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

   ◎開議の宣告 

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

いますので、これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

                                  (午前 ９時３０分) 

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長(細川勝弥君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は会議規則第 127 条の規定により、19 番、谷君、20 番、川合君を指名

いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長(細川勝弥君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

３番、渡辺君。 

          [３番 渡辺保夫君登壇] 

○３番(渡辺保夫君) おはようございます。私は、通告いたしました３件７項目について質問させ

ていただきます。まず最初に、屋外広告物の状況についてですが、最近、道内各地で強風や地震、

老朽化などで看板などが倒壊や落下、こういった事故が相次いでおります。看板等が倒壊して人

身事故の恐れのあった事故や、実際に人身事故のあった例もございますけれども、こういう状況

について我が町ではどういうふうになっているのかということで、現状をお知らせ願いたく、３

項目について質問いたします。まず、町内の現状はどのようになっているのでしょうか。許可地

域ごとの現存する数等をお知らせ願います。次に、町内の危険看板についてはどの程度あるのか。

またこれらについて町としても把握できているのか。この点についてお願いいたします。次に、

町の、町有といいますか公共施設等の看板についてはどのようになっているのか。現状は全て良

好だとは思いますけれども、町の管理する看板の状況についてもお知らせ願いたいと思います。 

次に、新規就農者の支援についてですが、この件については、平成 28年９月定例会で質問して

おります。その際に、この事業については、今後少し時間をかけて内容を精査したいという旨の

答弁がありましたが、その後どのように検討され、今後どのように継続して行くのか確認を含め

て質問をさせていただきたいと思います。 

次に、最後になりますけども、道営広域営農団地整備事業についてですが、この件については

同僚議員が何回も質問されております。その際にいろいろ答弁聞いてるんですけども、なかなか

ぴたっと当初計画を思い浮かべても最終形がどういうふうになるのかということが、ちょっと今

いちはっきりしません。いずれにしてもこの事業は今までに、概ね 100 億円も既に投入されて、

一応中断したような格好になっていますが、いずれにしても最終形がどういうふうになるのかと

いうことをお知らせ願いたいと思います。それで一つには事業の進捗状況。完了区間の延長ある

いは未整備区間があとどれだけあるのかということ。それから当初予定していた神森から東別間

までで、計画の中でもう既にやらないという廃止を決定した区間はどことどこになるのか。最終

的に最初にも申し上げましたけども、今後この事業はどうなるのか。この３点についてお聞きい
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たします。 

以上、壇上からの質問といたします。 

○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) おはようございます。渡辺議員からのご質問の１項目め、屋外広告物の

状況についてご答弁申し上げます。最初に１点目、町内の現状はについてですが、屋外広告物に

ついては良好な景観を形成し、若しくは風紀を維持することを目的とした屋外広告法に基づき、

北海道が定めた北海道屋外広告部物条例により設置基準などが定められております。設置に対す

る許可権限は北海道となっており、平成 29年４月１日現在の日高振興局での取りまとめによる町

内での設置件数を許可区域ごとに説明させていただきます。許可地域につきましては、都市計画

法に基づく地区区分などにより第１種地域から第６地域の６種の区分に分かれています。第１地

域は、用途地域で申しますと近隣商業地域、準工業地域、工業地域の区分となりますが許可件数

363 件となっており、以下、第２種地域では、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域の

住居系の地域で 82件。第３種地域は、第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居地域、第２種

中高層住居地域で 14 件。第４種地域は、用途地域を除く都市計画区域と国道、道道、鉄道から

100 メートルを超えて展望できる地域で７件。第５種地域は、保護区や国立公園、国定公園とい

う事で該当地域はありませんので０件。第６種地域は、国道、道道、鉄道から 100 メートル以内

の展望できる地域で 51 件。新ひだか町全体では、設置許可件数 517 件となっております。設置

許可されている件数は以上のとおりでありますが、その他に広告物の面積が基準以下など、許可

申請が必要ない簡易な屋外広告物が事務所や営業所などに設置されている状況であります。 

次に、２点目の町内の危険な看板について把握できているかについてですが、屋外広告物の管

理責任は広告主となっており、許可申請対象の広告物を設置する場合を含め日常的な安全確認や

定期的に適切な点検を行うこととされ、固定広告物の場合、３年の許可期限の更新時に点検結果

報告書を提出することとなっております。また最近、屋外広告物が強風などの影響で落下する事

故が起きていることもありますが、官民連携屋外広告物安全対策パトロール実施要領に基づいて

年に２回、北海道職員のほか屋外広告業団体連合会会員、地元広告業者により安全対策パトロー

ルが実施されております。今年度行いました直近のパトロールの結果、危険広告物として指摘さ

れた件数は 20件で、主に建物に固定された飲食店のネオンサインや看板となっております。原因

としては店舗閉店や休業による看板施設の劣化や老朽化と判断され、点検結果を踏まえ、北海道

の指導により８月 21日現在で対応済み９件、今後対応予定５件となっております。また、対応が

未定の６件については、広告主の死亡等により親族に文書を送付するなど対応依頼を進めている

ところであります。 

続きまして、３点目、町公共施設の看板についてはどのように確認しているかについてですが、

町の公共施設等の広報啓発や案内看板等の設置件数を各施設管理者に、確認、集計の結果 695件

の屋外広告物が設置されております。なお、公共の用に供する広告物は屋外広告物条例の許可申

請対象外となりますので、先にお答えした 517 件には含まれておりません。町有施設の屋外広告

物の安全点検方法ですが、各施設の職員による巡回や目視による定期点検を実施し一部の屋外広

告物については、専門業者による定期点検を実施しているところであります。点検により危険と

判断された場合は各施設管理者が随時、公衆に対する被害の防止のため修繕や撤去により良好な
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景観及び安全の確保に努めておりますのでご理解願います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

          [農政課長 秋山照幸君登壇] 

○農政課長(秋山照幸君) 渡辺議員からのご質問の２点目、 新規就農者の支援について。そして

３点目、道営広域営農団地整備事業についてご答弁申し上げます。まず１つ目の新規就農者の支

援についてでございますが、本町における担い手対策につきましては、本年３月での議会などに

おきましても一部ご答弁させていただいてございますが、厳しい財政状況の下、この対策をいか

にして将来にわたっても持続可能な取り組みとして行くかという課題に直面してございまして、

今後におきましても限られた財源の中で安定的な研修生の確保、そして育成に結び付け町内で新

規就農するだけではなく、しっかりと定着させ町の次代を担う担い手にして行けるか。こういう

ことが大変重要な事であるという事を、改めまして担い手育成協議会ですとか農協など関係団体

との共通認識として確認をしてきたところでございます。この対策は第１次産業を基幹産業とし

ている我が町にとりまして最も重要な取り組みの一つであるもの認識してございまして、新たな

担い手対策を開始しましてから今日までの５年間という実績がございますが、町全体の財政状況

そして今後の見通しなどを踏まえますと、やはり財源を確保した中で国や道などの関連支援策を

十分に活用して行くことに行き着くということになるわけでございまして、これまで担い手協議

会などとも検討した中における考え方として申し上げますと、ミニトマトに関しましては、国の

給付金を１年目から受け取ること。また不足分に充当する町の助成金の財源といたしましては、

ハウス団地の収益を充て、残りの財源をＰＲ経費等の諸経費に充当し、自立した中での運営を目

指して行ってはどうかということで現在に至っています。このような考えから来年度以降につき

ましては、新たにミニトマトで受入れする研修生の人数につきましては、年間３人程度を想定し

てございまして、年齢につきましては国の給付金の交付対象となりえる年齢、つまり就農時 45

歳未満であることを条件としているところでございます。また、ハウス団地のフル活用の観点か

ら、これまで研修２年目での利用ということにしてきたものを、その時の状況にもよりますが、

研修１年目から利用させることも想定しているところでございます。このほか、本年度における

当面の対応策として申し上げますと、担い手協議会の独自事業の一つでもあります札幌圏で開催

する就農相談会につきましては、広告掲載期間を短縮したり、あるいはその相談会に臨む担当者

は日帰りで対応することとするほか、新規就農対策を初め募集広告などを掲載している町農業振

興対策協議会のホームページの内容の充実、対策ＰＲに関するコンテンツの無料活用を調査研究

することなどにより、極力経費を削減しつつも効果的なＰＲに努めているところでございます。

次にがんばる農業サポート事業における研修生や新規就農者などからの相談業務などにつきまし

てですが、今年度からはサポートチームによる専属担当者の配置などによりまして、就農後にお

ける指導・相談体制を強化したこともあり、新たに相談員を設置することなく現時点では十分対

応可能であると認識しているところでございます。以上、新規就農対策に係る見直し内容につい

てご答弁申し上げましたが、今後におきましても町議会の皆様のご理解の下、関係機関団体等と

密接なる連携協力を図りながら、議員のおっしゃるとおり永続的な取り組みとしてまいりたいと

考えておりますので、引き続きご理解とご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

次に、道営広域営農団地整備事業につきまして、ご答弁申し上げます。本件につきましては、
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昨年６月の町議会定例会におきまして下川議員からのご質問に一部ご答弁させていただいている

ところでございまして、重複した部分もあるかと存じますが、予めご了解のほどよろしくお願い

申し上げます。日高中部地区広域農道整備事業につきましては、道営土地改良事業として平成４

年度の事業開始以降、今日まで 25年の歳月が過ぎ、これまで事業区間の短縮など２度の事業計画

の変更が行われ今日に至っております。そこで、１点目の事業の進捗状況についてでございます

が、当町地域における現在の事業計画といたしましては、道道平取静内線から静内真歌町道区間

及び静内川合地区から静内東別地区までの区間で総延長 7,134 メートルとなってございます。こ

のうち完了区間は、道道平取静内線から１号橋真歌側までの延長 918メートルが平成 15年度に、

川合東別区間の延長 4,216メートルが平成 19年度にそれぞれ完成してございまして、これら完成

区間の合計延長は 5,134 メートルとなってございます。また未整備区間につきましては、１号橋

静内真歌側から静内真歌町道までの区間の延長 2,000メートルとなってございます。 

次に、２点目の当初予定していた神森から東別区間で事業廃止になった区間についてでござい

ますが、新冠町と当町との境界付近の静内神森地区から静内目名地区までの区間の延長 2,287 メ

ートルと静内真歌地区町道から静内川合地区までの区間の延長 7,445 メートルの合計 9,732 メー

トルが平成 20度に事業廃止となってございます。事業廃止の主な理由としましては、全国的な課

題とされてきた事業期間の長期化や事業計画のいっそうの適正化などによる事業効果の早期発現

の取り組み強化など、国の施策見直しを踏まえ事業主体である北海道におかれまして広域農道整

備事業についての抜本的な見直しが行われたところでございまして、当時の町における財政状況

などもあった中で代替路線の一部活用や整備区間の優先度などを内容とした計画変更が行われた

ところでございます。事業主体の北海道におきましては、これまで町と連携を図りながら関係者

との用地交渉を進めるなど、事業が進められてきたところでございますが、それらの状況や今後

の見通し、また地元負担などを踏まえ線形や工法等々事業継続に向けた検討を種々行っている状

況でございます。これら様々な検討結果につきましては、今後北海道から町に示されてくるもの

と認識してございますが、町といたしましては、その内容について十分確認させていただき、町

の財政状況などを踏まえながら取り組んで行きたいと考えてございます。この広域農道につきま

しては、地域の産業振興や生活路線のみならず、災害時の緊急用道路としての役割を備えている

大変重要な道路であると認識しているところでございまして、ご理解のほどよろしくお願い申し

上げます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) 壇上からの答弁で大体分かったんですけども、その中で若干再質問をさせて

もらいます。まず屋外広告物については、道、許認可等についても道の権限であると。どれでパ

トロールだとかそういったものが、振興局っていいますか道を主体にやっていると。これは権限

の問題ですから分かるんですけどもね、現実としては町内にある看板が落下等そういったものが

あれば、町民が被害を受けるっていうか、事故に遭うということになります。そこで直接権限は

ないにしても町民の安全を守るという意味では、町もある程度の注意を払って、時期を設けるの

がいいのか、随時出た時に見るのがいいかは別として、町としてのパトロールもある程度やって、

そして速やかに振興局なり道と連絡を取って対策を取れるような状況が必要ではないかと思うん

ですよね。その点、町として単独というかそういったその安全を確認する作業っていうのは、特
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別行っているのでしょうか。確かに今年２回ほどパトロールしているのも見ましたし、撤去され

た看板もあります。だけど、まだ見ると、めったに見ることないんですけど、たまに見ると支柱

についてる看板、上の方外れてて、あれでよく風吹いて落ちないなっていうような看板だとかね、

まだけっこうそういうのが見受けられるんですよね。ですから、１年に何回あるのか、２年に１

回あるのか道のパトロールとは別に町としても注意を払うべきではないかと思うですけど、その

辺の体制はどうなっているのかちょっとお聞きいたします。 

○議長(細川勝弥君) 木村建設課参事。 

○建設課参事(木村辰也君) 各地での看板落下など報道を重く受け止めております。町では、屋外

広告物の安全パトロール結果を踏まえまして、職員により現地の確認を行うとともに見回りを行

っております。北海道と情報を共有しながら事故防止に努めているところでございます。現地確

認では早急な措置が必要ではないか、危険物が落下して道路または歩道の歩行者に危害が及ばな

いか、車道の通行規制が必要でないか現地を確認しているところでございます。また、安全パト

ロールで危険と判断された看板の広告主の確認作業を行い、北海道が早急に危険看板防止の指導

事務が行われるよう連携をしているところでございます。 

○議長(細川勝弥君) ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) 危険な個所を、町なり、町民から言われた場合は速やかに道の方と連携取っ

て措置を取るような体制を取っておいてほしいと思います。それから、ちょっとびっくりしたん

ですけども、町の所有するっていうか公共施設の看板については 700枚もあるっていうことなん

ですよね。それで、これはそれぞれの管理者が、それぞれに管理してると。例えば、商工労働観

光課、建設課、教育委員会、福祉課だとかいろいろなとこであるんだと思うんですけどもね、こ

んなにあるとは思わなかったもんですから、特に考えてなかったんですけど、この枚数を聞いて

ですね、やっぱりそれぞれの管理者の主観でなくて、町としての一定の基準を設けておいて、こ

ういうぐらいになったらやっぱり修理なり補修しないとならんというものを定めておいた方がい

いんでないかなと。それでないとそれぞれの管理者の主観で、これは大丈夫だっていう専門的知

識ない管理者もおるはずですからね、そんなことが必要と思うんですけど、これ建設課に聞いて

いいのか分からないんですけども、この辺の考えはどうでしょうか、検討してもらえる余地はな

いでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 木村建設課参事。 

○建設課参事(木村辰也君) 公共施設の看板ですが、各施設の職員による点検が主体となってござ

います。ご指摘のとおり各施設の主観だけにならないよう、北海道が実施しております北海道屋

外広告物管理指針の点検結果表の様式等を参考としながら、今後は安全管理に努めていきたいと

思っております。 

○議長(細川勝弥君) ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) よろしくお願いします、それでは、次の新規就農者の関係について、ざっく

りふんわり回答いただいたんで、ちょっと、ばさっとは分かるんですけど、本当は先般の進藤議

員の質問で町長が答えたような思惑をもっと事前に知っていれば質問の中身変えたんですけども

通告しちゃったんで、その中の範囲でもうちょっと聞きますけれども、まず１点目、ちょっと確

認です。来年度においては、来年度以降についても３名程度の募集を行っていくと、研修生につ

いてはですね。それでＰＲについては、縮小はするけれどもそれなりにやって行くと。私、前に
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も言ったけど、これは町だけでやってる事業ではない。民間も相当協力してもらっている事業な

んでね、本来、民間が主体でやれれば一番いいんだけれども、やっぱり今始めてまだ５年とか、

そんな年数しか経ってない中で協議しながらやっている事業ですから、民間の方にあまり意欲が

無くなるようなね、方針ではなくて、やっぱり永続的に継続していくと。そして我慢してもらう

とこは我慢してもらうという格好が必要でないかと思うんです。それでとりあえず、その唯一数

字が出てた３名と、ＰＲについても今後続けていくということでいいですか。そこだけもう１回

確認、簡単にでいいです。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) この件、今年の当初予算の審議の中でいろいろあったので、ちょっとお話

