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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６回新ひだか町議会定例会を開会いたします。 

                                  (午前 ９時３０分) 

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

   ◎開議の宣告 

○議長(細川勝弥君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長(細川勝弥君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

名いたします。 

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

   ◎会期の決定 

○議長(細川勝弥君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から 12月 18日までの７日間とし、うち 12月 16

日、17日は休会と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 12月 18日までの７日間とし、12月 16日、17日は休会

とすることに決定いたしました。 

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

   ◎行政報告・教育行政報告 

○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。それでは行政報告を申し上げます。 

 初めに、ＪＲ日高線を取り巻く情勢についてであります。ＪＲ日高線、むかわ‐様似間、この

沿線地域の公共交通に関する調査検討協議会におきましては、４月に本協議会を発足して以降、

協議検討を重ね、このたび当協議会において、委託に出しておりました調査について、学識有識

者の慣習を受け、11 月 20 日にＪＲ日高線沿線地域の公共交通に関する調査報告書がまとまった

ところであります。この調査報告書の資料案概要３ページものにつきましては、11 月 14 日に各

議員の皆様へお配りさせていただき、ＪＲ日高線沿線地域の公共交通に関する調査報告資料、こ

れにつきましては、12月１日の総務常任委員会において説明後、経済常任委員会、文教厚生常任

委員会に配付させていただきました。今回の調査といたしましては、１ 日高管内の公共交通の

現状。２ ＪＲ日高線の代替手段、ＤＭＶ、ＢＲＴ、バスについて、運航に必要な要件、費用、

準備期間など。３ 公共交通利用者の利用状況、動向等。４ 調査結果の分析、各交通モードの
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比較検証。５ 地域公共交通のネットワーク全体の維持発展の実現に向けた今後のあり方、可能

性の５点について調査検討をしております。具体的には、三つのモードにおけるハード整備、ソ

フト整備について、必要な環境、法令、規制等による検証条件を設定しまして、事業体制のメリ

ット、デメリットを検証し、調査結果につきましては、各交通モードの比較検証を期間要件、運

行能力面、利便性、地域への影響により分析されております。今後の方向性といたしましては、

３年近く運休しているＪＲ日高線の対応について、なるべく早く結論を出す必要があることから、

この高校この報告書の調査結果をもとに町長会議等において協議が進められていくということに

なります。 

 次に、平成 29年度新ひだか町表彰についてであります。長きにわたり本町の振興発展にご尽力

いただきました７名の方々に対し、記載のとおり、町表彰各賞を贈呈いたしました。 

 次に、落雷による被害状況についてであります。平成 29年 11月８日の落雷による被害状況は

記載のとおりであります。 

 次のページをおめくりください。低気圧による被害状況についてであります。平成 29年 11月

11日の低気圧による暴風の被害状況は、記載のとおりであります。 

 次に、北海道静内農業高等学校にかかわる道外入学制限の撤廃等に関する要望活動についてで

あります。北海道静内農業高等学校にかかわる道外入学制限の撤廃等について、教育長とともに

記載のとおり要望活動を行いました。 

 次のページへまいりまして、高規格幹線道路日高自動車道の整備促進に関する要望活動につい

てであります。高規格幹線道路日高自動車道の整備促進について、高規格幹線道路日高自動車道

早期建設促進期成会及び日高総合開発期成会の構成町長とともに、記載のとおり要望活動かなっ

てまいりました。 

 次に、森林環境税(仮称)の創設に関する要望活動についてであります。森林環境税(仮称)の創設

に関する要望活動について、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

おり要望活動を行いました。 

 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、４件の工事にかかわる

入札を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 

 次の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等を行いました。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) 次に、教育委員会の行政報告を行います。 

 教育長。 

          [教育長 髙野卓也君登壇] 

○教育長(髙野卓也君) おはようございます。教育行政報告を申し上げます。 

 11月３日の町の表彰式とあわせて、教育委員会表彰を挙行いたしました。永年にわたり本町の

教育文化スポーツの振興発展などにご尽力をいただきました 10 名２団体の方々に記載のとおり、

各賞を贈呈いたしました。受賞されました皆様方のますますのご活躍をご期待申し上げます。 

 以上を申し上げまして、教育行政報告といたします。 

○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。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎委員会審査報告の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第４、委員会審査報告を議題といたします。 

 さきに付託の議案第 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件を一括して、委員長の報告

を求めます。 

 企業会計決算審査特別委員長 阿部君。 

          [企業会計決算審査特別委員会委員長 阿部公一君 登壇] 

○企業会計決算審査特別委員会委員長(阿部公一君) 決算審査特別委員会委員長の阿部です。おは

ようございます。本委員会への付託事件については、議員必携第３章決算の認定を念頭に、10月

18日午前に水道事業会計について、午後に病院事業会計について、それぞれ関係課担当職員の出

席を求め、決算内容の説明を受け、質疑を行ってまいりました。審査意見については、11 月 13

日に委員会を開催し、取りまとめたところです。それでは、付託事件の審査について報告いたし

ます。 

                       平成 29年 12月 12日 

 新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様 

                              企業会計決算審査特別委員会 

委員長 阿 部 公 一 

          委 員 会 審 査 報 告 書 

 平成 29年９月 15日、第４回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託の事件は、審査

の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第 77条の規定により報告します。 

 

                    記 

 

１ 付託事件 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 

       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 

２ 審査結果 認    定 

３ 審査意見 別紙のとおり 

 

          審  査  意  見 

【新ひだか町水道事業会計】 

 新ひだか町水道事業会計は、給水人口の減少（△287人）等で有収水量が減少（△2,389トン）

し事業収益は減少した。また、施設の維持管理費や減価償却費等、営業費用の増により、平成２

８年度決算額は、対前年比 2,170 万 7,394 円減の 3,961 万 2,042 円の純利益を計上するとなって

いる。これに、実際には現金収入がない長期前受金戻入を加味すると、実際の資金ベースでは、

年度純利益 395万 3,633円となる。 

 今後においても、給水人口の減少等により事業収益の減少が予想されるが、計画的に取り組ん

でいる老朽管更新事業や基幹水道構造物耐震化事業など、施設整備の課題も多く、更には水道事

業を取り巻く、過年度損益勘定留保資金等の経営環境は、一段と厳しくなるものと想定される。 

 また、今年度より、納入者の利便性向上を図る上から、納入通知書によるコンビニ収納にも取
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り組んでいる。 

