては、関係団体であります日高

漁業協同組合と様々な協議、検討を行い、同組合の意向を踏まえ、地域の実情に合った振興策を

模索するとともにその実施につきましては、各々連携を図りながら進めているところであります。

また、雇用の確保につきましても、これら協議検討の中の大きな課題の一つとなっておりますが、

これまでの協議では、漁業における雇用の確保、いわゆる漁業後継者対策の大きな問題は、やは

り所得の安定、向上が必要不可欠であるとの認識に立っております。これにより、現在、漁業経

営の安定向上を図るための生産基盤整備や経営改善対策を初め、海洋環境の変化による水産資源

の減少や魚種の変化に対応するべく、漁場の保全や漁礁の設置といった漁場造成、各種種苗の放

流といった栽培漁業の推進などの漁業資源の維持・増大対策。さらには、水産物のブランド化に

よる付加価値向上対策といった各種事業を推進することで、漁業所得の安定向上を初め、雇用の

確保対策を図っている状況でございます。 



 

 - 52 - 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

          [商工労働観光課長 山口一二君登壇] 

○商工労働観光課長(山口一二君) 進藤議員からご質問の２点目、雇用を支える商工観光産業振興

を目指した観光交流人口の拡大におけるその達成度と成果についてご答弁申し上げます。観光交

流人口の拡大に向けては、これまで継続した取り組みや新たな取り組みを進めてきたところでご

ざいます。継続している取り組みとして、23年３月に選定の観光キャッチフレーズを活用した各

種ＰＲ事業を展開するとともに、道内外での開催のイベントにも積極的に参加し、当町の名称と

魅力の周知に努めたほか、関係機関との協力により実施しているドリカム推進事業も、26年度２

事業、27 年度３事業、28 年度１事業、今年度も２事業を採択し、地域ブランドづくりへの支援

として一定の成果を上げているものと認識しております。また、新たな取り組みとして推進して

まいりました交流人口の増大に向けた外国人観光客の誘致も、その成果が徐々に出てきていると

ころであり、タイから当町を訪れるツアー客数は、26 年度、12 本 382 名、27 年度、20 本 383

名、昨年度は、32本 766名と増加の傾向にあり、地域へのさまざまな経済波及の効果を広げてい

ることから他の事業展開と連動させた取り組みを今後も進めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 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) 進藤議員ご質問の町長公約の達成度とその成果についての３番目、

閉校跡地の利活用施策の再検討を含む推進についてお答えいたします。具体的な学校名は省略さ

せていただきますが、現在、閉校した学校が静内地区で３校、三石地区で５校ございます。民間

活力の導入を目的と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整った後、

逐次募集を行い、現在は８校のうち７校について募集を行っているところでございます。なお、

旧静内第二中は平成 29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こととしたことから、工事車両等の通行もあり、使用が終わるまで除外

しております。達成度と成果について、これまでの取り組みでございますが、廃校を民間の方の

ノウハウを生かした利活用していただくことで、新たな起業の促進や雇用の創出など、地域の活

性化に資することを目的として、町広報や町ホームページ等により公募を実施し、さらには、理

事者が上京する場合などに機会をとらえながら、企業の方と面談をする場を設けるなど、廃校利

用を視野に入れた企業の誘致に努めてきたところでありますが、残念ながら、これまでに決定し

たケースはない状況であり、企業立地促進条例による支援措置等を図るなど、努力はしてまいり

ましたが、利活用の実現は果たせなかったと言えます。再検討を含む推進につきましては、現在、

企業立地促進条例などで手厚い支援措置が講じられていると考えておりますが、更なる支援策と

して、事業内容によっては、減額や無償による譲渡の手法も検討すべきではないかという意見も

あり、現在、当課内でこれらの内容を検討してございます。これらの方針について、町としての

考え方がまとまった時点で、議会常任委員会にも説明してまいりたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 
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○７番(進藤 猛君) 壇上からの質問にお答えをいただきましたので再質問をいきたいというふ

うに思いますが、１点目から４点目まで、すべて関連がありますので、個々に分けることなく一

括質問、再質問したいと思うんですが、お許し願いますでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 論点を整理して、どうぞ行ってください。 