しさせていただきたいんですが、あの時点でご説明したとおりですが、３月の定例会終了後、担

い手協議会の会長さんと、私、直接お会いさせていただいていろいろ現状と今後どうしていった

らいいのかというところをお話合いをさせていただきました。その経過ちょとお話しさせていた

だきたいんですが、もともと私どもが一番気にしていたのが、あの時もお話ししましたが、いっ

たいいくらあったら、支援が、どれくらいの支援があったら営農の研修をできるんだというとこ

ろから始まります。で、当初この制度が始まったときには、町から 180万の、１名あたりですね。

ですからご夫婦の方が多いのでご夫婦で 360万という形で始まっております。それで、当初は国

の交付金が 150万とかあるんですけども、これを利用しない形で進んできております。そこのと

ころにもちょっと問題点があったんですが、今現状で考えているこれからの支援策としては、基

本的に国の交付金の 150万、そして町は 100万で１人あたり 250万、ご夫婦で 500万となると、

当初の 360万に比較しても増額になるというか、ただ現実としては生活費としては、お１人の方

もおられるので、それくらいいるんでないかということで 500万を目安に、ご夫婦 500万を目安

にしたいというのが一つ。それからいろいろ教えていただいたんですけど、今度その財源をどう

するかという問題になりまして、それで当初は設置にかなりのハウス設置費がかなりかかってい

て維持もかかってたと。それから、収益についてもということで、そこら辺、本当の農家さんの

ノウハウを何とか指導いただけないかということもお話しさせていただいた中で、普通の農家さ

んはハウス 12 棟程度で 1,000 万くらいの売り上げを出すんだということでございました。うち

30棟あるんですが、単純に 2,500万とかそんなことには、研修ですからならんわけで、それで少

なく見積もってもお話とすれば 1,000 万は財源は出るだろうと。で、トラクターだとか何とかっ

ていうのは既に配備してるので、その償還とかは全く無視した中で、1,000 万の財源で、今、あ

のハウス団地が 30棟を６人の方がだいたい利用するとちょうど 30棟くらい使えるということだ

ったもんですから、今の３人というところに繋がるんですけども、それで１人 100 万ということ

になると 600 万の財源で 400 万が残るということで先ほどのご答弁、課長からのご答弁になる、

その 400 万をＰＲ経費、あるいはその他このハウス団地以外の方々にも使っていただけないかと

いうことでの話合いをさせていただいたという経過で、これで一度やってみたいなということで

ございます。そうなれば恒久的に支援を続けながら、ですから、この間の下川議員の質問の中で

もご答弁させていただいているように、後継者不足が非常にもう顕著になってきてて、８割近い

方々の農家さんが後継がないので、これはやっぱりずっと引続いて増やしていかなければならな

いんでないかという認識の下で、このような形で進めさせていただきたいということで、担い手

協議会の会長さんはいろいろ中身を全部農政課の方に行って、収支の状況やなんかも全部見てい
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ただいて、そんなことでそんな話し合いになったということで、ちょっと経過としてご説明させ

ていただきました。 

○議長(細川勝弥君) ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) 今、副町長が言ったように、その協議会の方も詳しい説明を聞いて、あまり

の金の無さにがっくりきたというような、まあこれ以上のことは言われんかなとは言ってってお

りましたけども、それにしても続けていく目途が立った。しかしながら、現実問題としては１年

生と２年生。２年生と４年生が一緒にやるようなことになって、待遇が違うってのはあれですか

ら、応募のときにでも、きちんとそこら辺のことは話しして、納得済みでやらないと同じ作業し

てて、本当は中身もう少し聞きたかったんですけども、今のあれで大体分かりましたから、あま

り差のないように。しかも新しく入る方には、きちんと中身を説明して納得して来てもらうって

いうふうにしていただきたいと思います。これについては終わります。 

最後の営農団地の事業の関係なんですけども、簡単に言うとまずちょっと先に確認ですけども

ね、廃止区間は別にすると、総延長は約７キロで、完了区間は約５キロ、未整備区間は２キロと

いうことでいいんですか。ここちょっと確認させてください。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 今、議員おっしゃたとおり完成している区間については約５キロ、全体

が７キロあって、完成が５キロ。残りが２キロということでございます。 

○議長(細川勝弥君) ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) それで、その未整備の２キロっていうのは、たぶん廃止区間を除くと、今、

あの橋から真歌の町道までの間しか残ってないような気するんですけど、それが２キロあるって

いうことですか。ちょっと、協議していろんな中身で、これから変更あるんなら言わなくていい

んですけども、一応、町道から川の方に向かって事業もう入ってましたよね。２キロも残ってる

とは思えないんですけども、あれ２キロあるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 橋谷農政課主幹。 

○農政課長主幹（橋谷俊裕君) ２キロの区間の中で、真歌の町道から静内側に向かいまして 300

メートルくらい、砂利の水路も路盤改良もやってございます。全体的に最終的な路盤改良が必要

なのが、全体的な舗装までが必要なのが２キロということでございます。 

○議長(細川勝弥君) ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) 全部完成、道路として完成していないということで、けっこう手つけてたん

でないかと思ったんで。私の言いたいのは、もうこういう時代ですから延長とか新たにどことか

って話にならないんで、少なくとも、あの橋には約 30億のお金かかってるんですよね。ですから、

中札内のトンネルだとか橋の話しも出てましたけど、あのななめの橋もそんだけかかってるんで

ね、もうあそこまで行ってるんですから、せめて真歌まで接続するような方向で協議してもらい

たいと。これ道と協議すると言っても、地元が相当熱意を持って話ししないと、なかなか良い方

向に話しは進まないかというような気がするんです。ですから、そういう方向で検討はされてる

ものと思いますけどもね、ここだけ１点、そういう町としてはそういう方向で検討したいという

意味なのかどうかということだけ、１点だけ聞いて終わりますんで、そこの話しできるんであれ

ばしてほしいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 木村農林水産部長。 
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○農林水産部長(木村 実君) この道路の未整備区間約２キロあります。議員言われるとおり、町

もこの道路の必要性っていうのは十分認識をしているところでございます。事業主体の北海道に

おいてもいろいろ整理しなければならない案件等々ございますということで、この道路も道とし

ても進めているところでございますので、町としましても、早期完成に向けて北海道と協議連携

していきたいとそう考えています。 

○議長(細川勝弥君) ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) そこら辺、せっかくあそこまであれして、あのまま残しても観光資源になる

訳でもないし、いらない橋って言われたままでももったいない話しですんでね、やっぱりそうい

う姿勢で、なんとかせめて真歌の町道まで続くようなことで検討して欲しいと思います。終わり

ます。どうもありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。  

          休憩 午前１０時１０分 

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

          再開 午前１０時２３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。 

17番、城地君。 

          [17番 城地民義君登壇] 

○17番(城地民義君) それではご質問させていただきます。２点ご質問させていただきます。 

まず１点目でございますが、移住定住の促進と人口減少対策のため宅地分譲計画をという趣旨

でございますが、少子高齢化によります自然現象と転入減、そして転出増による社会現象により

まして人口減少が進行しているところでございます。また、中心市街地の空洞化や郡部集落地の

過疎化の進行も進んでおるところでございまして、これらの課題の解決が必要だというふうに考

えているところでございます。このため現在生活している町民はもちろんのこと、町外の人々も

引きつけることができ、魅力あるまちづくりの施策を展開する中で人口の流出、減少を抑制しつ

つ移住者も含めて定住化の促進を図るために、その基本となる宅地分譲計画を策定すべきと考え

ますが、１点目ではございますが、現在までの静内地区そして三石地区の宅地分譲計画の実状を

伺いたいと思います。 

２点目でございますが、市街地エリアの町有地、宅地の利用状況と、いわゆる地目であります

雑種地での利用可能となる箇所は、先ほど言いましたように静内、三石地区両地区で何箇所くら

いあって、どのくらいの面積があるのかということをお伺いいたします。 

３点目ではございますが、現在、公共施設が立地しておりますが、その未利用状況についてお

伺いしたいと思いますので、ご答弁をお願いしたいと思います。 

最後の４点目ではございますが、いわゆる当町は北海道の、北海道においても雪が少なく、そ

して、伊達市と同じで四季を通して暮らしやすい気候にありまして、変化のある風景と良好な自

然環境が多い町であるということなどを含めまして、考慮いたしまして、計画に当たり適正な土

地利用方針の下で周辺環境に調和した一体的な宅地分譲計画を立てるべきと考えるところでござ

いますが、その考えはないかということでご質問させていただきます。 

次に、大きな２点目でございますが、北海道教育委員会の公立高等学校配置計画は、高等学校
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進学希望者数に見合った定員を確保することを基本として、中学校卒業者数の状況を踏まえ生徒

の多様な学習ニーズ、進路動向などに対応した学校、学科の配置や規模の適正化を図るために、

平成 30 年から 32 年までの３年間の高校配置計画を策定しております。また、平成 33 年から平

成 36年までの４年間、その見通しを示したところでございますが、この中卒者数の減少傾向を踏

まえて、現在の各高校への進学者数の状況を考えるべきと考えます。この地元の道立静内高等学

校と道立静内農業高校への教育活動への支援、そしてまた振興等の考え方はどうなのかを伺いた

いと思います。従いまして、ただいま申し上げました質問の趣旨につきましては、生徒数の減少

の中、生徒確保と地元進学率を高めることが必要不可欠でございます。そのためにも、さらに町

の高等学校教育活動への支援、先ほども言いました教育活動の振興を図り、地域で高校を育て、

そして守るという活動が必要だと思いますが、それらの内容について伺いたいと思います。 

その１点といたしましては、ただいま申し上げました各高校２校からの今日までの要望内容に

ついて、もし差し支えなければお伺いいたします。 

２点目ではございますが、私は出前授業への取組、いわゆる高校の教師による町内各中学校へ

の出前授業のことを言いますけれども、これによる中高連携を強化することによって、いわゆる

高校の、何というか、高校に対する中学生の理解度が高まるんではないかという考えまして、出

前授業の要請をすべきだなというふうに考えております。 

さらに、３点目でございますが、いわゆる私は学びやすい環境づくりのためには、サテライン

授業の、いわゆるサテライン授業でございますが、この通信衛星経費の助成をすることによって、

さらなる地元校と地元中学生の深まりが繋がっていく、そしてわざわざ大都市、札幌だとか苫小

牧の方に行かなくても、このサテライン授業によって学力の向上が図れる一つの道筋だと考えて

おりまして、これらについての助成について検討する考えはないか。 

以上３点についてお伺いいたしますので、よろしくご答弁をお願いいたします。 

○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) 城地議員からのご質問の大きな項目、移住定住の促進と人口減少対

策のため宅地分譲計画の１点目、現在までの宅地分譲計画の実状についてお答えいたします。過

去の町の宅地分譲につきましては低廉で良質な住宅地を町民及び当町への移住を希望される方に

提供することを目的として、静内地区については静内中の町にありますまきばの里分譲地と現在

の山手町にあります駒場住宅団地があります。まきばの里分譲地につきましては旧静内町におい

て、平成５年度から 50区画の分譲を開始しまして、現在、残りの２区画が売却に至っていない状

況でございます。駒場住宅団地につきましては、旧静内町において昭和 47 年から 350 区画の分

譲を開始しまして、現在は残り１区画が売却に至っていない状況でございます。また、三石地区

については三石旭町に旭ヶ丘団地と旭ヶ丘北団地がございまして、旭ヶ丘団地につきましては、

旧三石町において昭和 52年度から 46区画の分譲を開始しており、旭ヶ丘北団地につきましては、

平成元年度から 31区画の分譲を開始しまして、両団地とも現在まで全てが売却済となってござい

ます。 

次に、２点目のご質問の市街地エリアの町有地宅地の未利用状況と雑種地での利用可となる箇

所はあるかについて、お答えいたします。市街地エリアの宅地の未利用地につきましては、広大

な未利用地となりますと数が少なく、一つは、静内こうせい町２丁目 16番の旧静寿園跡地があり、
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面積は 5,822.80㎡でございます。旧静寿園跡地につきましては、具体的な計画がまだ決定してお

りませんが、将来公共施設用地として活用されることも考えられますので、現時点では、他の用

途での使用は考えておりませんが、今後公共施設用としての計画、活用計画が無いことが確定し

た際には、売却などを計画して行かなければならないものと考えております。２つ目は、静内柏

台 49 番ですが、この町有地につきましては、面積 2,054.71 ㎡でありますが、売り払いの対象地

として、現在公募を行っている土地でありまして、現時点ではあくまでも宅地としての売却とし

て考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。また、雑種地での利用可となる土地があ

るのかというご質問ございますが、ある程度の一団の土地となりますと、市街地には対象となる

土地が存在しません。 

次に、３番目の現在公共施設が立地しているが、その未利用状況について伺うについてですが、

市街地における公共施設の未利用状況につきましては、現在ありませんが、ファシリティマネジ

メントに基づく公共施設の見直しを進めており、廃止方針としている施設が市街地でもあること

から、地域との協議が整い次第ですが、廃止される施設の跡地については、今後増加することは

考えられます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) 城地議員の大きな項目の１番目の４点目、適正な土地利用方針の下で一

体的な宅地分譲計画を立てる考えはないかというご質問にご答弁いたします。当町では人口減少

に対応し、将来に渡って活力ある地域として発展するため、平成 27年度に策定いたしました、新

ひだか町創生総合戦略におきましても、移住定住の促進に取り組むこととしておりまして、現在、

移住促進策として、ちょっと暮らし体験事業に力を入れているところでございます。ちょっと暮

らし体験住宅は、平成 18年度に１戸設置して以来、旧教職員住宅を改修するなどして、徐々に増

設し昨年度までに６戸体制で運用してきたところでございますが、今年度からは４戸を増設いた

しまして、現在合計で 10戸を運用しております。その立地は市街地だけではなく、郊外や海辺な

ど様々な条件の住宅がございまして、それぞれの特徴に合わせた需要があり、体験住宅利用者の

好みが必ずしも市街地だけではなく多様であるということが伺えます。なお、体験住宅利用者の

多くはシニア世代でございまして、アンケートの結果などからも当町への移住につきましては、

完全移住よりも冬期間を除く、いわゆるシーズンステイや自宅を残してセカンドハウスとして住

宅を保有する二地域居住の希望者が多い状況でございます。そのような方の多くは、将来的な構

想として新築よりも中古住宅を安価で購入し、リフォームして居住する意向が強いことから新築

需要は高いとはいえないと分析してございます。町といたしましては、未だ市街地の分譲地が完

売していない状況や民間事業者においても、町内各所において分譲や建売住宅の販売などが行わ

れている現状であることから、多額の投資を必要とする新たな宅地分譲は行わず、当面ちょっと

暮らし体験住宅事業を中心とした移住定住策を進めながら、町内の不動産業者や実際に移住され

た方などと連携をいたしまして、移住・定住希望者に対し中古住宅や民間の建売物件等の情報提

供に努め、移住・定住の促進が図られるよう努めてまいりたいと、このように考えておりまして、

このようなことから考慮いたしまして現在のところ、宅地分譲計画を立てることは考えておりま

せんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
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以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

          [管理課長 片山孝彦君登壇] 