 これらのことから、将来を見据えたより一層水道事業の健全経営に邁進され、安心安全でおい

しい水の安定供給に努めることを求め、次のとおり審査意見を添える。 

                    記 

１．平成 28年度決算は黒字決算となっているが、純利益幅の減少のほか、資本投資による内部留

保資金も目減りしており、水の１リットル当たりの利益幅も、制度改正（前受金戻入）により過

去３年は赤字となっている。今後とも水道事業を取り巻く経営環境の悪化が想定される。 

 将来を見据えながら水道料金の維持を図り、健全な水道事業経営に努められたい。 

２．水道料金の収入率は、現年度 96.85％、過年度 58.04％であり、収入未済額は現年度 1,225万

4,430円、過年度 788万 2,575円となっている。 

 水道事業会計の安定経営を図る上からも、水道料金の納入環境の充実と、徹底した収入対策を

図ることによる、更なる収入率の向上に努力されたい。 

３．計画的な老朽管更新や漏水調査による早期修繕など、水道事業施設の適切な維持管理により、

有収率の向上が図られたことは評価する。しかし、無収水量では改善されているが、無効水量が

前年度より増加しており、今後においても更なる徹底した漏水調査によりその改善に努められた

い。 

４．水道事業会計の安定経営を図るためにも、新規事業に関しては費用対効果を熟考し、計画を

立てることはもちろん、通常の収納対策においても、年末や年度末には徹底した収納対策に努め、

収入率の向上と滞納繰越額の縮減に努められたい。 

 

【新ひだか町病院事業会計】 

 新ひだか町病院事業会計は、静内病院と三石国保病院の２病院を一会計として収支決算を行っ

ている。 

 平成 28年度決算額は、8,827万 3,752円の純損失で赤字決算となっており、当年度未処理欠損

金は６億 9,478 万 1,185 円となっている。赤字決算の要因としては町財政が深刻な状況を迎えて

いることに鑑み、昨年度まで行われていた赤字補填分の水準を維持することが困難となったこと

により、他会計補助金を含めた収益が 8,007 万 8 千円減収となったこと、医療収益増に伴い診療

材料等の経費が増加したことなどが要因となっている。これらのことから、今後も依然として厳

しい病院経営となることが明らかである。 

 このような状況の中で、今年２月から脳神経外科の外来を開始、地域診療室には医療職を配置

し機能強化を図っている。また、三石国保病院では受付時間の変更、歌笛診療所では予約制を開

始するなど体制の環境整備が図られたことは評価できる。 

 今後も公的病院として、総務省が示した「新公立病院改革ガイドライン」に基づき、今年２月

に出された「新ひだか町新公立病院改革プラン」をベースとし、地域医療の核として町民から信

頼される病院づくりに努めることを求め、次のとおり審査意見を添える。 

                    記 

１．病院経営の課題である、職員の人材確保に努められるとともに、診療科目や診療体制の精査

に努められたい。病院経営の根本的見直しを含め、早期に議論・検討を進められたい。 

２．地域医療体制の充実を図るためにも、地域全体の医療体系や町内外の医療機関との連携につ
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いて「バーチャル総合病院構想」等、各種のシステム構築に向けて、更なる取り組みを進められ

たい。 

３．耐用年数を経過した施設や医療機器等の更新修繕については、将来を見据えた整備計画に基

づき計画的な整備と適切な維持管理に努められたい。 

４．一般会計の財政状況を考慮すると、病院経営は厳しい局面を迎えることとなる。病院及び行

政が一体となり、公立病院の体制やあり方について、「新ひだか町新公立病院改革プラン」に基づ

く積極的な運営に努められたい。 

 以上であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長(細川勝弥君) 阿部委員長、自席のほうにお願いします。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 本件２件に対し討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから採決を行います。さきに議案第 13号 平成 28年度新ひだか町水道事業会計決算認定

についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。本案は、

委員長の報告のとおり認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 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は、認定することに決定いたしました。 

 次に、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を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定するものであります。本案は、

委員長の報告のとおり認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 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は、認定するこ

とに決定いたしました。 

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

   ◎委員会審査報告の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第５、委員会審査報告を議題といたします。さきに付託の議案第１号 

平成 28年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について、委員長の報告を求めます。 

 決算審査特別委員長 城地君。 

          [決算審査特別委員長 城地民義君登壇] 

○決算審査特別委員長(城地民義君) 平成 28年度新ひだか町の各会計歳入歳出決算につきまして

は、11月 14日から 20日までの５日間、それから 27日にまとめをしたところでございます。 

                       平成 29年 12月 12日 

 新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様 

                              決算審査特別委員会 

委員長 城 地 民 義 
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          委 員 会 審 査 報 告 書 

 平成 29年 11月 8日、第５回新ひだか町議会臨時会において、本委員会に付託の事件は審査の

結果、下記のとおり決定したから、会議規則 77条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 付託事件 議案第 １号 平成２８年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について 

２ 審査結果 認    定 

３ 審査意見 別紙のとおり 

 