○７番(進藤 猛君) それでは、議長のお許しを得ましたので、項目的には４点ありますけれども、

すべて４点、町長の公約とかかわりがあるというふうに私は考えましたので、この点について一

括まとめて、再質問をしたいというふうに思います。よろしくひとつお願いしたいと思います。 

 壇上でも質問をいたしましたけれども、私も前回、選挙に出るときに、町民の皆さんに１日で

したけれども回って、私の考えるところを訴えてきました。しかし５時には無投票ということで

終わったわけですけれども、その中で一期４年間の私の活動として、これだけを町と一緒になっ

て考えたいという政策の中身について訴えてまいりました。先ほど、壇上でも言いましたけれど

も、町長も選挙公約として、公約を掲げて町民の皆さんに約束をし、一期４年間の中で実現でき

るかどうか別にして、一期４年間の中でこれをしたいと、この事業を実行したいという思いを込

めて、私は公約を実現のための努力をしたというふうに、私は思っているんです。そういう意味

では少なくとも公約というのは、一期４年間の間でできること、したいこと、これをまとめて公

約にしたというふうに、私は考えてるんですが、町長、考えどうですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今、おっしゃられたような考えが、普通と言いますか、もっともなことだと

思っております。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) そういう意味では、町長の公約で掲げた大きな柱の３点、まず一つは雇用の

拡大。このことが、やっぱり我が町の推進する事業として、重要な柱というふうに町長は取られ

たんだろうというふうに思うんです。これは午前中、池田議員の質問の中でも、担い手あるいは

雇用のという部分の中で、壇上でも私述べましたけれども、和牛、ミニトマト、花卉、これらの

一次産業にかかわる作業は、私は確実にその成果を上げてきてるというふうに、私は考えていま

す。しかし、現実的に考えてみますと、成果を挙げていますけれども、担い手がどうしてもやっ

ぱりそこには不足をしている。例えばミニトマトにしても、これは通年雇用でなくて、季節雇用

なんですね。パートの部分しかないんですよ。で、町長の目指す雇用の拡大というのは、私はパ

ートではなくて、通年雇用の雇用の拡大だっていうふうに、私は考えると、その辺が、私はやは

り不足をしてる部分があるんではないかと。雇用の拡大というのは、パートの拡大ももちろんで

すけれども、私はやっぱり通年雇用の、いわゆる若い人たちが働ける場所、このことの増大こそ

が、拡大こそが、私は、この町の発展のために寄与する一つの部分だというふうに思うんですね。

この間、私は、何回かにか渡って、閉校した跡地、この部分の活用について、いろいろと提示を

して、実現してもらいたいという思いを込めて述べました。そういう中で、私は本当に、我が町

人口減少の中で、パートの仕事はもちろんのこと、正規の職員が、拡大をすることが、この町の

産業を生かすことであり、人口増やすことだというふうにそう考えて、そういう面では、私の各

定例会ごとの一般質問についても、私自身も具体的な案、示さなかったということは、私自身も

反省をしてるところでありますけれども、しかし通常、私はこれらの部分を含めて、町長の考え

ている雇用の拡大というのは、正規の職員をきちっと雇える、そういう産業の拡大を目指したも
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のだというふうに私は考えているんですけども、その辺町長どうお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは、進藤議員おっしゃられるような考え方がもっともな考え方だと思い

ます。すなわち新規高卒者、道立高校が２校あって、その就職者がほとんど道央方面に出ていく

という実態、これを少しでも食いとめるというあり方、それにはいわゆる正規雇用の場をつくら

なきゃいけないということであると思います。それで廃校舎の活用、利活用ですね。利活用です

とか、あるいは我が町の１次産品を活用した雇用の場というようなことで、いろいろ、ときには

内部の協議の中でも話を出したりして、論議をしているのですが、それが果たされていないとい

うことであります。そういうことなものですから、この点では非常に、それこど忸怩たる思いと

いう心境にあります。また、福祉関係の雇用が、事業者さん方の努力によって、非常にそういう

求人が多いんですけれども、先ほど論議のありましたとおり、その待遇面の問題ですとか、いろ

いろありまして、なかなか思うとおりにいってないと。でも、相当数の雇用は福祉関係の皆さん

方のおかげで支えられてきているというふうに言えると思います。あとは新規就農ですけど、こ

れも生産年齢人口です。すなわち働いて税を納めてくれる方という方ですので、こういう１次産

品を生産する雇用の場、そこにはパート労働者の方々もいて、生産物が生産されていくわけでご

ざいますけども、それら生産されたものを二次加工するという場が、どうしても日高管内、全体

的に弱いということがありますので、私も答弁でいろいろなことを申してまいりましたけども、

なかなかそれが実行に移せてないということであります。そのようなことで、やはりその点を指

摘されますと、ここは足らざるところだなとこのように思ってるとこでございます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 人の町のことはあまり言いたくないんですが、私は、我が町として、我が町