○管理課長(片山孝彦君) 城地議員からのご質問の大きな２点目、公立高校配置計画平成 30～36

年度策定に伴う、地元の静内農業高校及び静内高校への支援の考え方はについて、ご答弁申し上

げます。少子化が進む昨今の状況の中、当町におきましても合併後、児童生徒数の減少が続いて

おります。平成 28年度から平成 34年度までにおける当町の児童生徒数の推計では、ほぼ横ばい

で推移することを見込んでおりますが、今後も長期的には児童生徒数は減少していくものと考え

ております。これと同様に町内の２校の高等学校の生徒数も減少が続いており、生徒の確保や間

口数の維持さらには学校存続の危機も推測される状況であります。このため当町としても高等学

校への支援について、これまで以上に考えて行く必要があると認識しているところでございます。

公立高等学校配置計画については、ご承知のとおり高等学校進学希望者数に見合った定員を確保

することを基本として、生徒の多様なニーズ、進路動向などに対応した学校、学科の配置や規模

の適正化を図る趣旨で、北海道教育委員会において策定されております。そこで議員からご質問

の１点目、各高校からの要望内容についてでございますが、平成 29年６月に町内の２校の高等学

校から新ひだか町長宛てに要望書が出されたところであります。その内容につきましては、まず、

静内高等学校からは３点の要望があり、１点目は、三石方面からの公共交通機関利用生徒の通学

費助成。ここでは無償化ということでございます。２点目は、遠隔地から進学を希望している生

徒に対する下宿先の確保・助成。３点目は、町の奨学金制度の抜本的見直しという内容でありま

す。また静内農業高等学校からは、５点の要望があり、１点目は、公共交通機関を利用する生徒

の通学費の助成拡大。２点目は、道外生の５パーセント枠の撤廃を北海道教育委員会へ要請する

こと。３点目は、町外から進学してくる生徒の寄宿舎対策。４点目は、下宿生、寄宿舎生への助

成。５点目は、学校行事等における町有バスの運行となっております。このうち両校から要望の

ありました通学費の助成拡大につきましては、現在、新ひだか町教育委員会の通学費助成制度は、

平成 27年度から保護者への通学等に要する経済的負担を軽減し、町内の高等学校等への就学を支

援することを目的として実施しております。助成の内容につきましては、生徒が通学のために購

入した公共交通機関の定期券の 1 カ月当たりの金額を基本とし、その金額から１万円を控除した

金額について保護者からの申請により、上半期・下半期の年２回に分けて助成しておりまして、

平成 28年度では、延べ 52件 239万 690円の助成を行ったところでございます。今回、両校から

要望のありました通学費の助成拡大につきましては、保護者のさらなる負担軽減を図り、町内の

高校への進学を支援するため、無償化も含め実施に向けて検討を進めている段階でございます。

また、その他の要望につきましては、可能なものから実施を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

次に、２点目の出前授業への取り組みによる中高連携に関するお尋ねでありますが、既に静内

中学校及び静内第三中学校が静内高校との連携を図っているところでございます。その内容とし

ましては、まず静内中学校におきましては、今年度２学期から数学科において、高校の数学の先

生が中学校を訪問し、Ｔ２として数学の授業に入って授業を行っております。また、静内第三中

学校では平成 26年度から同校と連携しており、高校の数学の先生が中学校の数学の授業において

チームティーチングという形で授業に携わっています。今後、取組みの成果と課題を明らかにし
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ながら、より効果的な連携の在り方について検討を重ね、子どもたちの学力向上が図られるよう

教育委員会としても指導助言に努めてまいりたいと考えております。 

最後に、３点目のご質問のサテライン授業につきましては、大手予備校が行う衛星通信方式の

講義システムであると認識しておりまして、このシステムを高校として取り入れることにより学

力向上のための特色ある取組としている学校が道外にあることは承知しております。しかし、現

段階において町内の高校からそのような要望はあがっていない状況であります。またこのシステ

ムを高校として取り組むためには、通信環境等の設備が必要と思われますが、現在の各高校の通

信環境設備の状況については、道立学校ということもあり、新ひだか町教育委員会として詳細に

ついて把握しておりません。新ひだか町教育委員会としましては、まずは本来の所管であります

小中学校の教育環境の充実に努めていくことが重要であると考えております。 

以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) ご答弁ありがとうございました。それで、何点かご質問させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。まず、分譲に関わる部分でご答弁いただきましたが、いわゆ

る静内、三石地区での従前の宅地を分譲したあとの残り地というのが中野で２区画、駒場で１と

いうことでございましたが、三石の旭ヶ丘は完売だということでございましたけれども、残って

いる分について私の認識不足かもしれませんけども、私もこちらに何十年ぶりにふるさととして

居住した人間でございますけども、この宅地分譲跡地の残っているということが、今初めて、認

識不足で大変申し訳ありませんけども分かったんですが、このあたりの残地に対する住民に対す

るＰＲっていうんですか、このあたりはどんなふうになってるんですか。ただ単に私が分からな

いだけということになるのか。そしてまた住民が買わないとすれば私は先ほど言ったように、移

住・定住者、町外それから道外の人方にも、こういったものをネット、今はやりのネット等でＰ

Ｒしていたのかどうかその点について、ご答弁願いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) お答えしました残地の３区画ですけども、まきばの里分譲地の２区

画、それから山手町の１区画については、一般的な公募として広報に毎月載せて募集を行ってお

りますし、町のホームページにも載せて、売り払い公告、これをさせていただいております。現

状では数年売れてないものですから、同じような手法で募集公告、ホームページだとか広報しか

ないんですけど、一応今、そういうような形で募集公告している土地ではあります。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17番(城地民義君) それで、細かいことは言いませんけれど、売れない理由が多分、中野で 50

区画ですか、駒場で 34のうち２つ、１つと、３つ売れないんですけども、多分、売れない、それ

なりの買う側にしたら求めづらいというか、と思うんですけども、このままにしておくことでな

くしても売れない条件があるとすれば、それなりの極端な言い方すると低価格で売るとかってい

う、そういうその考え方も必要ではないかなと思うんですけども、どうなんでしょうかね。 

○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) 売れない理由でございますけども、町としては、これまで宅地分譲

したときには、この土地については、まきばの里ですけども民間から買収をして、土地を買収を

して造成をして分譲しております。価格的には、当初その買収した価格と造成費などの工事費等
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も加味しながらですね価格を設定して公告をしたという経緯がございまして、その後、ご存じの

とおり地価の下落等で静内地区においても、かなり地価が下がっているということも踏まえて、

土地の価格の見直しについては行っております。逐次。まきばの里で特別会計を設けてやってた

んですけども、それを一般会計した以降、土地の価格の見直しをして、今現在、公告をしている

ということで、理由といたしましては、今、価格は下げて、下がって来てますけども価格的な問

題なのが大きいのか、それとも下水道の関係の、まきばの里はちょっと下水道区域ではありませ

んので、そこらへんの問題もあるのか、ただ議員おっしゃるとおり、減額売り払いということに

なればですね、これは普通財産は適正な価格でないと売れないというふうに、自治法で決定、決

まっておりますので町の権限だけでは適正価格で売らなければならない。減額となれば、議会の

議決が必要なってきますので、そこら辺は、今後、財産に関する処分検討委員会もございますの

で、その中で考えて行かなくてはならないのかもしれませんけれども、現状では適正な時価でな

ければ売れない。売るつもりはないということでご理解願います。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) いろいろ検討していただければいいなと思います。次に、２点目でござい

ますが、いわゆる町有住宅地の未利用状況、未利用地ということで静寿園だとか柏台団地の大き

な面積、5,200平米、2,000平米ありますけども、ご答弁ですと、公共用地等も踏まえた考え方も

ある。あるいはなければ今言ったような、その考え方を変えた分譲を含めての検討をしたいとい

ったようなことでございますけども、市街地でございますし、私は今すぐってことにはならない

と思いますので、いろいろ構想を考えながら積極的に進めてもらえればいいかなと思っています。

ただ雑種地で市街地にないっていうのはやっぱり、静内地区市街エリア区域、三石エリア区域で

雑種地地目に関するあるんでないかと思うんですけど、無いって言うんだから、無いということ

ですけども、雑種地があればそれらについては、私は宅地化できるものではないかなと思います

んで、今、答弁では無いということですから、もう少し調べてもらうったら変ですけども、ご検

討願えればありがたいと思います。それから、３点目の公共用地の関係でいわゆるファシリティ

マネジメントの関係でいつになるか分かりませんけども、会館だとかいろいろ児童館だとか、い

ろんな小さな面積、例えば 200坪だとか 300坪だとか、それぐらいの部分が、あるいは 1,000坪

くらいの部分が出てくるんでないかと思いますけども、そのファシリティマネジメントのある程

度の検討結果によっては、宅地化にすることも私は計画することが町並みも含めて住民にそうい

った場所与えるということも私は必要でないかと思いますので、いわゆる公共用地のファシリテ

ィマネジメントの検討が十分なされてからにはなると思いますけども、その時点で一緒に検討し

てもらえればいいかなと思っておりますけども。それから４点目でございますが、今のところは

民間住宅だとかいろいろあるから全く考えていないということですけども、私はまちづくり、こ

れだけの大きな町になれば少なくとも実施計画とか何とかっていうのは別にして、将来の町をど

う形成して行くかということを考えれば、都市計画も含めて考えれば、少なくても区画整備事業、

いわゆる都市計画上の区画整備事業制度もあるわけですから、それらも含めて区画整備事業を含

めた中での土地分譲計画は考えるべきだと。全く考えないという答弁ですけど、将来に向かって

いかにやはりこの新ひだか町の町形成をどうして行くかってことを踏まえれば、実施計画はしな

くても基本構想ぐらいはやはりやるべきだなというふうに考えます。当然、これには道路等の絡

みも出てきますけど、それでなくても高規格道路の計画もありますし、道道、国道等の関連もご
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ざいますので、そういった部分の計画も含めて最低でも基本構想は考えるべきだと思いますがい

かがですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ただいまの城地議員のご質問にお答えします。確かに、この課題につきまし

ては、私も任期の相当早いうちから隣町の分譲計画等もありまして、刺激を受けましていろいろ

考えたり内部で話し合ったりしてきたところです。しかしながら、その町有地というものが限ら

れているということは、今の答弁でお分かりだと思います。また、静寿園跡地も、あそこはいわ

ば、国の出先機関ですとか、国、道の出先機関とか多いところでして、また、高静小学校の将来

の、その校舎の改築というような課題もいずれ出てくるということで、なかなか今は開放状況に

ないということです。また、お答えにあったように、清水丘の町有地につきましても、今、計画

があるということでありますが、なるべく、この人口減少時代、よくコンパクトシティーという

言葉がありましたが、コンパクトタウンということで考えて行くならば、今のご提言のそういっ

たことももちろん頭に置きながら、空家の活用だというところがポイントであると思います。そ

れで移住希望者の方をちょっと暮らし体験の方の窓口で、一生懸命お世話して、あちらこちら希

望者をお連れしたり、あるいは不動産をお持ちの団体なんかに紹介したりしてやってるんですが、

そういった方々は何とか見つけて、静内高校のグラウンドのあたりに土地を求めて新築されて住

まわれたご夫妻もおりますけど、この人は確か関西の人だったと思いますが、そういうポツポツ

とした例はあるんですけど、恐らくご質問の意図されているところは、その町有の土地を安く分

譲して移住者に魅力的な条件を提供しようということだと思いますので、それも念頭に置きます

が、下水道の整備されているとことかなると非常に限られているということで、そうなると空家

の活用というようなこともあります。ですから、今後、空き家のことも今回ご質問にありました

けども、そういったことと合せて、将来の我が町の中心市街地の形成を含めた、また移住者を受

け入れやすいそういうあり方を、今後内部で協議して構想的なものという、どういうネーミング

にするかは別にして、それを考えてまいりたいとこのように思います。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) よろしくお願いします。それで私が時々聞きます、私も道外に友人もおり

ますし、それなりに仲間もいるんですけども、一言加えますと、仲間の若い人がこちらの方に帰

ってきた人が、静内、三石の方には分譲地ないもな。とこういうことなんですね。ですからやは

り町内の近接は別にしても道内、道外の人方、特に、そういう考え方の人たちも現実にはいるわ

けですから、今言ったように基本構想を組み立てる中で、そういう若者が定住できる土地、住ん

でみたいという人がおりますので、そういうところを、分譲計画は今、町長さんが言われるよう

に基本構想の検討よろしくお願いしたいんですけど、それでなくても、そうじゃなくて、例えば

100 坪とか 150 坪とかそういう点在する土地でも、町が、そういう道外の若者の方々にいいとこ

ろだなというところの場所があれば、私は少しでも定住移住の促進に繋がるんではないかと思い

ますので、先ほど言った既存の建物の場所だとかそういうところの場所で条件の良いところがこ

れから出てくるんではないかと思いますので、今の時代、先ほども言いましたようにネット等も

含めて、そういうＰＲも含めてしてもらえれば、それなりの少しでも１人でも２人でも定住に対

する意識が高まるんではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

次ですけども、２点目の方の大きな２点目の、高校の公立高等学校の配置計画の関連で若干説
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明させてもらいます。公立高等学校の配置計画については、全道的にも各市町村大変、中卒者の

生徒数の減で苦慮しているのは皆さんご承知かと思いますけど、私は学校の生徒数が少なくなっ

た時点で、急いでさあどうするかということではもう間に合わないと思うんですよね。その前に

手を打つっていうか、そのためにはですね先ほど私が言いましたように、金銭的な支援ももちろ

んよろしいですけれども札幌だとか、苫小牧だとか都市のそれなりの進学校に行かなくても地元

の静内高校、あるいは職業科であれば静内農業高校に行っても、それなりの国立の１期、公立、

あるいはそれなりの私立の有名校には入れる学力がつけれるんだということは私は大切だという

ように思うんですね。そういう意識改革をすれば先ほど何点か申し上げましたけれども、既にや

ってるということではございますけども三石の中学校にはまだそういった出前授業がないという

ことでございますので、ぜひともこれは高校の校長さんとの協議、教頭さんとの協議の年間のカ

リキュラムの関係が出てきますので、今日、明日ということではございませんけれども、教育委

員会が検討される中で高校側の校長さん教頭さんと協議して出前授業等も含めて親近感を少しで

も与えて、あの先生が来たんであれば僕はあそこの静内高校に行くとか、農業高校に行くなと。

それから教科が先ほど言った数学だけの出前授業ですけども、やり方によっては英語もあるだろ

うし、相手方の都合もありますけれども英語もあるだろうし、主要５教科、国語もあるだろうし、

いろいろあると思います。さらには、私が理解しているんでは部活動の中でも、部活動で、先生

に来ていただいて、長時間ではなくても先生が来て中学校の部活動をちょっとした指導して先生

との触れ合いをすると。こういうことが、その学校に、あの先生がいるんであれば僕じゃあ、そ

ちらの学校の方に行きたいと言うと現実にいるんですね。小規模な高校ですけれど、そういった

取り組みも積極的にやっていただきたいなと。それが間口、少しでも間口確保に繋がるんでない

かというふうに考えるところでございます。それでまず、先ほどの答弁していただきました各高

校の要望の内容でございますけども、大変町も配慮されているようにも伺っていますけども、や

はり交通費の関係、これは札幌市だとか苫小牧周辺だとかそういった本当の人口が多いところで

すと、バスだとか地下鉄だとか、そういうところでそんなに月の通学費は少なくて済むんですけ

ど、やはりここ新ひだか町のみならず地方の市町村の道立高校に通う場合については、相当なる

通学費の負担がなるということで、今回１万円を除いた負担をしていただいてさらなる検討をす

るということでございますけど、そういった面で私はちょっと調べたんですけども、皆さんどう

いうふうに認識してるか分かりませんけども、この新ひだか町の道立高校が２校あるということ

は全道の中でも何箇所もないと私は認識してるんですね。それでそういった道立高校が２校配置

されているっていう、非常に町にとってはありがたいことだと思うんですけども、これらについ

てなんですけども、全道 179市町村のうち、ちょっと申し上げさせていただきたいんですが、51

市町村が高校が今までいろんなケースもあって 51町村が高校がないというのが現実ですね。さら

に 42市町村、これは高校はありますけども１学級しかない。これは町立の高等学校もありますし、

道立の高等学校、いわゆるキャンパス校というか２学級あったんですけども生徒の削減でもって

１学級になったということで、そういった点からしますと、本町は非常に、道立高校として２校

がございますので教育環境を含めて、私は町としては教育の方には非常にプラス方向に向いてい

るんではないかと。この部門を逃すことはやっぱりなくして、財政的な問題もありますけども教

育には財政を十分踏まえながら投資をしていただくことが町の発展にも繋がるではないかという

ふうに考えております。で、道内の高校で道立高校が２校あるっていうのは、この新ひだか町の
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静内高校と農業高校、静内農業高校。この２校。それから近くの鵡川町が富川高校と穂別高校。

これも道立高校なんですね。それから、ここと倶知安町が、倶知安高校と倶知安農業高校。これ

も道立高校２校あります。しかしながら、中標津高校は、中標津町は２校ありますけれど道立高

校と町立の農業高校１校ですね。そんなことで私が何を言いたいのかというと、非常に先ほどか

ら言うように教育条件としてはきちっとしたものが配置されているということですから、大事に

して行くべきだなと思います。それからもうひとつ紹介しますけれど、音更町ではあれだけ町で

は４万人のベッドタウン、帯広のベッドタウンということで４万人以上おりますけれども、ここ

も１校で幕別高校。これは帯広市内の高校との関連もあると思いますが、だんだん減ってきてい

る。２学級しかないということでございます。こういうことも踏まえまして、なんとか町理事者

の皆さん方にも、ぜひともこの静内高校、静内農業高校、現状維持をしてもらうようにさらなる

ご支援をしていただければいいかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。このあたりの認識ったらあれですけど教育委員会として・・・ 