審  査  意  見 

【新ひだか町各会計歳入歳出決算】 

 平成28年度新ひだか町一般会計の決算総額は、歳入決算額178億3,307万3千円(前年度比1.2％

減)、歳出決算額 176億 9,108万１千円(前年度比 1.3％減)となっております。 

 決算収支は、歳入歳出差引額が、１億 4,199 万 2 千円の黒字ですが、繰越明許費を差し引いた

実質収支は１億 895万 8千円(前年比 14.6％減)、経常収支比率は 98.9％と前年比 4.3ポイント増

加しております。 

 また、実質単年度収支は２憶 9,782 万 9 千円の赤字となっており、次年度以降に向けて収支の

改善が求められます。 

 決算における歳出総額の増加要因は、総合町民センター建設事業や例年にない台風・大雨災害

発生に伴う災害復旧事業等である。また、義務的経費の扶助費は 22 億 1,434 万 3 千円と前年比

5.1％の増加となっております。地方債残高は 221 億 2,939 万円となり、前年比４億 7,286 万 8

千円の増加である。 

 主要な財務分析では、財政の健全化判断比率としての実質公債費比率は 13.5％と前年比 0.3 ポ

イント増加し、将来負担比率は 98.8％で概ね良好であるが、前年比 11 ポイント増加しておりま

すこと等から、適正水準の財政規模に留意し健全な財政運営に努め、収支の改善が求められる。 

 町税や使用料等においては、徴収担当課の取り組みにより収納率が向上されておりますが、し

かしながら不納欠損額及び収入未済額は多額となっており、税等の収納に対する負担の公平、公

正の原則をふまえ積極的な収納体制と対策を講じ、収納率向上に努め自主財源確保を図られたい。 

 税収や地方交付税が減少し厳しい財政状況化にありますが、今後は経常収支の改善を図り、本

町の経済産業の活性化と町民サービスの水準向上に努めるべき、平成 28年度策定の「新ひだか町

新財政計画」を基に、適切な財政運営に努められたい。 

 以上のことから、次年度以降に向けた予算執行上に効果的な事業取り組み、改善すべき事項に

ついて、次の諸点を指摘し、審査意見といたします。 

                    記 

１．税及び税外の収納率の向上について 

 徴収担当課の積極的な努力により、収納率が向上しており評価されるところですが、しかしな

がら、収入未済額及び不納欠損額が多額となっていることから、更に、徴収方法の工夫と改善を
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図り、徴収担当課と所管課との連携による徴収体制を強化と、滞納整理機構との連携により収納

状況を的確に把握し、負担の公平・公正の原則をふまえ、全職員が共通認識の下で収納率向上に

取り組まれたい。 

 また、現在協議中の(仮称)債権管理条例の制定を進め、適正な債権処理に取り組まれたい。 

２．借地解消について 

 公共施設用地の借地の解消については、従前より課題となっているが進んでいない状況である。

地権者との今日までの経緯をふまえ、公共施設としての、今後の見通しを含めて用地買収をふま

え、積極的な借地解消に努められたい。 

３．都市計画の見直しの検討について 

 新ひだか町都市計画マスタープランは、平成 27年度に策定されたが、新たに高規格幹線道路日

高自動車道の延伸が、静内市街地区域を横断ルートとして、計画・予備調査が実施されている。 

 これらのことから、計画ルートの国道、道道のアクセスによる市街地形成区域等拡張を含めて、

都市計画の見直しを検討されたい。 

４．下水道事業水洗化普及率の向上対策について 

 公共下水道事業は、快適な生活環境の確保や公共用水域の水質保全に必要なインフラである。

しかし、維持管理運営費のコストを節減するなどの効率的な運営が求められる。 

 三石地区特定環境保全公共下水道事業の、歌笛処理区の面整備も平成 28年度に全て完了し、現

在の水洗化普及率は 45％となっており、三石地区全体の水洗化率 78.3％であることから、今後は、

三石地区の、水洗化率の向上のため、積極的に普及促進のＰＲ強化に努められたい。 

 また、静内地区公共下水道事業(現在入船町の管渠整備中)においては、85.8％の水洗化率となっ

ているが、未水洗化家庭等に対する普及促進のＰＲ強化を図り、経営の安定化に努められたい。 

５．山地等災害危険個所の治山・砂防ダムの早期整備の要望について 

 本町では、台風等による集中豪雨のため、急傾斜地での山地災害による危険な箇所もあること

をふまえ、各課が連携し国・道に対して早期整備を強く要望されたい。 

 なかでも、温泉川流域における土砂流出と流木に伴い、河川流路が閉ざされ、横断管渠の決壊、

家屋・馬房厩舎周辺が浸水し、牧草地も冠水し被災した。災害復旧はされたものの、土砂流出・

崩壊を防止する治山・砂防ダム等の整備については、進んでいない状況となっておりますことか

ら、一層の国・道に対しての早期整備の要望にお願いしたいということでございます。 

 以上、決算審査についての報告とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本件に対し討論の通告がありますので、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] 

○20番(川合 清君) 委員会審査報告書、平成 28年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定につい

て、委員長報告に対する反対討論を述べます。議員必携では、決算認定について、次のように述

べています。決算審査は揶揄もすれば執行済みのものとして軽んじられる傾向にあるが、議会が
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決定した予算が適正に執行されたかどうか審査するとともに、各種資料に基づいて、行政効果や

経済効果を測定し、住民にかわってその効果を評価する極めて重要な意味があることを再認識す

べきである。また、審査の結果は、次年度の予算編成や行政執行に生かされるよう努力すべきで

あると述べています。私は、平成 28年度各会計予算案に対して、総合町民センター、街路本町通

線本町海岸線など、五つの例を挙げて、一般会計に反対討論しましたし、下水道特別会計にも反

対を、反対討論をしたところであります。それで、この決算認定については、総合町民センター

にかかわってのみ触れて、討論をしたいというふうに思います。他に問題がないという意味では

ありません。総合町民センターは、前の年度で、大きく補正予算を組んで、当初 15億円というふ

うに想定されていたものが 25 億円、先日も雨の中、駐車場の舗装工事が進められていましたが、

その総合町民センターの約 10億の金に糸目をつけず支出をした結果が起債残高が増加し、町の基

金が大幅に減らされ、町民の暮らしに直接かかわるインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン

の助成に上限を設ける。このような町政になりました。それで、総合町民センターは、完成され

た。駐車場は完成したというふうになるのかどうかわかりませんけども。ただし、その中で、本

議会でも緞帳は本体工事予算の中に組み込まれているとか、可動椅子、収納が終わった後にむき

出しで、小さい子どもたちあたりが、潜り込んだり手を入れたりしないかという、そういう危険

すら考えてます。またこのように、非常に低温が続く中では、あのガラス張りの吹き抜けのとこ

ろから、下手すれば氷が降ってくるんでないかという心配もされるような状況になっています。

先日、吉鷹奈津子ピアノの夕べというのが開催されて、私も話を聞いてびっくりしたんですが、

ピアノが移動された後は、その場で調律するというふうに、私は思ってたんですが、ペダルを踏

むたび、余計な音が出てくると。大きなひんしゅくを買ったという話、大変聞きづらかったとい

う恥ずかしい思いをしたという、そういう感想も聞かされているところでございます。そういう

点から見て、本当に行政効果や経済効果を測定した場合に、平成 28年度各会計決算認定について

は、とても認定できるような状況ではない。このことを強く申し上げて、委員長報告の認定に対

する反対討論といたします。 

○議長(細川勝弥君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 ７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君) 私は、平成 28年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定につき、認定に賛成