の産業を担っているそれぞれ企業団体がありますよね。で、町は、その企業、各種いろんな企業

があるわけですけども、その企業の方々とコンセンサスを得る、そういう努力をしているのかど

うかということが、私は第一に考えているんですよ。というのは、過日新聞報道でも、隣町の新

冠では、ドローン養成学校というんですか。これを企業と町と、町がどの辺かかってるかわかり

ませんけども、企業がその学校を誘致するための運道を行って、新冠にドローン技術専門学校と

いうのかな、技術専門技術的な部分を起こしたという新聞記事が載っていました。となり町は、

そういう企業と行政とが連携をしながら、いろんな意味での作業を結ぶ、そういう努力が、本当

に我が町として、行なっているのかどうかっていう当たりが、私は、それを新聞を見て、えっ、

こんな、いわゆるものがあるのかと、ぜひそういうものがあれば、我が町にも連携をして図れな

いものかなと。という意味で、私はこれまでも何回か、例えば跡地を利用した養護の、介護の、

養護あるいは介護の専門学校を誘致したらどうかと。あるいは、閉校した学校を利用して、漁業

栽培の栽培育成にするための研究、そういうものはないのかと、模索したどうかということでの

案を提示してまいりましたが、その度に町は研究しますと、今後検討しますという回答がこれま

でずっと出されてきました。私は、この町の一次産業を延ばすには、ある意味ではそういう作業

の部分を育成して伸ばしていく。そのことは、町だけでなくて、各団体とそういう話を随時して

いくこと。そして、何が有効なのかっていうことを考える。そういう部分が必要だっていうふう

に、私は思うんです。いや、それは確かに町もやってるかもしれませんけど、私の目には、どう

もやってるというふうに私は見えないんですけども、その辺、努力はしてると思うんですが、町
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長の考え方、私はやってないとは言いませんけども、やっていると思いますけれども、もう少し

真剣に考えていただけるものかなというふうに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) 企業立地促進条例の答弁が先ほどありましたけど、結局、その新規に業を起

こすというより、後始末的なことが大きく、眼前にあったということで、今、エクリプスホテル

という名前で、あのホテルが運営されてますけども、これがウエリントンホテルという経営体が

破綻をして、その後どうしたら良かろうかというときに、企業立地促進条例というものを皆さん

のご理解を得て、条例化して、そして、それによる支援を講じたということで、一たん失われた

雇用が、また復帰したというふうに言えると思います。同じく 100パーセントじゃないんですが、

ピュアの食品スーパーにつきましても、これも企業立地促進条例の応援支援を受けまして、個々

に雇用が出てきたというようなことで、要するに新しく、今のお話のドローンの、ドローンスク

ールですか。そういったものじゃないんですが、そういったことがあったので対応してまいって、

同じような雇用が支えられてきたというふうに、大ざっぱですけど、そういうふうに、新たな就

職する方々が多数増えたというような、特に新卒の、そういうことにはないんですけども、そう

いうふうにあったと、状況であったと言えます。それから、町の融資との話なんですが、やはり

この今、進めております馬力本願プロジェクトにおいて、ＤＭＯ、要するにまちおこし会社とい

うべき物を立ち上げようという中で、そういった業界の融資も入った会話ということがなされる

ことを期待しているということでございます。それで、企業家精神に富んだ人というか、ドロー

ンスクールの場合はそういう、以前もそういうことを手がけた人ですので、そういった方が新し

いドローンのいろんな活用の分野に注目して、ああいうふうなことを行われたと。また、それに

伴う資本力もある方であると、私もよく知っている方でございますので、そういうことだったの

だなというふうに思っております。しかしながら、何とか発奮して、地元のそういう今現在、事

業を行なっている方、あるいは今後、その馬力本願プロジェクトの進める中で、そういったもの

を大きな希望を持ってやろうという方、そういった方々を応援していくというようなあり方が必

要なことだとは思っているところでございます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 

○７番(進藤 猛君) 私がさっきから何回も言っているように、我が町で努力をしていないとは言

ってないです。努力はしてるというふうに思うんですよ。ただ、町民の目にはその現実が目に見

えてない。努力はしてるけど実施に、実行に移されていない。そのことがやっぱり歯がゆく感じ

てるんだろうというふうに、私は思うんですよね。特に、これは前から私は言っていますけれど

も、合併前は、個々の自治体が非常に厳しい状況にあって、合併すれば有利な資金が投入できて、

そのことで自治体が健全になるんだというキャッチフレーズのもとに、旧三石と旧静内は合併し

て新町が誕生したわけですよ。この間、私も議員になってから 12年、間もなくなろうとしてるん

ですけども、一時的には、財政的には、非常に健全になったような感覚を受けたというのも事実

でございますけれども、しかし、この間、いろんな財政状況を見ますと、今後、交付税は減る、

人口も減る。そして、予算的には非常に厳しくなるという、前提のもとで、この間、過去、これ

からの部分の財政計画等も見ました。今後、資金繰りが収入に合わない財政が出てくるんだとい

う状況も聞きました。そういう中で私は少なくとも、今、このことでもって、いろんな部分はあ

ったとしても、財政健全化を立てるためには、やっぱり１次産業を、そのものを押し進めていく、
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そのことが必要だというふうに思ってますし、これも過ぎたことですからあまり言いたくありま