○議長(細川勝弥君) 教育長。町長答弁しますか。 

町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今お尋ねの人口２万人、２万 3,000の町。合併当初は２万 7,000とかという

町だったんですが、この町に道立高校が２つあるということは非常に良いと言うか、幸せなこと

であります。それで、これを維持するために今回も要望受けまして、交通費のことにつきまして

内部でいろいろ協議させていただいております。それから、どちらかと言うと農高のほうがちょ

っと交通的にハンデもありますし、その辺の解消と一面で農高の何て言いますか、いいところが

あります。それは先ほどの農高さんからの要望にありましたとおり、５パーセント枠というのが

道外からの希望者に拘束をかけてるもんですから、結局その５パーセント枠を若干オーバーした

としても、確か７、８人しか取れていないと。ところが希望者は 10人とか 10人以上いるとかっ

ていうことで、これはサラブレッド生産を目指してくる、そういうような馬に憧れて、この町に

来て勉強したいという方々という私たちの町のその特性に共鳴した、そういった若者が、これが

またその関東とか関西とか、遠くからわざわざこちらへ下宿して学んでいる方が今まで何人もい

て卒業していってるんですが、この枠を拡大したいということで、これも私の懸案事項で何年も

そういったことが頭にあって、一度、農高の校長に話しかけたところ、農高の校長が、ちょっと

農高同士のいろんな何て言いますか、やりとりもあってブレーキがかかったそうなんです。だけ

ども、それをもう気にしていられないということで、実はここにきて北海道町村会としてもその

ことが３つの委員会のうちの文教厚生委員会でも論議になりまして、要望としてあげてほしいと

いう声が道内の他の高校からも出てきました。それは、例えば先ほどおっしゃった１学級の高校

に、その周辺が酪農地域だとか、また北海道特有のいいところをアピールして、本州から高校生

を、本州のみならずの日本中から高校生を招き入れたいという要望があって、そういうことが出

てきましたので、私もいよいよこの間から考えてるんですが、来年度すぐに間に合わないとして

も、この年末までの間に、それもあまり差し迫らない時期に、道教委に要望書を持って、この枠

の拡大とか撤廃について要望をしてまいりたいとこのように思っております。これにつきまして

は、道民税で賄われている高校なので道外の学生は限度を設けるというようなことなんですが、

今そういう世の中ではないのではないかということで、なんとかその道教委の前向きな決断を要

請してまいりたいと考えております。それで、この２つの高校っていうものを維持して行くって
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いうことが、町の中に高校生が学校帰り、学校行き帰りに制服を着て、はつらつと歩く姿ってい

うのをやはり町の活力になりますので、大いにその点を念頭に置いて取り組んでいくべきことで

あると。このように思っています。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) いやいや本当にありがとうございます。それでもう少し大変申し訳ないん

ですが、質問させてもらいます。今、町長さんが言っていた静内農業高校においては、私も学校

からいろいろ聞いたんですけども、長崎だとか千葉だとか京都からも現実に生徒さんが来てるん

ですね。それで結局は女性、男性の場合は寮がありますからいいんですけども、女性の場合はな

かなかないので下宿をするということで、下宿も少ないということで、いわゆる学校の体験入学

のときに大都市から、道外からも来るんですけども、結局、下宿等の状況を見た段階で、来るな

と思っていた生徒、中卒の生徒が来なくなったということで非常に残念がって学校側でも言って

いましたので、昔はと聞くと神森近くの個人住宅で、おばさんが３人位の女生徒が下宿していた

というのを何件か聞きましたけども、今言ったように、高齢化になってなかなか下宿をするおば

さんもいないんですけども、できれば、その道外から来る女生徒に対する下宿については先ほど

十分検討するということございますけど、手厚い配慮をして、少しでも多くのそういった意欲の

ある生徒さんが入れるように努力してもらえればありがたいと思います。それから、もう１点で

すが、実はこれどういう、どうなのか分かりませんけども、静内農業高校なんですけども、私が

先日テレビで、ちょっと休みのとき観てるんですが、宮崎県の小林秀峰高校なんですが、ここが

農業科がありまして、和牛、いわゆる宮崎牛というのが有名でございますよね。松坂牛と同じで、

この農業高校が黒牛の和牛飼って育てているんですね。これは当然総合学習の一環として育てて、

そこには男性も女性もテレビには出てましたけども、ここが学校の総合学習の中で生産、和牛生

産から流通、セリ落とすまで、いわゆるサラブレッドの静内高校でやっている総合学習と同じな

んですけど、生産から流通までの総合的な知識・技能を身に付けさせるということで、和牛を飼

育して、そしてこの前では県の宮崎県の大会で各農家を退いてトップになって、そして９月７日

から 11日の全国の和牛振興会の共進会に宮崎県代表として、その牛を出されておりました。非常

に、テレビですからいろいろ道外、いろんな人方が観て、道内外問わず観ておりますけども、そ

こに焦点当てて非常に脚光浴びていました。そういうことが、もちろん、例えば新ひだか町のそ

ういったことが全国大会出場することによってＰＲにもなるし、そしてまた学校の名も売ること

になるんではないかと思いまして、私が今言ったのは、できれば、可能であれば、これは町長さ

ん、副町長さんのあるいは理事者の考えになると思うんですけど、今、静内高校ではサラブレッ

ドが、今年も約 670万位のセリとなって、高値でセリ、ＪＲＡ日本軽種馬協会がセリ落としまし

たけども、そういう総合学習で生徒さんがみんな一生懸命来て、そのセリの場まで来て、そうい

った学習、最後のその場を体験してるんですよね。ですから、静内農業高校聞きますと、サラブ

レッドも１頭やってるし、ホルスタイン、搾乳の牛もおります。ということで、できれば、今言

った特色ある学校づくりということをネームバリューにするならば、さらに新ひだか町の三石の

和牛を１頭、農家には預託方式でやっておりますけども、どういう方式がいいのかは私からはあ

れですけども、１頭預けてサラブレッドと同じように預託から生産から流通まで総合的な学習に

使ってもらって、そのことが、私は・・・ 

○議長(細川勝弥君) 城地君、ちょっとお話し中、申し訳ないんですけど、通告にない、質問もう
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少し要旨をまとめて、そして明らかにして質問してもらいたいと思います。 

○17 番(城地民義君) 特色ある学校づくりという間口拡大のためにそういう方法もあるんではな

いかと思いますので、町で可能であれば黒牛を預託してやることもひとつの特色あるまちづくり

になるんでないかと思いまして、ちょっと外れた部分ありますけれども、私は大切なことだと思

いますので、ご質問させていただきました。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 実は、ユメロマンでしたか、ああいった時期からのサラブレッド生産が注目

されて新聞報道もあったりして、どちらかっていうとそういうことがやはり頭に多く置かれてい

るということだったんですが、実は、つい先だって、今の黒毛和牛の生産・育成・販売、こうい

ったのも、その農高の教育課程の中で取り扱ったらどうだという話しが、前向きに農高さんの方

でも考えておられるという話を聞きまして、それはいいことだということで思っております。ま

さに、肥育牛では三石牛、それから素牛生産ではちょうど農高の道路挟んで素牛生産のリーダー

をやっております渡辺農場さんもありますし、環境としては非常にいいと。またその昨日ご質問

の農業後継者の開拓と言いますか、そういった面でもこれは積極的に取り組んでいく課題だと思

っております。そういうことで前向きに考えさせていただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは、最後ですが、

３点目のサテラインの関係ですけども、これは非常に私が経験する中では生徒さんにとって非常

に学力がつきますし、わざわざ札幌のそれなりの学校に行かなくても、その体制さえ整っていれ

ば、それなりの国公立の大学あるいは有名校、学力つけれる大手予備校のサテライン通信衛星で

ございますので、教科にもよりますけども、どういう教科、主要５教科にするのか、それはそれ

ぞれの学校の考え方あると思いますけども、これもやはり校長さん方と教育委員会と協議して、

やはりなるべく早い時期に対応出来るもんであれば対応すべきだなということをお願いして私か

らの質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 説明員の入替えございますので、そのままお待ちください。 

 次に進みます。 

５番、木内君。 

          [５番 木内達夫君登壇] 

○５番(木内達夫君) それでは通告に従いまして壇上から一般質問をさせていただきます。まず大

きな１点目の子ども子育て支援対策についてであります。町長は町政公約 2014、心ひとつに前を

向いて、この中で少子化を念頭に子育て支援策の推進を公約として掲げております。また平成 29

年度町政執行方針におきましても、子ども子育て支援事業計画。これに基づきまして各種支援を

実施し、安心して子どもを預けることができる保育サービスの充実等、仕事と子育ての両立を支

えて行くとこういうふうに述べられておりますので、子ども子育て支援対策について何点か質問

をさせていただきます。 

まず１点目に児童館の運営状況についてであります。新ひだか町の児童館につきましては、地

域における児童の健全な育成と指導を図り、児童福祉の増進に寄与することを目的といたしまし

て静内地区に３児童館、三石地区に１児童館の計４児童館を設置しています。特に、静内地区３

児童館につきましては、主に保護者が就労等によりまして、昼間に家庭にいない小学生に適切な
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遊びや生活の場を与えまして、児童の健全育成を図るために、放課後児童健全育成事業、放課後

児童クラブですけれども、それを実施しております。そこで質問でございますが、４児童館の過

去３カ年における利用者数、年間、１日平均これはどのようになっているのか伺いたいと思いま

す。また、児童館につきましては、児童館ガイドラインによりますと 18歳未満の全ての子どもを

対象としていますので、放課後児童クラブの利用者数につきましては、うち数になると思います

けれども、定員、登録数、利用者数についてどのようになっているのか、その運営状況について

どのようになっているのか伺いたいと思います。 

２点目に児童館運営の課題についてであります。児童館及び放課後児童クラブの運営に当たっ

てどのような課題があると考えているのか。この点を伺いたいと思います。 

３点目に青柳児童館の整備についてであります。静内地区児童館は、こうせい児童館が昭和 62

年 12月建設で築 29年、山手児童館が昭和 55年 12月建設で築 36年を経過しております。特に、

青柳児童館につきましては、昭和 41 年 12 月建設で築 50 年となっておりまして、施設の老朽化

が大きな課題であるというふうに認識しております。また山手及びこうせい児童クラブは、各小

学校のすぐ近くに児童館がありますけれども、青柳児童クラブにつきましては、静内小学校から

児童館までの距離がかなりありますので、子どもたちの安心・安全を考えますと、学校の近くに

児童館を設置することが必要でないかという町民からの声もあります。そこで質問でございます

が、青柳児童館の整備についてどのように考えているのか、その整備計画について伺いたいと思

います。 

次に、大きな２点目の環境衛生について２点の質問をいたします。１点目にみんなで町をきれ

いにする条例についてであります。新ひだか町では、平成 26年４月からみんなで町をきれいにす

る条例が施行されまして、環境サポーター美化ネット推進事業による国道等の花壇の美化活動、

あるいは公園ですとか道路等の清掃活動への支援のほか、苗の配付による花いっぱい運動にも積

極的に取り組んでおりまして、自治会等を通じた地域ぐるみによる環境美化運動を推進しており

ます。町民やボランティアの皆さんを始め、担当課の職員の皆さんのご努力に対しまして心から

敬意を表するものでございます。しかしながら一方では、景観的に見ても好ましいとは思えない

場所がございます。このことにつきましては、平成 26年 12月の定例議会で私の一般質問の中で、

静内霊園入口の道路向かいにある有価物の堆積場につきまして質問をしております。この時の答

弁では、みんなで町をきれいにする条例には景観は含んでいないという答弁でございました。町

民の皆さんや町外からお墓参りに訪れた方々、お彼岸ですとかお盆のお墓参りの際に必ず目にす

る光景ではないかというふうに思います。あの状況は町をきれいにするとか環境美化とは言い難

い景観ではないかというふうに考えております。そこで質問でございますが、みんなで町をきれ

いにし、本町における環境美化意を一層推進するために、現条例の中に景観を含めたものにする

考えはないか伺いたいと思います。 

２点目に、指定ごみ袋についてであります。新ひだか町の家庭用一般廃棄物につきましては、

指定ごみ袋によりまして、分別収集を進めるとともにごみの減量化ですとか、資源化・再利用化

に努めるなど、町民、事業者、行政の役割分担を明確にしながら協働してきれいなまちづくりや

環境衛生の推進に努めているというふうに認識しているところであります。このような中でごみ

の分別収集のための指定ごみ袋につきましては、燃やせるごみ用、これが大、黄色半透明 45リッ

トル。それから中、これも同じく黄色半透明で 30リットル。特小で黄色半透明 20リットルとい
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う３種類がございます。燃やせないごみ用につきましては、青色半透明、これ 30リットルの１種

類です。資源ごみ用につきましては、透明の空き缶用と、赤色半透明の空き瓶、ペットボトル用

ですか、それと緑色半透明のトレイ用の各３種類となっております。しかしながら燃やせないご

み用のごみ袋が 30リットルの１種類しかないために、１人世帯ですとか高齢者の世帯では、ごみ

袋がいっぱいになるまでにかなり期間を要する。あるいはその置く場所にも困る。いっぱいにな

るまでに置きますと臭いがしたり、あるいはまた中身が金属類ですとか陶器、ガラス類が入って

いるために重量が重たくなる。なんとか小さいごみ袋を作っていただけないかという町民からの

声があります。特に高齢者の場合は、ごみステーションまでに運んで入れることが大変なようで

ございます。そこで質問でございますが、燃やせないようの指定ごみ袋につきましては町民から

の声も届いているというふうに思いますけれども、高齢者等に配慮した優しいまちづくりを進め

るためにも、もう１種類小さいごみ袋を作ることができないか伺いたいと思います。 

以上、２項目５点につきまして壇上からの質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いい

たします。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

          [福祉課長 米田和哉君登壇] 

○福祉課長(米田和哉君) 木内議員ご質問の大きな１点目、子ども子育て支援対策についてお答え

いたします。 

まず、質問要旨１点目の児童館運営状況についてでございますが、町内に設置しております児

童館４館の、平成 26年度から 28年度の年間利用者数及び開館日数で割りかえした 1日平均利用

者数を児童館ごとにお答えします。なお、児童館の利用対象者につきましては、小学生及び幼児、

その保護者となっておりますので、それらを合計したものとなります。青柳児童館につきまして

は、平成 26 年度の利用者数は 7,941 人、１日平均で 27.0 人。平成 27 年度 6,928 人、１日平均

23.6 人。平成 28 年度 6,663 人、１日平均 22.7 人。次に、山手児童館で、平成 26 年度の利用者

数は 6,307人、１日平均で 21.5人。平成 27年度 7,605人、１日平均 25.9人。平成 28年度 7,492

人、１日平均 25.6人。次に、こうせい児童館で、平成 26年度の利用者数は、22,651人、１日平

均で 77.0人。平成 27年度 20,159人、１日平均 68.6人。平成 28年度 16,954人、１日平均 57.9

人。最後に、港児童館で、平成 26年度の利用者数は 4,183人、１日平均で 14.4人。平成 27年度

4,854人、１日平均 16.7人。平成 28年度 2,963人、１日平均 10.2人でございます。次に、町内

４館の児童館のうち、青柳児童館、山手児童館、こうせい児童館については、児童館の中で放課

後児童クラブを運営しておりますので、ただいまお答えした利用者数のうち数となりますが、先

ほどと同じように、平成 26年度から平成 28年度の定員、５月 1日現在の登録数、１日平均利用

者数を児童クラブごとにお答えします。まず、青柳児童クラブにつきましては、定員 40人。平成

26年度は登録数が 35人で、１日平均利用者数が 16.9人。平成 27年度が、登録数が 34人で１日

平均利用者数が 13.5 人。平成 28 年度が、登録数が 29 人で、１日平均利用者数が 8.8人。次に、

山手児童クラブで、定員は 40人。平成 26年度は、登録数が 14人で１日平均利用者数が 5.5人。

平成 27年度が、登録数が 20人で１日平均利用者数が 7.6人。平成 28年度が、登録数が 21人で

１日平均利用者数 8.8人。次に、こうせい児童クラブで、定員は 60人。平成 26年度は、登録数

が 115人で、１日平均利用者数が 60.0人。平成 27年度が、登録数が 122人で、１日平均利用者

数が 55.1人。平成 28年度は、登録数が 98人で、１日平均利用者数が 44.7人となっております。 
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次に、２点目の児童館運営についての課題であります。静内地区の児童館につきましては、先