の立場から討論を行います。 

 平成 28年度各会計歳入歳出決算に当たっては、決算審査特別委員会におきまして、慎重に審議

が行われたものと思っております。国の成長戦略による経済効果は、一部の主要都市圏を除き、

実感ができておらず、北海道などの地方都市におきましては、少子高齢化と大都市への人口集中

が進み、またインフラの維持管理コストや社会保障政策による費用が増加をし、非常に厳しい状

況にあります。我が町の平成 28年度の決算の状況を見ますと、地方税や地方交付税などの一般財

源収入が、平成 27 年度決算額を下回った中で、社会福祉施設化や産業振興等の主要事業に対し、

積極的に取り組み、またその予算の執行については、適正に行われていたところであり、評価に

値するものであります。今後におきましては、決算審査特別委員会から出されております検討事

項につきまして、早急に対応していただくとともに、依然として、各種財政指数は、改善されて

ないことから、これまで以上に積極的な財政の健全化への取り組みを進め、効率的で効果的な行
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政運営に努めていただきたいものと考えておりますし、あわせて限られた財源の中でも、創意工

夫による魅力あるまちづくりを推進していただくことを強く望み賛成討論といたします。ご審議

よろしくお願いをいたします。 

○議長(細川勝弥君) 以上で討論を終結いたします。 

 議案第１号 平成 28年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。この

採決は起立によって行います。 

 お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定するものであります。本案は、

委員長の報告のとおり、認定することに賛成の方は、起立願います。 

          [起立するもの多数あり] 

○議長(細川勝弥君) 着席ください。起立多数であります。 

 よって、議案第１号 平成 28年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定については、認定するこ

とに決定いたしました。 

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

   ◎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６、報告第１号 専決処分の報告について、損害賠償請求事件の和解

及び損害賠償の額の決定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田口契約管財課長。 

          [契約管財課長 田口 寛君登壇] 

○契約管財課長(田口 寛君) おはようございます。それでは、報告第１号専決処分の報告につい

てでございます。 

 地方自治法第 180条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定

により報告するものでございます。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。専決処分書でございまして、平成 29年専決処分第７号

でございます。なお、専決処分年月日は、平成 29 年 11 月 16 日付でございます。もう一枚おめ

くりいただきたいと思います。内容でございますが、損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額

の決定についてであります。新ひだか町は、平成 29 年８月 28日に浦河郡浦河町東幌別 138、松

本恵美氏を相手方として発生した下記損害賠償請求事件において、新ひだか町の賠償額５万 309

円で相手方と和解したものでございます。損害賠償請求事件の概要ですが、平成 29年８月 28日

午後５時 20分頃、職員が職務で浦河ウエリントンホテルへ向かうため、浦河町大通りのＴ字路で

一時停止をし、右折しようとしたところ、右手国道左車線、路肩に駐車中のワンボックスカーが

あったことにより、死角となり、右側より直進してきた相手方車両を見落としたまま前進し、相

手方車両の助手席側後部バンパーと公用車助手席側フロントバンパーが接触したものでございま

す。なお、本件に係る過失割合につきましては、町側が９、相手方が１ということでございまし

て、相手方損害額５万 5,899円のうち、９割分の５万 309円が損害賠償額となっております。ま

た、町の公用車につきましても損傷し、損害額４万 3,276 円で、そのうち１割分が相手方より賠

償されております。今回の事故は、職員の確認不足により、発生したものでございまして、まこ

とに申しわけなく深くおわび申し上げます。これまでも町民の模範となるよう、交通法規の遵守、

安全運転の徹底を周知し、注意を喚起してまいりましたが、今後は一層交通法規の遵守及び事故
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防止を徹底してまいりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。以上、報告第

１号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を申し上げます。 

○議長(細川勝弥君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。これから、報告第１号 専

決処分の報告について、損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてを採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。よって、報告第１号は承認することに決定いたしまし

た。 

 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１８分 

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

          再開 午前１０時２９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７、一般質問を行います。 

 なお、６番、北道君、２番、志田君、13番、福嶋君、８番、白尾君の質問に関連して、説明資

料が提出されておりますので、ご確認ください。 

 質問通告順序により発言を許します。登壇の上一括質問願います。 

 11番、建部君。 

          [11番 建部和代君登壇] 

○11番(建部和代君) おはようございます。通告に従いまして、壇上より一般質問をいたします。

大きな一つ目、公共施設等総合管理計画について、平成 26年４月、総務省から、公共施設等総合

管理計画の査定要請があり、新ひだか町においても、平成 27年 12月、公共施設等総合管理計画

が策定されました。公共施設については、全国と同様に、本町においても、将来、老朽化対策の

課題、厳しい財政状況や人口減少による施設の利用需要の変化等により町有施設については、具

体的に個々のファシリティーマネジメントを進めるために、ファシリティーマネジメント庁内検

討会議を設置し、町民文化系施設を優先に、65施設の施設評価が行われ、見直し方針案が決定さ

れております。この町民文化系施設の 65 施設への見直し方針の案においては、26 施設が維持、

18施設が廃止、11施設は将来は廃止、地区内に同種の施設がある５地区 10施設については、住

民に存廃の選択との発表がされました。その後、この見直し方針案については、施設周辺の自治

会の方々との協議で合意を図り、計画を達成していきたいとの説明が常任委員会委員会で受けま

したので、その後の進捗状況、今後の対応について質問をさせていただきます。まず一つ目、町

民文化建設の見直し方針が決定しましたが、その後、当該施設地域自治会との協議の進捗状況を

お聞きします。二つ目、見直し方針で廃止と決定になった施設が、避難所に該当する場合、それ
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にかわる避難所をどのようにするかお聞きいたします。三つ目、廃止となった施設の今後の対応