せんけれども、来年度の財政の中で、今まであったリフォーム補助金を削って、別な意味での分

をつくるとか、私は小さなことでもそういうことを継続していける、そういうまちづくりであっ

てほしいなっていうふうに思っているんです。業者の中には、当然来年度もリフォーム、これは

また補助金出るんだろうな。しかも、建設業界の中では、一応聞いた話しでは、リフォームを継

続をしてほしいという要請もあったような話しは聞いてますけども、それはもう決まったことで

すから、あとは言いませんけれども、しかしそういう意味での、私は小さな努力をやっぱり積み

重ねていく、それは町だけでなくて、私ども議員を含めた、お互いの中で考えていく部分が必要

だろうというふうに私は思うんです。で、これから、今後の新ひだか町財政計画じゃなくて、建

設計画でなくて、計画が出てくる中で、そういう意味での部分を含めて検討していくんだろうと

思いますけれども、しかし私は何といっても、その基盤はやっぱりこの町をどうしていくのか、

一次産業をどうしていくのかっていうことが基盤にならなければならないというふうに思うんで

すね。壇上でも申し上げましたけれども、確かに、和牛、ミニトマト、あるいは花卉、それは伸

びている。これも聞いたら、ミニトマトについてはまだまだ需要がたくさんあるんだという話は

聞いています。そういう意味では、１次産業、特に農村物については、いろんなものでますけど

も、しかし一方で、水産業に至っては、私は昆布を初めとして、これは担い手がますます減って

いく、そういう中でそれこそ、雇用の拡大をどうするのかという問題が水産業については、私は

危機感を持っているんですけども、その辺の危機感は町長、どうですか。水産業については。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 第一次産業の後継者というのは、もう長き、後が続かないという、長きに渡

る課題がございます。それで、私たちの町もいろいろ、特に農業が今まで多かったんですけれど

も、農業後継者の問題等も取り組んできておりまして、今後、グローバル経済のいわば、ちょっ

と、私は経済学者でも何でもないんですけど、グローバル経済のひずみで要するに海外から安い

農水産物が入ってくる、もちろんこちらも我が国として出しているわけですけども、そういった

非常に競争が激しい中での農業経営、あるいは漁業経営、林業経営というものを、意欲的に取り

組む若者というのが、その労働の、結局、何て言いますか、大変さ、これらもありまして、それ

でも都会の若者達が新規就農で入ってきて、北海道に住まったり、私たちの町に住まったり、あ

るいは女性も道東方面の酪農家のところに研修したりして、いろんな私たちと同じような政策を

やって、増やしていこうとしております。ですから、これは国家的な問題、すなわち総理大臣、

官房長官、財務大臣、それから地方の自治体を統括して、いろいろ扱う総務省あたりの、そのほ

かにも広がっていますけど、この辺の問題だと思うんですよね。ですから先ほども答弁で申し上

げたとおり、本当に地方に人影が見えるということにするのであれば、かなりめり張りのきいた

政策をやってほしいと、そういうことで、どうしてもちょっと言葉が過ぎるかもしれませんけれ

ども、見てくれの良い、格好の良い、あまり手を汚さなくても、汗をかかなくても済むというよ

うな思考が、若者の中にもあると。しかし、一方でそういう田舎に入って頑張ろうという若者も

いるということで、その後者のほうをなるべく増やすような、そういうことで私たちも受け入れ

るべき政策というものを整えていくということが大事なんではないかなと、このように思ってる

ところでございます。 

○議長(細川勝弥君) ７番、進藤君。 
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○７番(進藤 猛君) 最後になりますけれども、一番最後に聞いた町長の今後の課題についてとい

う部分の中で、失礼な話、時期的には私の質問ちょっと速かったかなという気もしないわけでは

ないですけれども、しかし、町の考え方として、いろんな課題を残したまま後輩に譲るというこ

とはならないという、私は町長の決意だったというふうに思うんですけども、そういう意味では、

やはりあとまだ任期中７カ月あるわけですから、最大の努力をしてもらう。その中で理解をして

いただく、そういうことを期待をするものですけども、しかし、そうは言っても、公約のすべて

が任期中にできるわけではないという町長のお言葉もありますし、今日は町長の決意だけを聞い

て、聞きましたので、そういう意味で、この部分については、町長の考えを聞いて、私の質問に

ついてはこれにて終わらせていただきたいとます。ありがとうございました、どうも。 

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

◎延会の議決 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本日はこれにて延会したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 本日はこれにて延会することに決定いたしました。 

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

◎延会の宣告 

○議長(細川勝弥君) 本日はこれにて延会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

                                  (午後 ４時２４分) 