ほど議員おっしゃったとおり、昭和 41年に建築された青柳児童館が最も古く、築 50年を経過し

ており、その他の児童館についても相当年数を経過しておりますので、施設の老朽化が課題の一

つと考えております。また、静内地区の放課後児童クラブの運営面では、こうせい児童クラブの

登録数が定員を大幅に超えていたことから、平成 27年度に民間事業者の参入をいただき、マーガ

レット認定こども園に放課後児童クラブを１カ所設置したところでございますが、それでもまだ

なお定員を超えていることから、小学校６年生まで受け入れることができず、施設の定員規模を

考慮し、原則小学校４年生までに制限させていただいておりますので、この制限の解消が課題と

なっております。次に、３点目の青柳児童館の整備についてでございます。２点目の答弁でも触

れましたが、青柳児童館は、築 50年を経過しており、一部平成 27年度に床とトイレの改修を行

っておりますが、施設全般としては、老朽化が著しいものと認識しておりますし、静内小学校か

ら児童館までの距離についても、特に、小学校低学年の児童には遠い距離になるものと理解して

おります。ご質問の施設の整備計画につきましては、現在のところ持ち合わせておりませんが、

今後の方向性としましては、施設の適正な維持管理をしつつ、既存の公共施設、福祉関係施設等

の活用で対応できないものか検討を進めてまいりますのでご理解をお願いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 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) 木内議員からのご質問の大きな２点目の環境衛生についての 1

点目、みんなでまちをきれいにする条例について、ご答弁申し上げます。本条例につきましては、

平成 26 年４月１日に施行され、３年半が経過しようとしております。この間、町としましては、

環境サポーター事業による町内の環境美化事業や新規事業としてのボランティアによる国道花壇

の里親事業にも取り組んできたところでございます。議員ご指摘の堆積場でございますが、あの

場所は、一般廃棄物の保管場所でございまして、先日、町としましても日高振興局とともに現地

実態調査という形で事業主とお話をさせていただいたところでございますが、特に産業廃棄物処

理業や解体業の場合、廃棄物処理基準または廃棄物保管基準に適合しない保管、収集、運搬また

は処分が行われた場合や生活環境保全上の支障が生じ、または生ずる恐れがある時は、措置命令

の対象となり得る可能性があるものでございますが、ご指摘の場所を管理する事業者は、一般廃

棄物処理業でございまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中での違反行為には該当して

おらず、景観が悪いということだけの指導、勧告等ができないものとなっております。今後にお

きましても、飛散、悪臭、害虫等の苦情があった場合には、町としまして適切な指導を行ってま

いりたいと考えております。そこで議員ご提案の、条例の中に景観を含めたものにするかについ

きましては、条例そのものが精神論の部分が強く、事業者におかれても管理物を良好な状態で管

理するよう努力義務が果たされているものですが、景観をどのような視点から規制できるかなど

の課題もありますことから、今後においては国の景観法や他自治体の条例を参考にしながら研究

してまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

２点目のご質問の指定ごみ袋についてでありますが、指定ごみ袋の種類につきましては、旧静

内町時代から現在の種類及びサイズとなっており、合併後におきましても継続しておりまして、

毎年不足分を４者による見積り合わせにより製造をしております。青色半透明の燃やせないごみ
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袋 30リットルでございますが、の製造につきましては、毎年製造する数量全体の５パーセントほ

どの割合での数量となってございますが、サイズの種類を増やす要望につきましては、これまで

生活環境課には１件ほど届いておりました。届いておりましたが、議員ご指摘の 30リットル貯ま

るまでに臭いがしたり、高齢の方には重く感じるという要望が数件あるということにつきまして

は、真摯に受け止めながら、製作経費の増高を招かない範囲において、さらにはごみ袋製造全体

の比率も考慮しながら、新年度に向け検討してまいりたいと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 木内君、ここで休憩したいと思います。よろしいですか。 

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４９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。 

５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) それでは、午前中の壇上の質問に対する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たいと思います。 

まず１点目の子ども子育て支援対策、これ３点質問しておりまして関連ございますので、一括

で再質問させていただきます。それで運営状況、これにつきましては各施設、３か年度、説明い

ただきました。概ね年度で増減はありますけれども、利用者数減ってきている傾向にあるのでは

ないかというふうに思っております。それから、放課後児童クラブにつきましても、山手はちょ

っと増えている部分もありますけれど、青柳それからこうせい児童クラブですか、こちらについ

ては登録数自体も減ってきている。あるいは利用数、１日平均ですけれども減ってきている。こ

ういう現状なのかなという理解をしています。その中で質問したいのが、この放課後児童クラブ

で４年生まで、これは施設的なもの、要するに登録数が多いために、こうせい児童クラブについ

てはね、60人定員に対してそれ超えてますから、そういう面で４年生までというふうにしてると

思いますけれど、三石地区の本桐と延出でしたもね、でしたね。ごめんなさい歌笛と延出でした

か。これは６年生まで。制度的にも３年生までが６年生まで拡大されてますから、そういう意味

では制度に則った対象範囲の者を受け入れしていると。ただ、その市街地のほうを見ると４年生

までというふうになってますね。こうせい児童クラブは、登録数超えてますからね、それは分か

るんですけれども青柳と山手、これについても同じように一律に４年生までというふうにしてる

と思うんですが、この理由はなんなんですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) まず三石地区でございますけども、保育所２カ所に児童クラブを併設し

ておりまして、合併前から４年生以上までということで範囲を拡大して受け入れております。三

石地区と静内地区の大きな違いといたしましては、三石地区の児童館っていうのは三石の本町に

ふれあいプラザがありまして、そこに併設されてございますが、そこ統合前の三石小学校の学校

区の子どもたちが大変使いやすいんですけども、その他の地区の、学校区から通学する児童には

大変不便なものですから下校のスクールバスに乗って、歌笛、延出それぞれの地区に行ってそこ

で過ごして保護者のお迎えを待つという形になっております。ですから登録できなかった児童が
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代わりに児童館で過ごすということが実際には無理ですんで、三石地区につきましては現在も６

年生まで可能としておりますが、近年、実際には高学年である５、６年生の登録というのはかな

り少ないのが現状であります。 

次に、静内地区の児童クラブにつきましては、公立３クラブ私立１クラブの合計４クラブがあ

りますが、そのうちこうせい児童クラブ及び認定こども園内のマーガレット児童クラブにつきま

しては、登録数が定員を超えている状況が続いておりますので、原則４年生までとしておりまし

て高学年のお子さんについては、措置児童以外のお子さんと同様に児童館を利用していただいて

おります。あと定員以内である青柳、山手児童館についても同じく一律４年生としているのはど

うしてかということでございますが、実際に定員を考えれば高学年の５、６年生の受入れも可能

かと思われますが、先ほど申し上げましたとおり、こうせい児童館の高学年の児童だけが児童ク

ラブを利用できないということになれば、同じ静内の市街地で児童館と児童クラブが併設されて

いる施設の中で、不公平感が生まれるものと危惧してでの措置ではありますが、サービスを受け

る資格があると。利用させたいというニーズがある。施設としてもそれにたる条件が揃っている

という中で、制限をかけているということになっているという状況ですので、この点につきまし

ては改善に向けて早急に協議したいと考えております。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) 今、課長の方から改善に向けて努力したいということで、それで私も、課長

言わんとしていること理解するとこもありますけども、登録数見ても減ってきている。山手、青

柳ですか。そういう面ではそれは制度的に認められてますから、何て言うんですかね、要するに

３クラブ、市街地の。３クラブのうち１クラブだけ制限するのは不公平感があるということです

が、私はそう思っていないんですよね。結局、利用できるものであれば利用していただくと。そ

れが、町民のいわゆる親御さんのね負担が無い訳ですから、仕事もできる訳ですから、そういう

ふうに持って行くと。課題のあるこうせい児童クラブについては、仮にオーバーするとすれば事

業計画でも言っているようにね、施設の増設を考えるとかね。これは施設基準面積有りますよね、

1.65 でしたか。１人当り。そういうことで恐らくその面積が無いので 60 ということになってる

と思うんですが、そういう方法で考えて行くということがベターでないのかなというふうに思っ

てますから、今課長おっしゃったようにね青柳、山手については登録数についても利用者数もか

なり少ないですから、これは６年生までね受入れして行くということで考えた方がいいのではな

いかということで、ぜひ検討いただきたいというふうに思います。 

それから、次に質問したいのは、結局そのオーバーしているこうせい児童クラブ、これが問題

だということになりますね。それで、ひとつは青柳児童クラブの件で、これは事業計画あります

ね、子育て支援事業計画。この中に、こういうふうに述べてますね。要するに公共施設。あるい

は福祉関係施設等、これについて検討して行きたいというふうに述べてますから。こういう面で

行くと、私は青柳児童館のことを考えると、静内小学校近くだと、小学校と緑町生活館くらいし

か考えられないんですがね、今の段階で結構ですから、今言っている公共施設と、既存の公共施

設、福祉関係施設どういうところを念頭に置いているのか、伺いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 今具体的に青柳生活館と緑町生活館と青柳児童館については小学校、静

内小学校しか思い浮かばないという話しだったんですけど、まさにそのとおりだと思います。 
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○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) それぐらいしか私は思いつかなかったんですけどね。その他にあるのかもし

れませんが、いずれにしても、事業計画で言っている計画期間が 31年でしたか、今の子育て支援

事業計画っていうのは 31年ですね。ですから、今課題となっている部分の今後の方向性も触れて

ますけれども、残り２年弱と、２年ちょっとというのかな、２年半ですね、これその方向性をそ

の２年半の間にある程度、児童館なりのその施設の整備、あるいは今言った既存の施設の活用、

この辺の方向性が出るというふうに考えてよろしいですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 事業計画に掲載しておりましたこうせい児童クラブについては、今後も

登録の増加が見込まれている。民間事業者の事業の実施ということで平成 27年度からマーガレッ

ト放課後児童クラブの設置によってこうせい児童クラブの登録者数、今 100 人を切るところで安

定しておりますが、あくまでも４年生以下の利用に限定した場合でございます。根本的な解決に

向けた今後の方向性につきましては、現在、町では公共施設についてはあらゆる方面から検討を

重ねておりますので、そちらとリンクしながら解決に向けて行きたいと考えております。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) それで、実は私もそうですけど同僚議員も昨年の９月に、放課後児童クラブ

の質問をしておりまして、だいたい同じような考え方だったんですけど、一番理想なのは放課後

児童クラブにしても児童館にしても、学校の近く、あるいは学校に併設するという、そういうこ

とが一番理想的だなというふうに考えております。その中で、実は、昨年の９月、同僚の質問の

中で学校の空き教室、いわゆる余裕教室については無いという答弁でありました。これは無いと

いうのは実際には恐らく作った当時はかなりの児童数がいましたから教室はかなり多かった。と

ころが現在、児童も少なくなって相当数学級数、学級減になってますからね。そうすると当然そ

の差は、私はですよ。私は余裕教室があるのではないかというふうに考えてますから、ちょっと

その辺で伺いたいんですけども、その答弁でいろいろその、その当時、９月の答弁では児童会に

使うですとか、学年・学級の活動、あるいはその特別支援学級ですか、そういうものに使ってい

ると。ですから余裕教室は無いんだという答弁でしたね。そこで質問したいんですが、この市街

地３校、山手、こうせい、それから静小。この辺の一番、何て言うんですか、学級数が多かった

年度の学級数と今現在 29 年度の学級数これがどのような状況になっ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) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) お尋ねのありました静内市街地３小学校の現校舎の普通教室ですけれ

ども、一番多かった年度の学級数についてということで特別支援学級を含めてお答え申し上げま

すけれども、高静小学校が昭和 54年で 26学級。静内小学校は、昭和 54年で 22学級。山手小学

校は、昭和 57年で 20学級が設置されておりました。現在ですけれども、高静小学校が 20学級。

静内小学校が８学級。山手小学校が同じく８学級という状況でございます。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) 今の答弁ですと、高静が一番多いときと比較して６学級減。静小が 14、そ

れから山手が 12学級、それぞれ減ということですね。それで減ですから普通教室として使用して

いないということになると私は思ってるんですよね。それで、余裕教室無いということですから、
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恐らくこれは私のその解釈がちょっと違うかも知れませんが、余裕教室が、私はあると思ってい

るんですよ。今おっしゃった数字の教室数が余裕教室。ただし、ただしですよ、余裕教室がある

けれども学校の施設として活用しているんだと。そういう捉え方を私はしてるんですよね。それ

が全て活用してるので無いと。余裕教室が無いんだというふうに私は解釈してるんですが、私の

解釈でよろしいですか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今その差の部分の学級数のお話しありましたけれども、これらの活用方

法なんですけども、ちょっと内容的なちょっとお答えさせてもらいたいと思いますが、現在、学

習方法、指導方法の多様化に対応するためということが主になりますけれども、習熟度別に学習

を行うための算数教室、またはそのコンピュータ室、また児童生徒の学習交流スペースとなる活

動室や集会室等として活用している状況でありまして、学校ごとに申し上げた方がよろしいでし

ょうか。よろしいですか。はい。一応そんなような状況で、あと利用の実態としましては、使用

頻度ということでほぼ毎日使用している教室もある反面、週１時間程度の使用に留まっているも

のと、教室というものもございますが、未活用になっている教室は無いということでございます。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) これ、あれですよね、余裕教室の関係は文科省の調査がありますよね。そう

ですよね、その中でも余裕教室はないという報告しているということですね。私言っている、そ

の余裕教室はあるんだけれども、すいませんね２回目で同じ質問なるかもしれません。あるんだ

けれども学校施設として活用してるんだという、そういうことではないんですか。今のその余裕

教室が無いという解釈。ちょっとそこだけ。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) ちょっと言葉の定義ということもございますけれども、余裕教室。確か

に普通教室として使用されていないもの全て余裕教室ということで分類されます。その中でも、

一時的でも利用されるものと常時利用されるもの、それと全く使われないものということで、一

時的利用余裕教室ですとか未活用余裕教室ということで、あくまでも余裕教室というのは使われ

ていないものは全て余裕教室に分類されるんですが、その中でもさらに、活用されているものと

活用されていないものという分類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) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) ありがとうございました。分かりました。それで、教育長にちょっと見解を

伺いたいんですけども、私はその今、余裕教室の説明受けましたけども、１日、毎日使うものも

ある、週１時間程度というものもある。それでかなりその静小にしても山手にしても、最高、１

番多い学級数から比べるとかなりね空いていると、使っているんだけど空いているという状況に

あると思うんですね。それで国の方も何て言うんですか、放課後児童クラブに活用等に活用して

行くべきだというような、推奨しているというかね、そういう方針で今、進めてきてまして全国

的に見ても放課後児童クラブですとか、子ども教室ですとか、あるいは児童館という形で活用し

ているところもあるわけです。現にその札幌市なんかもミニ児童会館とかね、放課後児童クラブ

で活用しています。そういう実際に他のところで活用してきている。我が町は余裕教室が無いと

いうことなんですけれども、この点、教育長どういうふうに考えます。私はその活用できるもの

は活用すべきという考え方持ってますけれども。特にこうせい児童クラブについては登録数がか
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なり多いですから。活用できることにならないのか。あるいはその青柳児童館。これはもう距離