についてお聞きします。四つ目、町民系文化施設の見直し方針で、財政的にどの程度の軽減にな

ると予想されているのかお聞きします。あわせて、他の評価対象町有施設に対する取り組みにつ

いてお聞きします。 

 大きな二つ目、母子保健医療対策について。2016年、ついに日本の出生数は 100万人を下回り、

止まらない日本の少子化です。政府は少子化対策として、第３次少子化対策大綱で、地域での妊

娠、出産、子育ての切れ目のない相談拠点である子育て世代包括支援センターをおおむね 2020

年度までに全国に展開するとの目標を掲げています。地域外の妊娠出産支援の強化として、母子

保健医療対策で、産婦健康診査事業と、新生児聴覚検査事業について質問をいたします。その一

つに、産婦健康診査事業について、この事業は、本年度、厚生労働省において、新規事業として

スタートしています。この産婦健康検査は、産後の鬱予防や新生児への虐待予防対策等を図る観

点から、産後２週間、産後１カ月などの出産後、間もない時期に産婦に対する健康診査です。今

は大変重要性が指摘されています。産婦健康審査においては、母体の身体的能力の回復や授乳状

況の把握や審査の結果、  きけん  が必要と判断される産婦に対して産後ケア事業を実施す

ること、検査の結果が検診実施期間から市町村へ速やかに報告される体制が整備することが事業

の実施の要件です。妊婦は、出産後、病院から退院し、我が家に帰ってきてからが、お母さんに

とって、不安の中での子育てとなります。ご主人は仕事、近くに相談のできる方がいる方は良い

のですが、相談できる方がいないお母さんはストレスがたまり、新生児の虐待にと進んでいくこ

とがあり、厚生労働省の発表では、現在、日本の虐待で死亡した子どもの４割が０歳児で、加害

者の４割が母親となっています。このようなことから、産婦健康検査を受けることで、医療から

適切な治療を受け、産婦は、産後ケアへと支援を受けることができるのではないかと思います。

そこでまず、新ひだか町での妊婦から出産、そして、乳幼児健診までの母子に対してどのような

支援体制がなされているのかお聞きします。二つ目、新ひだか町においても、妊婦の不安解消の

ために、産婦健康診査事業を実施すべきではないかと考えますが、町の考えをお聞きします。二

つ目の新生児聴覚検査について、新生児聴覚検査は、新生児期において、先天性の聴覚障害の発

見を目的として実施する聴覚検査です。新生児聴覚検査は、任意検査のため、受けなくても良い

のではないかと考えて考える人もいます。しかし、新生児の 1,000 人に１、２人の割合で難聴が

発生すると言われています。難聴の発見がおくれると、言語能力やコミュニケーション能力への

障害が懸念されます。厚生労働省は、聴覚障害は、早期に発見され、適切な支援が行われた場合

に、聴覚障害による音声言語発達への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見、早期

養育を図るために、すべての新生児を対象として、新生児聴覚検査を実施することが重要である

と、平成 29年３月 30日付で各都道府県に通達をされております。また、自治体にも同じ通達が

されております。この新生児聴覚検査は、平成 12年度から国保補助事業として、都道府県が実施

主体としていましたが、平成 19年度から検査費用を一般財源化して、実施主体が市町村となって

います。厚生労働省は、平成 26年度、全国で 1,741市区町村で、新生児聴覚検査調査を行ってお

ります。その調査では、検査結果を把握している市区町村は 65.1パーセント、1,741市区町村中

1,133 とで、受診人数を集計している市町村における出生児に対する初回検査実施率は、87.9 パ

ーセントです。初回検査について公費負担金実施では、市区町村では 6.3 パーセントであったと

調査結果が出ています。平成 28年３月 29日には、新生児聴覚検査に係る通達を改正し、市町村
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におけるより一層の取り組みの依頼の通知がされ、厚生労働省から、公費負担による新生児聴覚

検査の実施の通達がされております。そこで、新ひだか町での取り組みについてお聞きします。

一つ、新ひだか町では、新生児聴覚検査の取り組みがどのようになされているのかお聞きします。

二つ目、今まで新生児聴覚検査についての、妊婦の方にはどのように周知してきたかをお聞きし

ます。三つ目、町として、全新生児聴覚検査の実施と費用の助成をすべきと考えますが、町の対

応をお聞きします。 

 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) 建部議員からのご質問の大きな項目の１点目、公共施設等総合管理