もあって、古くなって、そういう状況にありますけれども、教育長として学校の余裕教室は無い

ということなんですが、仮にそれが活用できるとすれば活用したいという考えが積極的にもてる

かどうなのか。教育長の見解を伺いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 教育長。 

○教育長(高野卓也君) 実は、今、名前のあがりました市街地の小学校。学校長から学校の状況に

ついて、直接、私自身も聞いておりまして、先ほど片山課長からお答えしたように、いわゆる学

級減によって生じた空き教室、余裕教室等々の言葉がありますけども、それがどのように今使用

されているのかということで確認をしております。片山課長からお答えをしたところですが、学

習室、活動室、様々な形で使用しているのに加えて、子どもたちが持っている例えば楽器ですと

か、書写の道具ですとかあるいは絵画の道具ですとか、そういう子どもたちの私物、これを別教

室に保管をするロッカー室的に利用する。それから学校の先生方の教材等を収納する教材室のよ

うな形で使用すると。様々な形で使用しているという実態にあって、全く使用していない教室は

無いんだということを聞いております。今、木内議員がご指摘の空き教室なるもの、余裕教室な

るもの、児童館に使用できないかということですけれども、もしそういう形で使用するとした場

合に学校の方と十分な協議をした上で、そのスペースを開けてもらうというようなことが出てく

るだろうと。ただもうひとつネックとなることは子どもたちを預かるとなった場合には、子ども

たちの安全確保。それから、今申し上げたように、子どもたちの私物。個人情報に関わるような

ものもそれぞれの教室にあって、自由に学校の中を歩き回られるような状況っていうのは防がな

ければならない。従って、児童会館的に使うスペースを間仕切りしなければならない。桜丘の場

合は体育館のところとシャッターがあって校舎とは完全分離できるという状況にあって、トイレ

も体育館についているということもあって、放課後子どもたちがっていうことは利用できるって

いう、そういう校舎の作りになってるんですけど、静小とかこうせいにしても山手にしても、な

かなかそういう作りになっていない。出入口の問題とか様々あると思うんですが、なお体育館。

静内小学校あたりの体育館はもう午後４時から少年団活動で毎日のように使用されていると。そ

ういうようなことをお聞きしますと、かなりの予算を割いて、校舎の改造をしないことには共用

するのは難しいのではないかとの認識でおります。ただ、今、ご承知のとおり町内全ての小中学

校について再編整備ということで検討委員会に諮問して、いろいろこう考えをまとめていただい

ているさなかでありまして、その施設の面の検討もしていただいてる訳ですけれども、今後将来

的に新しい校舎の建築あるいは改築。そういったようなことを進めて行かなければならないとい

う状況になったときには、今ご指摘のあるその児童館等の併設。こういった福祉施設の併設って

いったことについては検討していく必要があるのかなというような認識でおります。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) 今、最後の部分で教育長が、併設の件、私もそれ考えておりました。もし、

在り方の中で新たに学校を整備するという場合はそういうことを考えるべきではないかというふ

うには思っております。ただ、それまでの間を考えますと、町長あれですよね、青柳児童館 50

年経ってますから。答弁で 50年経ってるんだけれども整備計画は今のところ持っていないと。整

備計画持っていないこと自体が私はどうなのかなっていうね、かなり古いですから。それと今、

距離が離れていて、そして放課後児童クラブの場合は学校直接行く場合に聞いてみますと、学校
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の方の指導でルートもある程度歩道があるところ通りなさいということで、かなり遠回りになっ

てるようです。ですから、小さい 1 年生、２年生はかなり大変でないのかなあるいはその親とし

てみても、親にしてもやはり安心・安全から見ると心配だなっていうね、そういう声もありまし

て、なんとか青柳児童館。古い、そして遠い。そういうことからすると静内小学校近くあるいは

学校の中にね整備できないんだろうかっていう声があります。ですから、その件いろいろ問題、

課題も多いと思うんですけども町長、どうですか今の整備計画無いっていうの私どうも理解に苦

しむ訳ですよ。そのへん踏まえて町長の見解伺いたいんですけども。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) お答えいたします。青柳児童館のことにつきましては、かなり以前から指摘

もいただいたりして、築年数が相当経っておりますので手直しをして使ってももう限度があるん

じゃないかという課題を背負っていることはよく承知しております。ところが、それが整備計画

等載ってきていないということでありますが、これについては今、ファシリティマネジメント検

討会議っていうことで公共施設全般に渡りまして、いろいろ統合存廃ですか、論議をしていると

ころでございますが、そういった中で今ほどのご質問、答弁にもありましたとおり、最寄りの公

的施設であまり利用されていないものを使うですとか、またその小学生にすれば自分が通ってい

る小学校の中で併設という形でやれるということが、非常に何と言いますか、そちらの方に移っ

ていけば、学校内でそちらに移っていけばすぐその児童館としての機能の中で過ごせるというの

が非常にいいことじゃないかと思っております。これからは、新設の建物はなるべく少なくして、

こういった課題については、今、空き教室の論議もございましたが、空き教室って言うのか、余

裕教室って言うのか、これについては論議がございましたが、国の指導でも、指導と言うか方針

と言うか、これでも学校教育に支障が生じない限り余裕教室等の活用を促進するとしているとこ

ろであります。施設の管理上の問題も確かにありますけれども、それはクリアできない課題では

ないと、このように考えております。今後、そういったことを念頭に、木内議員もそういうふう

にお考えされているということで、私も同感でございますので、ファシリティマネジメント会議

等でも、ここの学校とか児童館のところに協議の、そこを協議しようというところではですね、

相当余裕教室だとかそういったもの、それから学校側の進めていこうとする教育の方針とかも精

査しながら進めてまいりたい。学校の活用は、一つの有力な案であるということで、この後検討

協議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) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) ぜひ精力的に進めていただきたいと思います。ファシリティマネジメント、

今、町民系文化施設でしたか、集会施設と。これ子育て支援施設ですよね、児童館。分類からい

くとね。保育所と児童館とありますよね。ですから、その他にもたくさんありますはね、10なん

ぼだったかな、分けた、分け方として。それで今、町民系文化施設。これも相当時間かかると思

うんですけど、今言った子育て支援施設の児童館。特に青柳児童館、これ急がなきゃいけないと

思いますから、それこそ優先的に協議の土台に乗せていただいて精力的に進めていただきたいな

というふうに思います。よろしくお願いします。児童館の関係これで終わります。 

それで、次に環境衛生の関係で質問したいと思いますが、答弁いただいたそのとおりだと思い

ます。私も制度的にはなかなか難しいというふうに思っております。ですから課長から答弁いた

だきましたが、ぜひ研究して検討していただければよろしいのかなというふうに思います。ただ、
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現状これでいいのかなっていうのは、どうしてもあります。制度的には難しいにしてもあります

ので、ちょっと町長にこの静内霊園前の向かいの有価物の堆積場。実は、26 年 12 月に私質問し

たときに、町長こういうふうに答えているんですよ。町長が答えたんですね、これ、そのような

状況にあることは、その今の状況ですね。ということは、先祖の霊を祀って訪れる方も町からや

むを得ない事情で他市町村へ住まわれている方もまいられるということでございますので、なる

べくそういう状況でないことが望ましいので、早速それを見せていただいて、私どもでできるこ

とについては対処してまいりたいというふうに答弁しております。それで、私が質問したいのは

ですね、町長は現に、現場をいつごろ見て、町長はどういうその見た景観ですよね、どういうふ

うに感じられたのか。感じられたことでどういう動きって言うのかな、そのまま感じられてそれ

で終わってしまったのか、あるいはその担当課に何らかの対処なり、そういう何て言うんですか

ね、指示を出したのか。その辺、一点お伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長（酒井芳秀君) 木内議員から、26 年と今おっしゃいましたが、その時にご指摘があった

ことは承知しておりまして、その後は静内霊園のところを通ることも当然ございましたので、あ

あこのことをあげて指摘をいただいているんだなということで見ております。確かに、そういっ

たお盆のころには特に出入りの多い霊園ですから、あのような景観というのはやはり気にされる

方が多いのではないかなと見ておりました。それでそこで思ったことは、これが費用のかかるこ

となので、結局、それを移転するということになると相当多額の費用かかりますけども、神森の

砂利とかの集積場で、砂利とか骨材というか、塀を回してくれた例があります。それは、その業

者の方が自発的に近所の方の迷惑を考えて回されたということなんで、そういった方法はあるけ

れども、それをやってもらうようなお話ができないものかなと思ったところで、正直申し上げて

それを実現に移すというようなところまでは至っていないということは、正直申し上げておきた

いと思います。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) とにかくこの問題は、非常に難しいとは私も十分承知しております。ただ、

あのままで本当にいいのかなっていう思いが私も強いですし、町民の方もそういう方がたくさん

いらっしゃるということなもんですから、なんとか、私は条例の中に盛り込んだらどうかなって

いうふうに思ったもんですから。担当のほうとしては研究したいということですから、その辺含

めて先進事例あると思いますから、十分検討していただければありがたいなというふうに思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

それで、最後にごみ袋ですけども、答弁でそのとおり私は理解しております。なんとか工夫し

ていただいて予算の範囲内でできるのではないかと私も思っておりますから、今ある１種類の 30

リットルの予算から回すっていうね、恐らく小さくすると高上りになるので、枚数が確保できる

か分かりませんけれども、そういう工夫の中でもう１種類、小さいねものを作っていただければ

町民も本当に喜ぶんでないか、特に高齢者等は本当に有効的にその袋を活用できるんだろうとい

うふうに思いますから、ぜひ実現して予算化していただければ、予算化って言うか実施していた

だきたいというふうなことをお願いして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 １時３８分 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 １時５０分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

以上をもって、一般質問を終結いたします。 

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

   ◎議案第２号から議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第３、議案第２号 平成 29 年度新ひだか町一般会計補正予算(第３号)

から議案第５号 平成 29年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)までの４件を一括議題と

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) ただいま上程されました議案第２号から議案第５号についてご説明い

たします。議案第５号につきましては、担当事務長よりご説明をいたします。 

今回の各会計の補正予算の概要でございますが、前年度以前に交付を受けておりました補助金

等の精算に伴う追加交付、あるいは返還金のほか、次年度以降の行政サービスを維持するための

債務負担行為の設定など、今回補正しなければ行政サービスの提供に影響が生じる恐れのあるも

のについて予算計上しようとするものでございます。なお、行政報告いたしました本年７月 17

日の低気圧による被害状況にかかります災害復旧経費につきましては、現行予算内で対応が可能

でございますが、今後新たに災害が発生し復旧経費が必要となった場合は、補正予算を組むこと

としておりますのでご理解をお願いしたいと思います。 

それでは、各会計の補正予算の内容についてご説明いたします。議案第２号は、平成 29年度新

ひだか町一般会計補正予算(第３号)でございます。平成 29年度新ひだか町の一般会計補正予算第

３号は次に定めるところによる。 

第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,091

万 9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 163億 1,354万円にしようとする

ものでございます。 

第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

第２条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、第２表のとおりでご

ざいます。 

それでは、歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。一般８ページをお開きください。３ 

歳出でございます。２款総務費、１項総務管理費、11目地域振興費に 2,000万円を追加し、８億

3,307 万 5,000 円にしようとするものでございます。事業目 12、企業立地促進事業でございます

が、改修費等助成金でございまして、新ひだか町企業立地促進条例に基づく支援措置のための助

成金でございます。本件につきましては、平成 28年度に概算払いの申請となる予定であったこと

から、本年度に予算計上しておりませんでしたが、申請時期が遅くなったことから平成 29年度の

執行となり追加計上するものでございます。14 目諸費では、4,429 万円を追加し、4,529 万円に

しようとするものでございます。事業目１、税外過誤納等還付金でございますが、国庫負担金等
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返還金でございまして、障害者自立支援給付費等道負担金、障害者医療費国庫負担金など 15項目

の返還金でございまして、平成 28 年度以前の事業費や給付費が確定したことに伴いまして、国、

北海道の支出金について清算し返還するものでございます。財源でございますが、補助事業者へ

交付しました事業補助金の返還金２件、13万 4,000円、雑入でございますが、これを充当してご

ざいます。６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費では、2,662 万 9,000 円を追加し、

１億 8,062 万 2,000 円にしようとするものでございます。事業目９、アイヌ農林漁業対策事業で

ございますが、アイヌ農林漁業対策事業補助金でございまして、農業経営近代化施設の整備に係

る補助金でございます。トラクター、ロールベラー、ラッピングマシーンの整備となってござい

ます。こちらは本来であれば、当初予算で計上すべき事業でございますが、事業内容が決まらず

協議に時間を要したことから今回の予算計上となりましたので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。財源でございますが、アイヌ農林漁業対策事業補助金、道補助金でございますが、こちらを

同額充当してございます。以上で歳出の予算説明を終わります。 

次に、歳入の説明に入りますので、一般６ページにお戻りください。２ 歳入でございます。

歳入の事項別明細書につきましては、一般６ページ、７ページのとおりでございます。歳入の説

明につきましては、歳出の説明時に充当財源として説明してまいりましたので、詳細な説明は省

略をさせていただきます。後ほどをごらんいただきたいと思います。なお、歳出の充当財源とし

て説明していない項目でございますが、一般７ページの 20款収入、５項、１目、６節雑入でござ

いますが、一つは日高中部広域連合負担金 458 万 9,000 円でございまして、平成 28 年度に日高

中部広域連合に支出しました構成町としての負担金の清算による返還金でございます。もう一つ

は４件ございますが、地域介護福祉空間整備等事業補助金返還金 11万 1,000円、多面的機能支払

事業補助金返還金３万円は、補助事業者からの返還金でございます。障害者福祉サービス給付費

負担金過年度清算金 3,435 万 5,000 円及び身体障がい者等補装具給付費負担金過年度清算金 12

万 1,000 円は事業費等の精査に伴う国からの追加交付でございます。収支調整につきましては、

一般６ページの 10款、１項、１目、１節地方交付税 91万 6,000円の減額と 18款繰入金、１項、

１目、１節基金繰入金において、財政調整基金繰入金 2,600万円の追加で調整を図っております。

これらの財源につきましては、事業費等が確定しましたら再度精査をさせていただきたいと考え

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上で歳入の説明を終わります。 

一般３ページにお戻りください。「第２表 債務負担行為補正(追加)」でございます。債務負担

行為を設定する事項は、２件ございまして、一つは、住民健診業務委託のための債務負担行為で

ございまして、期間は平成 29年度から平成 34年度。限度額は 5,000万円でございます。住民健

診業務のうち集団健診業務を５年間にわたり委託するものでございまして、入札等により質の高

い検診を実施しようとするものでございます。なお、平成 29年度は契約行為まででございますの

で予算の執行はございません。二つ目は、ケアハウスのぞみ給食業務委託のための債務負担行為

でございまして、期間は平成 29年度から平成 32年度。限度額は 4,494万 8,000円でございます。

ケアハウスのぞみの給食については、業務委託により対応しておりますが、平成 29年度で委託期

間が終了することから、新たに３年間の委託契約を締結するため、債務負担行為を設定しようと

するものでございます。こちらにつきましても平成 29年度は契約行為までで予算の執行はござい

ません。以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

次に、議案第３号についてご説明をいたしますので、緑色の間紙の次をお開きください。議案
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第３号は、平成 29年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)でございます。平成 29

年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,836

万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35億 2,421万 9,000円にしようと

するものでございます。 

第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

それでは、歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。国保６ページをお開きください。３ 

歳出でございます。10款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金では、1,836万 3,000

円を追加し、1,837 万 3,000 円にしようとするものでございます。事業目１、償還金でございま

すが、国庫負担金等返還金でございまして、平成 28年度の医療費等の確定に伴います療養給付費

等負担金及び退職者医療療養給付費等交付金の返還金でございます。以上で歳出の説明を終わり

ます。 

１枚お戻りいただいて、国保５ページをお開きください。２ 歳入でございます。今回の補正

予算につきましては、３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目、１節財政調整交付金の普通調整

交付金、1,836 万 3,000 円の追加で収支調整を図っております。歳入につきましては、今後決算

見込み等により精査をさせていただきますので、ご理解をいただきたいと思います。以上で国民

健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。 

次に、議案第４号にまいりますので、オレンジ色の間紙の次をお開きください。議案第４号は、

平成 29 年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第２号)でございます。平成 29 年度

新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。 

第１条は、債務負担行為でございまして、地方自治法第 214条の規定により債務を負担するこ

とができる事項期間及び限度額は、「第１表」のとおりでございます。 

１枚おめくりください。「第１表 債務負担行為」でございます。今回、債務負担行為を設定す

る事項は、３件ございまして、新ひだか町立特別養護老人ホーム静寿園給食業務委託のための債

務負担行為、期間は平成 29年度から平成 32年度、限度額２億 809万 4,000円。新ひだか町立特

別養護老人ホーム蓬莱荘給食業務委託のための債務負担行為、平成 29年度から平成 32年度、限

度額１億 1,216 万 6,000 円。新ひだか町介護老人保健施設まきば給食業務委託のための債務負担

行為、平成 29 年度から平成 32 年度、9,737 万 2,000 円となってございます。三つの施設の給食

につきましては、業務委託により対応しておりますが、平成 29年度で委託期間が終了することか

ら、新たに３年間の委託契約を締結するため、債務負担行為を設定しようとするものでございま

す。なお、平成 29年度は契約行為まででございますので、予算の執行はございません。以上で介

護サービス事業特別会計予算予算の説明を終わります。 

これで私からの予算説明を終わります。議案第５号につきましては、担当事務長よりご説明を

させます。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) 米田町立静内病院事務長。 

          [町立静内病院事務長 米田一治君登壇] 

○町立静内病院事務長(米田一治君) ただいま上程されました議案第５号 平成 29年度新ひだか

町病院事業会計補正予算(第２号)につきましてご説明申し上げます。 
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第１条は、総則でございまして、平成 29 年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第２号)は、

次に定めるところによる。 

第２条は、債務負担行為に関するものでございまして、債務負担行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、次のとおりと定めるものでございます。事項につきましては、新ひだか町立

静内病院給食業務委託のための債務負担行為及び新ひだか町立三石国民健康保険病院給食業務委

託のための債務負担行為でございまして、期間はいずれも平成 29年度から平成 32年度までの４

年間とし、限度額が静内病院を 5,677 万 2,000 円。三石国民健康保険病院は、3,846 万 2,000 円

とするものでございます。なお、期間を４年としておりますが、実際に委託を行おうとするのは

平成 30 年度からの３カ年でございますが、明年４月１日から始まる新年度分の業務開始に伴い、

本年度内に入札及び契約手続などを進めるため４カ年の設定としているものでございます。 

以上、ご審議のほどよろしく願います。 

○議長(細川勝弥君) これより一般質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

議案第２号から第５号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

これから、議案第２号 平成 29 年度新ひだか町一般会計補正予算(第３号)を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３号 平成 29年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)を採決いた

します。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

[「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４号 平成 29年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第２号)を採決

いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第５号 平成 29年度の新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

[「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎議案第６号から議案第８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４、議案第６号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規

約についてから議案第８号 北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規

約についてまでの３件を一括議題といたします。 

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) ただいま上程されました議案第６号から議案第８号についてご説明を

いたします。これら３件の議案につきましては新ひだか町が加入しております北海道市町村総合

事務組合、北海道市町村職員退職手当組合及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合の３つの

一部事務組合の規約の一部を変更する必要が生じたことから、地方自治法第 286条第１項の規定

に基づき、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、同法第 290 条の規定に基づき、関係地方

公共団体の議会の議決を求めるものでございます。規約の変更の内容でございますが、３つの一

部事務組合とも共通してございます。西胆振消防組合が火葬場に関する事務の追加により、平成

29年６月１日付で、西胆振行政事務組合に名称を変更したこと及び江差町ほか２町学校給食組合

を構成する３町のうち厚沢部町が平成 29年７月 31日付で脱退し、同年８月１日付で江差町上ノ

国町学校給食組合に名称を変更したことに伴いまして規約の一部を改めるものでございます。な

お、本３件の議案につきましては、一部事務組合に加入する全ての地方公共団体が同様に議会に

上程をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

それでは、改正の内容についてご説明をいたします。議案第６号は、北海道市町村総合事務組

合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第 290条の規定に基づき、北

海道市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求めるもので

ございます。 

１枚おめくりください。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約でございます。

北海道市町村総合事務組合は、市町村等の非常勤職員などの公務上の災害に対する損害補償に関

する事務を行っている一部事務組合でございまして、前段でご説明しました２つの組合が名称を

変更したことから、別表第１及び別表第２について、変更の必要が生じたことから規約を改めよ

うとするものでございます。２ページに、議案第６号参考資料といたしまして、規約新旧対照表

を添付しておりますが、説明は省略させていただきます。最後に附則でございますが、この規約

は、地方自治法第 286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行するものでございます。 

以上で議案第６号の説明を終わります。 

次に、議案第７号についてご説明をいたします。議案第７号は、北海道市町村職員退職手当組

合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第 290条の規定に基づき、北

海道市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求めるも

のでございます。 

１枚おめくりください。北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約でございま

す。北海道市町村職員退職手当組合は、組合を組織する市町村の職員に対する退職手当の支給に

関する事務を共同処理し、もって職員の福祉増進と市町村の財政安定と健全化に寄与することと

して設定された一部事務組合でございまして、議案第６号と同様、２つの組合が名称を変更した

ことから、別表について変更の必要が生じて生じましたことから規約を改めようとするものでご
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ざいます。２ページに、議案第７号参考資料といたしまして、規約新旧対照表を添付してござい

ます。説明は省略をさせていただきます。最後に附則でございますが、この規約は地方自治法第

286条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行するものでございます。 

以上で議案第７号の説明を終わります。 

次に、議案第８号についてご説明をいたします。議案８号は、北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第 290条の規定に基づ

き、北海道庁村議会議員公務災害補償等組合規約を別紙のとおり変更することについて、議会の

議決を求めるものでございます。 

１枚おめくりください。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約で

ございます。北海道町村議会議員公務災害補償等組合は、地方公務員災害補償法の規定に基づき、

北海道町村議会等に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理する一部事務組合でございま

して、議案第６号、第７号と同様に２つの組合が名称を変更したことから、別表第１について変

更の必要が生じたことにより、規約を改めようとするものでございます。２ページに、議案第８

号参考資料といたしまして、規約新旧対照表を添付してございます。説明は省略をさせていただ

きます。最後に附則でございますが、この規約は地方自治法第 286 条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行するものでございます。 

以上で、議案第８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) これから一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

議案第６号から第８号に対して討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

これから、議案第６号北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを採決い

たします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

これから、議案第７号北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約についてを採

決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

これから、議案第８号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約につ

いてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第９号及び議案第 10号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第５、議案第９号日高地区交通災害共済組合の解散について及び議案第

10号日高地区交通災害共済組合の解散に伴う財産処分についての２件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

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) ただいま上程されました議案第９号 日高地区共済組合の解散

についてと議案第 10 号 日高地区交通災害共済組合の解散に伴う財産処分についての２件を関

連がありますので、あわせてご説明させていただきます。 

議案第９号は、日高地区交通災害共済組合の解散等についてでございまして、日高地区交通災

害共済組合の開催については、平成 31年３月 31日をもって、日高地区交通災害共済組合を解散

することについて、地方自治法第 290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

次のページをお開き願います。日高地区交通災害共済組合の解散に関する協議書案についてで

ございます。平成 31 年３月 31 日をもって日高地区交通災害共済組合を解散することについて、

地方自治法第 288条の規定により協議する。以下記載のとおりでございます。 

日高地区交通災害共済組合の解散につきましては、日高地区交通災害共済組合が、平成 20年度

から毎年、単年度決算で赤字となっておりまして、組合をこのまま継続させると基金が底をつい

てしまうことが懸念されることから、平成 28年２月４日の日高地区交通災害共済組合定例議会で

組合のあり方の検討方法を諮り、同年６月 30日に座長を様似町長の坂下組合長とし、日高地区交

通災害共済組合のあり方検討会を設置し、検討結果をまとめたものです。検討内容及び結果につ

きましては、組合を継続しようとする場合は、掛金である会費、年額 500円の金額を２倍近くま

で引き上げ、その歳入を確保するということ。また各町それぞれ加入率を 50パーセント台まで引

き上げることの大きな２点について検討をしましたが。掛金である会費を２倍近くまで引き上げ

た場合、引き上げることによってさらに加入率が下がること。また、加入率を上げることに関し

ては、人口減少が進む中で自治会での取りまとめなどの取り組みが難しく、加入率が上がらない。

また、自治会で個人情報を扱うことでプライバシー保護などの問題があり、なかなか従前のよう

に容易に取り組みができないという状況が現実的にあること。この要因から掛金、会費の引き上

げも加入率を上げるということのどちらも難しく、基金が底をついて赤字決算となる前に解散す

ることはやむを得ないという結論に達したものでございます。このことから、今後加入募集申し

込みにつきましては、平成 29年度までとし、見舞金の請求期間につきましては、交通事故に遭っ

た日から１年間と定められておりますので、平成 30 年度を見舞金支給の清算年度として、平成

31 年３月 31 日をもってこの組合を解散することで検討結果がまとまったものでございます。そ

の後、平成 28 年 10 月 14 日に、日高地区交通災害共済組合臨時会を開催し、あり方検討会の検

討結果により組合の解散を決定しております。以上を解散についての経過等をご説明させていた

だきまして、地方自治法第 290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

次に、ページを２枚おめくり願います。議案第 10号でございます。議案第 10号は、日高地区

交通災害共済組合の解散に伴う財産処分についてでございまして、日高地区交通災害組合の解散

に伴い別紙のとおり財産処分をすることについて、地方自治法第 290条の規定により議会の議決
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を求めるものでございます。 

次のページをお開き願います。日高地区交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に関する協議

書案でございまして、日高地区交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について、地方自治法第

289 条の規定により、次のとおり定めるものでございます。平成 11 年４月１日から平成 31 年３

月 31日までの間における組合を構成する関係町ごとに、会費総額から見舞金総額を差し引いた余

剰金が全体の額に占める割合を、平成 31年３月 31日現在の組合の財政調整基金、歳計現金及び

これらに係る利子の総額に乗じた額を関係町に帰属させるものでございます。以下記載のとおり

でございます。これにつきましては、解散した時点での財産処分の仕方についての協議書案でご

ざいまして、財産処分につきましては、地方自治法の第 289条に財産処分を必要とするときは関

係地方公共団体の協議によりこれを定めると規定されてございまして、剰余金の計算方法につき

ましては記載のとおりの方法により算出し、関係団体に帰属させることで清算するものでござい

ます。なお、解散年度であります 30年度末の基金残高は、昨年６月のあり方検討会での試算では、

全体で約 480万円を見込んでおりまして、当町の剰余金割合は 27.5%となってございます。 

恐れ入りますが、ページを２枚お戻り願います。議案第９、10号参考資料でございます。資料

中段の参考のところでございますが、今後の日程を記載しております。平成 31年３月 31日に組

合を解散しまして、同日付けで財産の確定を行い、４月から６月にかけて旧組合長が平成 30年度

の歳入歳出決算を作成し、各関係町において決算審査を行い、議会の決算認定を経て財産処分に

より各構成町へ剰余金配分がされる予定となっております。 

以上、議案第９号 日高地区災害共済組合の解散についてと議案第 10号 日高地区交通災害共

済組合の解散に伴う財産処分についての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) これから一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

議案第９号及び第 10号に対して討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

これから、議案第９号 日高地区交通災害共済組合の解散についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第 10号 日高地区交通災害共済組合の解散に伴う財産処分についてを採決いたしま

す。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第 10号は原案のとおり可決されました。 

説明員の入替えがございますのでそのままお待ちください。 

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

  ◎議案第 11号及び議案第 12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６、議案第 11 号 新たに生じた土地の確認について及び議案第 12

号 字の区域の変更についての２件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

石丸水産林務課長。 

          [水産林務課長 石丸修司君登壇] 

○水産林務課長(石丸修司君) ただいま上程されました議案第 11 号、第 12 号について関連がご

ざいますので合せてご説明いたします。本議案につきましては、市町村の区域内に新たに土地が

生じた場合、その土地の確認並びに字の区域の変更について、議会の議決を得る必要があります

ことから議案上程するものでございます。 

それでは、議案第 11号でございます。新たに生じた土地の確認について、地方自治法第９条の

５第１項の規定により新ひだか町の区域内に新たに生じた次の土地を確認する。確認をいただく

土地につきましては、所在、日高郡新ひだか町三石本町 593番３地先の公有水面埋立地。面積は

1,313.36平方メートルでございます。 

次のページをおめくりください。参考資料１及び次のページは２でございますが、議案第 11号、

第 12号の関連であります資料でございます。参考資料１につきましては、第 11号でご説明申し

上げました新たに生じた土地の位置でございますが、三石漁港第二工区中央部に位置し、平成 26

年７月から平成 29年３月までの間、特定漁港漁場整備事業で実施しました公有水面の埋め立て地

による屋根つき岸壁工事の竣工に伴い新たに生じた土地でございます。次の参考資料２でござい

ますが、詳細図に黒枠ふちどりの斜線で当該カ所の土地を示しております。 

次のページをお開きください。次が、議案第 12号 字の区域の変更についてでございます。地

方自治法第 260条第１項の規定により新ひだか町の字の区域を次のとおり変更する。新たに生じ

た土地の確認によるものとなります。字の名称ですが、議案第 11号に同じく三石本町であります。

変更する字の区域に編入する公有水面埋立地でございますが、議案第 11号と同じく三石本町 593

番３地先の公有水面埋立地。面積も同じく 1,313.36平方メートルでございます。 

以上で議案第 11号、第 12号についてご説明申し上げました。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) これから一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

議案第 11号及び第 12号に対して討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

これから、議案第 11号 新たに生じた土地の確認についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって議案第 11号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第 12号 字の区域の変更についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 
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よって、議案第 12号は原案のとおり可決されました。 

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

  ◎議案第 13号及び議案第 14号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第７、議案第 13 号 平成 28 年度新ひだか町水道事業会計決算認定に

ついて及び議案第 14号 平成 28年度新ひだか町病院事業会計決算認定についての２件を一括議

題といたします。 

お諮りいたします。本案２件については、９名の委員で構成する企業会計決算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査すること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、本案２件については、９名の委員で構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、

これに付託して審査することに決定いたしました。 

ただいま設置されました企業会計決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

７条第２項の規定により、４番、川端君、５番、木内君、８番、白尾君、10 番、畑端君、11 番、

建部君、14番、阿部君、16番、築紫君、18番、下川君、20番、川合君、以上９名を指名したい

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、ただいま指名いたしました９名の諸君を企業会計決算審査特別委員に選任することに

決定いたしました。 

お諮りいたします。企業会計決算審査特別委員会については、事件名を平成 28年度新ひだか町

の企業会計決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認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、企業会計決算審査特別委員会については、事件名を平成 28年度新ひだか町の企業会計

決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしました。 

休憩中に特別委員会を開催し正副委員長の互選を願います。暫時休憩いたします。 

          休憩 午後 ２時３４分 

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

再開 午後 ３時０３分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

諸般の報告をいたします。休憩中に企業会計決算審査特別委員会において、委員長、副委員長

の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元にまいりましたので報告いたします。 

委員長に 14番、阿部君、副委員長に８番、白尾君。以上のとおり互選された旨の報告がありま

した。 

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

  ◎議会案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第８、議会案第４号議会の議決に付すべき事件を定める条例制定につい
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てのを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君)  

 新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様 

             提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛 

             賛成者  同     上  福 嶋 尚 人 

賛成者  同     上  志 田   力 

             賛成者  同     上  畑 端 憲 行 

賛成者  同     上  池 田 一 也 

賛成者  同     上  築 紫 文 一 

賛成者  同     上  川 合   清 

議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、地方自治法第 112 条及び会議規則第 14 条第２項の規定により提出

します。 

                    記 

１ 件 名 

  議会案第４号 議会の議決に付すべき事件を定める条例制定について 

提案理由 

総合計画については、平成 23年の地方自治法改正により、策定義務がなくなり同時に議決事件

ではなくなりました。しかし、総合計画は住民生活に非常に関係が深く重要な行政計画と考え、

議会の議決に付すべき事件とするため本条例案を提出するものです。 

 

議会案第４号 議会の議決に付すべき事件を定める条例制定について 

 議会の議決に付すべき事件を定める条例を別紙のとおり制定する。 

 

議会の議決に付すべき事件を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第２項の規定に基づき、議

会の議決に付すべき事件を定めるものとする。 

 （議会の議決に付すべき事件） 

第２条 議会の議決に付すべき事件は、本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため

の基本構想の策定、変更又は廃止とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

以上です。ご審議をよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 
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○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

本案に対して討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

これから、議会案第４号 議会の議決に付すべき事件を定める条例制定についてを採決いたし

ます。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議会案第４号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎決議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第９、決議案第２号 朝鮮民主主義人民共和国のミサイル発射及び核実

験に抗議する決議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。 

７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君) 

   新ひだか町議会議長  細 川 勝 弥   様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  進 藤   猛 