計画についての小さな項目の１点目の町民文化系施設の見直し方針が決定しましたが、その後、

当該施設地域自治会との協議の進捗状況についてお答えいたします。議員もご承知のとおり、平

成 27年 12月に、公共施設等総合管理計画を策定した後、具体的な実施計画である町民文化系施

設の見直し方針につきましては、６月の全常任委員会にご説明をさせていただいたところであり

ます。これまで、地域に対しましては、28年１月から２月のまちづくり懇談会の場で、公共施設

等総合管理計画の概要を説明しておりますし、同時期に広報等においても周知させていただいて

おりますが、具体的な見直し方針に対しての地域協議に入る前に、今一度、基本的な計画の概要

も含めまして、本見直し方針について、自治会長等に理解を深めていただく必要があるものと考

えまして、７月 31日には三石地区の連合自治会長が委員として参画している三石地区地域協議会

の場で、８月１日、２日の両日には静内地区にて、自治会長を対象とした説明会を開催しており

ます。その後、対象となる自治会との調整を行いながら、９月 11日の青柳地区の自治会との協議

を日限に協議を進めているところでありまして、直近では 12月５日に開催しました農屋第１自治

会まで、計 18回協議を行っております。この間、１回目の協議を終えました自治会は、静内地区、

三石地区、合わせて単位自治会数で 71自治会となり、さらに、年内に２回、７つの単位自治会と

の協議を予定しております。存続施設の関係自治会は協議の対象とはしておりませんので、全対

象自治会 84のうち、71自治会が終了し、実施割合は 85パーセントとなっております。なお、残

る 13の単位自治会におきましても、速やかに連絡調整を図りながら協議を行いたいと考えており

ますし、併せまして、いただきましたご意見、ご要望等を整理した上で、町としましても、現在

の方針案を基本としながらも、関係自治会との合意形成に努め、計画の達成に向けて努力をして

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。 

 次に、２点目の見直し方針で廃止と決定となった施設が避難所に該当する場合、それに替わる

避難をどのようにするかについてお答えします。本町においては、現在切迫した災害の危険から

逃れるための指定緊急避難場所として 101 カ所、一定期間滞在し、避難生活を送るための指定避

難所として 17か所を災害対策基本法に基づき指定しているところでございます。この施設が、公

共施設等総合管理計画による見直しを受けまして廃止となった際は、当該施設が売却等で新たな

所有者がいる場合は、新たな所有者や利用者の理解が得られれば、引き続き指定緊急避難場所や

指定避難所として指定させていただきますが、理解が得られない場合や、廃止に伴い取り壊しが

行われる場合については、当然指定を解除することとなりますので、公共施設等総合管理計画で

存続となる他の避難所を利用していただくこととなります。 



 

 - 13 - 

 ３点目の廃止となった施設の今後についてお答えします。自治会との協議において協議が調い、

廃止の合意がなされた施設につきましては、自治会との協議の際にも説明をさせていただいてお

りますが、公共施設等総合管理計画におきまして、統合や廃止の推進方針として、総面積の縮減

に努めるとしていることから、廃止の合意が得られました施設につきましては、速やかに解体、

除却の措置を講じなければならないと考えております。ただし、これらの実施に当たりましては、

一度にすべてを解体することは困難であることから、解体に係る実施計画を策定しまして、優先

順位を決定し、財政状況に応じて計画的に実施し、単年度の財政負担の軽減を図らなくてはなら

ないと考えております。 

 ４番目の町民文科系施設の見直し方針で財政的にどの程度軽減になると予想されているのか、

併せて他の評価対象町有施設に対する取り組みについてお答えします。現在先ほども答弁させて

いただきましたように関係自治会との協議を進めているところでありまして、地域との合意が得

られていない現状におきまして、財政的にどの程度の軽減になるかを数字でお示しすることは、

難しい状況にございますが、施設を廃止することに伴いまして、実質的な歳出縮減額としても示

しできるのは、経常的な維持管理経費分となりますが、それらを合算しましても大きな軽減とは

ならないものであります。しかしながら、廃止予定施設が廃止できずに、目標とする耐用年数ま

で適正な維持管理をしていくためには、今後修繕等の経費もますます増加をしていくものと思わ

れますし、また、その施設の統廃合をせず、建てかえ等の更新をしていくことを想定しますと、

規模にもよりますが、１施設当たり億単位の費用が必要となると想定されますことから、財政的

には大きな軽減効果となると認識しております。 

 次に、他の評価施設に対する取り組みにつきましては、各常任委員会で町民文化系施設の見直

し方針の説明時に合わせて説明させていただいておりますとおり、町民文化系施設 65施設以外の

主な町有施設 126 施設についても、施設の評価を行い、ファシリティーマネジメント庁内検討会

議におきまして、所管課の意向を踏まえました施設の存続、廃止の方針案の検討を進めており、

それらの施設の維持管理・修繕・更新等の総費用の縮減・平準化を図るべく、町民文化系施設と

並行して、鋭意、計画策定作業を進めているところでありまして、方針が決定次第、速やかに常

任委員会に説明にいたし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) 伊藤健康推進課長。 

          [健康推進課長 伊藤信夫君登壇] 

○健康推進課長(伊藤信夫君) 建部議員の大きなご質問の２点目、母子保健医療対策について、ご

答弁させていただきます。 

 まず１点目の産婦健康診査事業についての(１)妊娠から出産、そして、乳幼児健診で母子に対し

てどのような支援体制がなされているかについてですが、こちらにつきましては、母子保健法に

基づきまして、妊娠、出産、子育て期へのライフサイクルを通じまして、切れ目のない支援体制

強化に努めているところでございます。まず、妊娠期では、母子手帳の交付、あるいは母親学級・

両親学級などの事業を通しまして、妊娠出産に係る正しい知識普及啓発を行なっているほか、妊

婦健診費助成事業を通しまして、受診費用の負担軽減、それと、妊婦健診受診を促進していると

ころでございます。また、乳幼児期におきましては、健診事業を柱としまして、乳幼児の発育の

確認、それと異常の早期発見の目的のみだけではなく、子育て支援の視点からも親や家族の状況、
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そしてその背景などの把握に努め、個別支援の介入の必要性を随時判断し、個別の課題により沿

った支援と、また得た情報を必要時に関係機関と共有を図る場面を積極的に設けているところで

ございます。 

 (２)の産婦健康診査の実施をすべきではないかとのご質問ですが、この事業につきましては、国

が示します母子保健医療対策総合支援事業実施要綱、この要綱の一部が改正されまして、本年４

月１日から適用となったものでございまして、産後鬱の予防や、新生児への虐待予防を目的とし

て、産婦の身体機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握する等の内容となっております。そこ

で現在の当町の母子保健活動では、通常の産後１カ月健診の受診勧奨を行なっているほか、リス

クの高い方につきましては、妊娠期よりをの把握に努めておりまして、失業時に関係機関と情報

交換を行うなどの支援体制を構築しているところでございます。平成 28年度におきましては、妊

娠期より、早期に介入し、定期的に支援を行いました６名の妊産婦に対しまして、延べ 16回の訪

問を行なっているところでございます。現在の母子保健を取り巻く環境につきましては、複雑化、

そして多様化しており、さまざまな課題が指摘されている中で、母子保健事業は一時期の対応に

特化するものではなく、総合的な視点で行うものと考えておりますので、現時点では、この国が

示している産婦健康診査事業の実施については、考えてはございませんが、さきに申し上げまし

た現在の母子保健活動、この活動をより充実させていくなどにより、引き続き母子に対する支援

体制の強化に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 次に、２点目の新生児聴覚検査事業につきましてですが、(１)と(２)につきましては関連がござ

いますので、一括して答弁させていただきたいと思います。新生児聴覚検査につきましては、厚

生労働省から、平成 19年１月に「新生児聴覚検査の実施について」によりまして、すべての新生

児を対象に聴覚検査を実施するよう通知されているところであります。また、先ほど触れました

母子保健医療対策総合支援事業実施要綱の一部改正に伴いまして、新生児聴覚検査の体制整備事

業について、都道府県における推進体制を整備することとしたことを受けまして、本年の 11 月

14 日付で北海道より新生児聴覚検査の実施について、依頼の通知を受けたところでございます。

当町のこれまでの取り組みにつきましては、すべての乳児につきまして、生後２カ月以内に赤ち

ゃん訪問を実施しておりまして、その場面において新生児聴覚検査の受診状況、あるいは検査結

果を母子手帳や聞き取りによって把握しているところでございます。本年４月１日から 10月末ま

での出生者のうち、検査を実施していた赤ちゃんは、訪問を実施した 76人中 62名おられまして、

82パーセントの赤ちゃんが検査を実施しており、いずれも異常なしとの結果を把握しているとこ

ろでございます。また新生児聴覚検査の周知方法につきましては、妊娠届け出時に交付する母子

手帳で検査の必要について触れております。そのほか、同時に配布する副読本にも触れられてお

りまして、これらを通して周知している状況にございます。 

 ３点目の全新生児聴覚検査実施と費用の助成をすべきと考えるとのご質問でございますが、聴

覚障害につきましては、早期に発見され、適切な支援が行われた場合、聴覚障害による音声・言

語発達等への影響が最小限に抑えられるということから、その早期発見、早期療養が極めて重要

であるというふうに考えまして、今後も新生児聴覚検査について積極的に受診の勧奨を行なって

いきまして、その費用助成につきましては、受診者の負担軽減のためにも、前向きに検討してま

いりたいというふうに考えておりますので、以上申し上げましてご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 
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○11 番(建部和代君) 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、公共施設等の総合管理計画のほうからいきたいと思います。まず、協議の進捗状況

を聞かせていただいたんですけれども、１回目の協議会で自治会との合意のできた施設の件数と、

あと、再度協議会が必要とされる施設は何カ所あったのか。また、１回目の協議会で合意に至ら

なかった自治会での意見や要望はどのような内容だったかお聞きしたいんですけれど。 

○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) ３点、ご質問いただきましたのでお答えしたいと思います。まず１

点目の合意ができた施設は、何カ所かということだったんですけども、一応、第１回目の協議内

容としましては、これ基本的な計画の内容、いわゆる総論部分の理解と、具体的な見直し方針、

今回、お示ししてますので、それにかかわる説明、そして、意見交換、自治会役員さんとの意見

交換などを行っておりますけども、今回いきなり町のほうで方針案を決めましたけども、はい、

これで決まりましたというようなことは考えておりません。したがいまして、１回目の協議で合

意に至った、至るというところは、ないということでございます。再度の協議の必要箇所という

ことでございますけども、基本的には第１回目で合意形成まで至たりませんので、第１回目のこ

の集約結果を踏まえまして、さらに 84自治会、すべての２回目の協議を基本的にはこれ行ってい

くということとなろうかと思います。それで、２回目の協議では、できれば合意を目指していく

ということになろうかと思いますけども、何分、あるものをなくすということは、すぐに了解を

いただけるということは非常に難しいことなのかなとは思いますけども、ただ、一定のエリアに

は、必ず活動拠点の施設、これは残していくということを方針にしておりますので、合意形成に

はエネルギー、非常に使うということにはなりますけども、何とか粘り強く、理解をいただける

よう取り組んでまいりたいなというふうには思っております。それから、この間、１回目の協議

で、意見はどのようなものがあったのかということなんですけども、賛否両論、これさまざまな

意見出てまいります。ただ、先ほども申し上げましたとおり、非常にあるものをなくしていくと

いうことは、利用形態が少し以前よりもかなり減ってきている現状はあったとしても、これ非常

に地域的にはやっぱり、はい、了解ということにはならないのかなということで、基本的には否

定的な意見のほうが、やはり強いということでございます。具体的に言いますと、例えば老人、

高齢の方の使う行事のときに、歩いて来られるケースがやっぱり多いと。それが少しは離れるこ

とによって、やっぱり、そういう人方が行けなくなくなるケースがやっぱり増えてくるのではな

いかというような意見もやっぱり強いですし、やはり地域的なエリアを今回考えながら、方針示

しておりますけども、やっぱりその一定のエリアの捉え方が、ちょっと温度差が出てきていると

いうのもございます。中間的な意見ではございますけども、おおむね理解をしていただいてるん

ですけども、解体までの間、使わせてくれないかというような意見もやっぱりこれは出てきて、

これは中間的な意見だとは思ってますけども、ちょっと少数ですけども、今回示した方針案に対

して、一定の理解も既に示していただいてるそういう自治会も少数ですけどもあります。そうい

ったことで、意見等はそのように出てきておりますので、その内容を今後集約をしまして、町と

しても、もう一度、２回目に協議に入っていくということになろうかと思いますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11番(建部和代君) これが町民との協議会って、本当にきっとご苦労されていると思いますし、
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また町民も、本当に本当に人口減少で、本当に老人の方が多くなり、また地域としても、お一人