                    賛成者  同     上   福 嶋 尚 人 

                    賛成者  同     上   志 田   力 

                    賛成者  同     上   畑 端 憲 行 

                    賛成者  同     上   池 田 一 也 

                    賛成者  同     上   築 紫 文 一 

                    賛成者  同     上   川 合   清 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （決議案第２号） 

朝鮮民主主義人民共和国のミサイル発射及び核実験に抗議する決議について 

 

提案理由 

 たび重なる北朝鮮のミサイル発射と核実験に対して、厳重に抗議するとともに、改めて、この

ような国際社会の平和と安定を脅かす行為をこれ以上繰り返すことのないよう日朝平壌宣言を遵

守し、核実験はもとより、今後一切の核兵器開発と町民の安全・安心を脅かす弾道ミサイル計画

を放棄するよう強く求めるものです。 

なお、本文については省略をいたします。 

以上決議する。平成 29年９月 15日。 

ご審議よろしくお願いいたします。 
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○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は質疑討論を省略し、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、決議案第２号は原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 12号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 10、意見書案第 12号 林業、木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実強化を求める意見書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。 

７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  進 藤   猛 

                    賛成者  同     上   福 嶋 尚 人 

                    賛成者  同     上   志 田   力 

                    賛成者  同     上   畑 端 憲 行 

                    賛成者  同     上   池 田 一 也 

                    賛成者  同     上   築 紫 文 一 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 12号） 

  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書について 

 

提案理由 

 人工林資源が本格的な利用期を迎える中、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり

交付金等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備などの取り

組みをさらに加速し、地域の特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、森林資源

の循環利用による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を求める意見

書を提出するものです。 

 

提出先   衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

財務大臣 

総務大臣  各 通 
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文部科学大臣 

農林水産大臣 

経済産業大臣 

国土交通大臣 

環境大臣 

復興大臣 

なお、本文の朗読については省略をさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議あり」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議ありの発言がありましたので、起立採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

         [起立する者多数あり] 

○議長(細川勝弥君) はい、着席ください。起立多数であります。 

よって、意見書案第 12号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 13号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 11、意見書案第 13号 食品衛生管理の国際標準化を求める意見書に

ついてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

12番、池田君。 

          [12番 池田一也君登壇] 

○12番(池田一也君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  池 田 一 也 

                    賛成者  同     上   建 部 和 代 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 13号） 

  食品衛生管理の国際標準化を求める意見書について 

 

提案理由 

 食品の衛生管理は、先進国を中心にＨＡＣＣＰが義務化されていますが、我が国では導入が遅

れています。東京オリンピック・パラリンピックを見据え、国内の食品の安全性のさらなる向上

のため、食品流通の多様化や国際化等を踏まえた食品衛生管理制度の見直しを進め、衛生管理の

「見える化」など、食品の安全の確保を図ることを強く求めるため意見書を提出致します。 
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 提出先   衆議院議長 

参議院議長  各 通 

内閣総理大臣 

厚生労働大臣 

なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出いたします。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本件は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 13号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 14号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 12、意見書案第 14号 受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法

の改正を求める意見書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。 

11番、建部君。 

          [11番 建部和代君登壇] 

○11 番(建部和代君) 最初に提案理由の一部削除をお願いしたいと思います。それで、次のペー

ジの提案理由なんですけども、下から２行目の、「罰則付き規制を図る」ところを削除させていた

だきます。 

提案を求めるための理由の説明をいたします。 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  建 部 和 代 

                    賛成者  同     上   池 田 一 也 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 14号） 

    受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書について 

 

提案理由 

 受動喫煙を防止するには、たばこの煙が深刻な健康被害を招くことを国民に啓発していくこと

が重要です。また、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、我が国の受動喫煙防止対

策の取組を国際社会に発信する必要があります。そこで、受動喫煙防止対策の取組を進めるため

の健康増進法の早急な改正を強く求めるため意見書を提出します。 
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 提出先   衆議院議長 

参議院議長  各 通 

内閣総理大臣 

厚生労働大臣 

本文の朗読を省略いたします。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

         [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 14号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 15号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 13、意見書案第 15号 障害児者の生きる基盤となる暮らしの場の早

急な整備を求める意見書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。 

19番、谷君。 

          [19番 谷 園子君登壇] 

○19番(谷 園子君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  谷   園 子 

                    賛成者  同     上   川 合   清 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 15号） 

    障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書について 

 

提案理由 

 障害があるがゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障害児者は年々増加して

います。現行の障害福祉政策は居宅サービスはもちろん、グループホームや入居施設の絶対的不

足により、多くの障害児者が家族の介護に依存した生活を余儀なくされています。家族に依存し

た生活の長期化は、社会からの孤立や老障介護などの現実を生み、障害児者の自立をますます困

難にしています。よって、障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備をはかるよ

う意見書を提出するものです。 

 

 提出先   衆議院議長 
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参議院議長  各 通 

内閣総理大臣 

厚生労働大臣 

内閣官房長官 

なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 15号は原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 16号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 14、意見書案第 16号 学校給食の拡充、無料化を求める意見書につ

いてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

20番、川合君。 

          [20番 川合 清君登壇] 

○20番(川合 清君) 

    新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  川 合   清 

                    賛成者  同     上   谷   園 子 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 16号） 

    学校給食の拡充・無料化を求める意見書について 

 

提案理由 

 現在、学校給食は小学校でほぼ 100パーセントの実施率に到達しようとしていますが、人件費、

消費税、材料費の高騰などによって、自治体財政を圧迫しています。 

一方、学校給食の教育的効果もさることながら、子どもの貧困の広がりから、学校給食の無料

化も求められています。 

こうしたことから、2016年３月の内閣府・経済財政諮問会議において、子ども・子育て支援拡

充として給食費の無料化が打ち出し、学校給食の無料化は教育効果と貧困への対策というだけで

なく、子育て支援とまちづくりの柱に位置付けられました。 

よって、学校給食の中学校などへの拡充と合わせ、学校給食の無料化を早期に実現されるよう
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意見書を提出しようとするものです。 

 

 提出先   衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣  各 通 

文部科学大臣 

財務大臣 

なお、本文の朗読は省略させていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 16号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 17号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 15、意見書案第 17号 ＪＲ北海道の鉄道維持、存続に対して国の支

援拡充を求める意見書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。 

19番、谷君。 

          [19番 谷 園子君登壇] 

○19番(谷 園子君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  谷   園 子 

                    賛成者  同     上   川 合   清 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 17号） 

    ＪＲ北海道の鉄道維持・存続に対して国の支援拡充を求める意見書について 

 

提案理由 

ＪＲ日高線は、平成 27 年１月の高波被害以降不通となり、「単独では維持困難」10 路線 13 区

間とされ、災害復旧にも手がつけられてません。 

北海道のＪＲ路線は、通勤・通学や通院などの移動手段として地域住民の生活を支えるととも

に、地域間の人の交流や産業や観光振興はもとより、農産物の大量輸送に欠かせない社会資本で

す。 

ＪＲ北海道の経営を困難にさせている最大の原因は、国鉄の分割民営化時に設立した経営安定

基金の利回り運用が低下したことにあります。このため国に対して、ＪＲ北海道の路線維持・存
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続に向けて最大限の支援を求める意見書を提出しようとするものです。  

 

 提出先   衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣  各 通 

総務大臣 

国土交通大臣 

本文の朗読は省略させていただきます。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 17号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 18号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 16、意見書案第 18号 米朝の直接対話を促し、対話を通じた解決促

進を求める意見書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。 

20番、川合君。 

          [20番 川合 清君登壇] 

○20番(川合 清君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  川 合   清 

                    賛成者  同     上   谷   園 子 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 18号） 

    米朝の直接対話を促し、対話を通じた解決促進を求める意見書について 

 

提案理由 

 北朝鮮は今月３日、６回目の核実験を強行しました。今年だけでも 13回の弾道ミサイルの発射

とともに、世界と地域の平和と安定にとって重大な脅威となっている。さらに「米国への贈り物

は続く」と脅迫している。 

北朝鮮の度重なる国連安保理決議、６カ国の共同声明、日朝平壌宣言にも反する暴挙は、「対話

による解決」に逆行し、「核兵器のない世界」を求める世界の大勢にも逆らうものです。 
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こうしたもとでも、軍事衝突は絶対に避けなければなりません。８月 29日の国連安保理議長声

明も「対話を通じた平和的で包括的な解決」を加盟国に呼びかけました。 

日本の政府として北朝鮮に対して、これ以上の軍事的挑発を中止することを厳重に求めるとと

もに、米朝両国に直接対話を促し、平和的・外交的な手段で核・ミサイル問題を解決する努力を

求めるものです。 

 

 提出先   衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣  各 通 

外務大臣 

防衛大臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

よろしくご審議お願いします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 18号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 19号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 17、意見書案第 19号 教職員の長時間労働を是正を求める意見書に

ついてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

８番、白尾君。 

          [８番 白尾卓人君登壇] 

○８番(白尾卓人君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  白 尾 卓 人 

                    賛成者  同     上   進 藤   猛 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 19号） 

    教職員の長時間労働是正を求める意見書について 

 

提案理由 

 文科省の 2016 年度「公立小中学校教員の勤務実態調査」結果において、厚労省が過労死の労

災認定の目安としている月 80 時間超の残業に相当する教員が、小学校 33.5 パーセント、中学校
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57.6 パーセントに達することが明らかになりました。また、同年の連合総研の調査においても、

小学校 72.9 パーセント、中学校 86.9 パーセントの教員が「過労死レベル」となる超勤を行って

いる過酷な勤務実態が明らかになりました。 

 そのような中で、政府の「働き方改革」においては、教職員は「給特法」により「労基法」の

一部適用除外となっているとして、議論の対象外とされています。 

 長時間労働が社会問題化し「働き方改革」が求められている中で、教職員についても、ゆとり

をもって子どもたちに向き合い、子どもに寄り添った教育を行えるようにするため、教職員の長

時間労働是正を求める意見書を提出するものです。 

 

 提出先   北海道知事 

北海道教育委員会教育長  各 通 

北海道議会議長 

なお、本文朗読につきましては省略させていただきます。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書えお提出するものでございます。 

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) お諮りいたします。本案は、質疑討論を終結し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 19号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 20号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 18、意見書案第 20号 適正な地方財政計画の策定を求める意見書に

ついてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

８番、白尾君。 

          [８番 白尾卓人君登壇] 

○８番(白尾卓人君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  白 尾 卓 人 

                    賛成者  同     上   進 藤   猛 

議案の提出について 

次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

１ 件  名 

 （意見書案第 20号） 

    適正な地方財政計画の策定を求める意見書について 

 

提案理由 
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財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は５月 29日、「『経済・財政再生計画』の着実な実

施に向けた建議」を取りまとめ、地方自治体における基金残高が 2015年度決算で 21兆円の規模

になっており、10年前と比較し 7.9兆円増加していることなどを理由に、基金残高を地方財政計

画へ反映するよう求めました。 

地方自治体では、この間、厳しい財政事情を抱えながら、国を上回る行財政改革を実施するな

かで、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化の進行に応じた医療・介護体制の構築、地

域交通の維持などへ財源を捻出してきています。 

地方の基金残高が増加していることをもって、これを地方財政計画に反映することは地方を疲

弊させるものであり、認められず、適正な地方財政計画の策定を求める意見書を提出するもので

あります。 

 

 提出先  衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣  各 通 

総務大臣 

財務大臣 

本文朗読につきましては省略させていただきます。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出するものございます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 20号は、原案のとおり可決されました。 

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

  ◎意見書案第 21号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 19、意見書案第 21号 道教委「新たな高校教育に関する指針」を抜

本的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書についてを議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

８番、白尾君。 

          [８番 白尾卓人君登壇] 

○８番(白尾卓人君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                    提出者 新ひだか町議会議員  白 尾 卓 人 

                    賛成者  同     上   進 藤   猛 

議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第 14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 
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１ 件  名 

 （意見書案第 21号） 

    道教委「新たな高校教育に関する指針」を抜本的に見直しすべての子どもに 

ゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書 

 

提案理由 

「新たな高校教育に関する指針（2006 年）」に基づき、毎年度「公立高等学校配置計画」を決

定し、「望ましい学校規模」を「40 人学級で４～８学級」として、高等学校の募集停止や再編・

統合を行ってきました。 

これによって、公立高校のない市町村は 50となり、2018～2020年度の「公立高等学校配置計

画案」でも再編・統合により 40校 42学級と大規模な削減になっています。 

「配置計画」で地元の高校を奪われた子どもたちは、遠距離通学や下宿生活等を余儀なくされ、

精神的・身体的な負担は増大するとともに、保護者の経済的負担の増大も報告されています。ま

た、子どもの進学を機に地元を離れる保護者も現れ、過疎化が進み、経済や産業、文化などに影

響を及ぼすなど結果的に地域の活力を削ぐこととなっています。 

昨年度道教委は、「新たな高校教育に関する指針」の見直しについて検討し、10月に「『新たな

高校教育に関する指針』検討報告書」を公表しましたが、依然として「望ましい学級規模を４～

８学級とし再編整備を進めることを基本」としており、地域の要望や実態を全くふまえたものと

なっていません。 

これまでの「指針」の問題点を改めず、これまで同様に１学年４～８学級を「望ましい学校規

模」、１学級 40人に固執すれば、今後も統廃合が進むことは明らかであり、「都市部への一極集中」

や「地方の切り捨て」により地域間格差が増大するとともに、北海道地域全体の衰退につながり

ます。 

地域に高校を存続させ、希望するすべての子どもにゆたかな後期中等教育を保障していくため、

「新たな高校教育に関する指針」を抜本的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高

校教育を求める意見書を提出するものです。 

 

 提出先   北海道知事 

北海道教育委員会教育長  各 通 

北海道議会議長 

なお、本文の朗読につきましては、省略させていただきます。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出するものでございます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、意見書案第 21号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について 

○議長(細川勝弥君) 日程第 20、委員会の閉会中の継続審査及び継続事務調査についてを議題と

いたします。 

各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件について

は、会議規則第 75条の規定によって、お手元に配付の申出書のとおり閉会中の継続審査及び継続

事務調査の申し出があります。 

お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とする

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、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定

いたしました。 

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

  ◎行政報告に対する質疑 

○議長(細川勝弥君) これから、行政報告に対する質疑を行います。 

報告事項のみについて質疑願います。 

13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) はい。一つだけ。２ページのＪＲ日高線大狩部厚賀間の護岸普及に関する

緊急要望活動についての中で、(３)の要望事項で、被災箇所に対する抜本的な解決策の実施ってあ

りますけども、この被災箇所とは、大狩部と厚賀間のことだけを言っているのか、他のＪＲ日高

線の他の箇所も含めて要望されているのか。町長にお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ここで対象となっている被災箇所っていうのは、大狩部海岸。前後にちょっ

と被害が広がりましたけど、大狩部海岸のことであります。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君・・・町長まだありますか。 

町長。 

○町長(酒井芳秀君) と申しますのは、今年はあまり大きな波浪がきておりませんけれども、少し

大きな波が来ると、波が今している工事をして、一応してあるんですけど、それを乗り越えて返

り波で土砂をまた引っ張っていくわけです。それで、漁場がまともに従来のような漁業ができな

い状況になってると。それで、漁業者から強い声が出まして、ひだか漁協としてもこれはという

ことで、私どもにもお話ありますし、ひだか漁協としても直接ＪＲに言っているということでご

ざいますので、そこが対象地域でございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) しつこいようですけど、ＪＲ日高線の復旧に向けての要望書だと思うんで

すけども、日高線には、まだほかにも被災箇所があって、ここだけじゃ日高線は普及しないと思

うんですけども、それについては町長は要望されなかったら、ちょっと、なかなか他の箇所につ

いては難しくなるんじゃないですか。私はそう思うんですけど、これについては要望されなくて

もよろしかったんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 
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○町長(酒井芳秀君) ＪＲ日高線の復旧、もしくはＤＭＶとかＢＲＴによる連続した路線としての

確保の、その要望には当然そういった全体的な被災箇所の復旧というものを含んだ要望となって

おります。これは、特に漁業被害ということで、新冠町長からもそういった表明もございますし、

それを取り上げて要望したとこういうことでございます。 

○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。よって、質疑を終結いたします。 

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

◎閉会の宣告 

○議長(細川勝弥君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 

会議を閉じます。 

以上で、平成 29年第４回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 

                                  (午後 ３時４９分) 

 