で住んでいる方を何て言うのかな、できるだけ皆さんとあわせてコミュニケーションを取ってい

けるような場所として使っていきたいって、きっと思ってらっしゃると思いますし、また、前回

ですかね、前々回かしら、同僚議員も自分の地域の自治会での活動を含めて、そうやって使って

いるんだっていうことを切々と説明をされている方もおりましたので、本当にこの辺は大変難し

い部分もあると思うんですけども、町としてもいろんな事情もあって、こうやってやっていかな

きゃいけないってことも、本当に説明していくことって大変だなと思うので、本当に慎重に本当

に進めていただきたいなと思うし、町民の声もしっかりと受けとめながら、本当にどうしてあげ

ることが一番、町民にとって大事なのかっていうことも含めて、しっかりと打ち合わせの中でや

って、合意を図っていただきたいなということを思っておりますので、その点よろしくお願いし

ます。それで、あと今後ということで、第２回目の話し合いを協議会をしていきたいということ

で、進めていくっていうことなんですけども、今そういう形をとると、なかなか決定に至るとい

うのは大変かなって思ってはいるんですけども、どの辺を見込んで、どれぐらいまでにそういう

合意っていうのかな、図っていこうという考えなのかちょっとお聞きしたいんですけども。 

○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) 先ほど、答弁ちょっとさせていただきましたけども、第１回目は、

本当にこれ残り 10ちょっとになっておりますので、これ、まずもう早急に終わらせてしまいたい。

ただ、その第１回目の終わった中でも、やっぱり、何といいますか、急いでやらなきゃだめだと

いうところも、もちろんありますので、それについては早目に合意を図っていくということにな

ろうかと思います。で、２回目の協議ということは、その１回目の集約結果で、いろいろなやっ

ぱり意見が出されてきますので、基本的には町の方針を大きく変えていくということにはならな

いのかとは思うんですけども、先ほども申し上げましたとおり、さまざまなやっぱり意見が出て

おりますので、そこら辺踏まえながら、ちょっと対応方針を少し、先ほど言いましたども中間的

な意見もありますので、そこら辺も踏まえながら、どのような合意が図れるのかというのも、自

治会ともよく協議をしながら、来年度早いうちに本当に進めていくということになろうかと思い

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) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 続きまして、今本当にやっている最中で、今後いろいろ出てくるんだと思

うんですけど、またそのときにはまた質問をさせていただこうと思っております。あと、見直し

で廃止となった施設、避難所の場合、結構あるんじゃないかと思うんですけども、当町では防災

マップで指定避難所ということで掲載をされて、町民の方々に周知を、マップをもって周知をさ

れているんですけれども、防災マップに対して、決定した場合、どう対処する予定なのか、新た

につくっていこうと考えているのか、今すぐということにはならないと思うんですけども、その

辺の対応についてお聞きしたいんですけど。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。防災マップのお尋ねでございます。今回、公共施設等管理計画で

廃止になった施設が、指定避難所になっている場所というのは相当ございますので、廃止になっ

た際については誤解を招かないように、例えば町の広報を利用したりだとか、ホームページを利

用して、住民周知のほうを図っていきたいと思ってます。防災ハンドブックつくることも検討し
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なければならないと思うんですけども、つくるのに 2、300 万やっぱりかかってしまうというこ

とと、それから、制度が変わったときに検討してなければならないのかなというところもござい

ますので、そのときに合わせて全体の避難所等についての見直し、もしくはそれを廃止したとこ

ろについては、削除していくという作業を進めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11番(建部和代君) 町としては、町のウェブサイトに掲載されているところは削るという考え、

マップについても周知ですね、広報等でやるということなんですけども、なかなか町民ってこう

わからないというか、すぐ飲み込めない方もいらっしゃいますので、その辺は丁寧に周知をして

いただきたいという思いでおりますのでよろしくお願いいたします。 

 次、廃止となった施設の今後の取り組みなんですけども、いろいろ説明を受けました。それに、

速やかに解体するところはしていきたいというお話なんですけども、廃止計画っていうのは、来

年度というのは、もう来年度の計画の中でしかできないと思うんですけども、それは来年度は実

施の予定というのは考えているのかどうかちょっとお聞きしたいんですけども。 

○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) 現在、第１回目の協議中ということで、２回目の協議以降でこの合

意形成を図っていくことになりまして、先ほども答弁しましたとおり、来年度の早い段階での第

２回目というふうに考えておりますので、来年度のなるべく早い段階での合意を目指して、その

際には、その廃止の合意ができたところにつきましては、その後解体の実施計画を策定して、優

先順位をつけていくということで最終的には財政状況に応じて、年次計画で解体を行なっていく

というふうになろうかと思います。いずれにしても、この来年度の早い段階で、なるべく合意を

図って、廃止の合意ができたところについては、その後、大至急、解体の実施計画を策定してい

くと。その優先順位の話になるとちょっとあれなんですけども、想定できるのは、やっぱり老朽

化が進んだり、大きく老朽化が進んでいるだとか、あと借地をしている施設もありますので、そ

こら辺の施設は優先順位が高くなっていくのかなという想定はしております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 老朽化をしている施設は本当に解体を進めていかなきゃいけないと思うん

ですけども、地域では使わない、もう使わなくても構わないよっていう、どうにかすれば、何か

の形で使えるような施設については、売却等というのは考えていないのかどうか、それに対する

広報等で知らせるとか、そういう手段というのは、町としては考えていないかどうかちょっとお

聞きしたいんですけども。 

○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) 廃止、即売却、それから、建部議員おっしゃられたとおり、当然売

買、売却できるものであれば、これは売却できるものであれば売却していきたいなというふうに

は考えております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) そういうことも含めて、広く、そういう部分で周知をすると良いかなと思

います。現在もいろいろ学校がそのまま残っているという実態もあるんですけども、いろんな形

で、使えるところは、皆さんに使っていただけるような体制も含めて検討していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 
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 次、財政的な軽減について、再度お聞きさせていただくんですけども、先ほどのお話を聞きま

すと、実質的な歳出削減は維持管理費分だっていうお話なんですけども、実際一つの施設当たり

１億単位の費用がかかるということで、それが、もし廃止になれば経済的な大きな軽減効果が生

むんじゃないだろうかとお話しなんですけども、具体的に、町として町民文化系施設の軽減の想

定というのは、一応 20パーセントの軽減を目指して、全体的に行っていきたいというお話をお聞

きしてるんですけども、現在は、現在、今の段階では、町民文化系の施設の軽減というのはどれ

ぐらいの予想でいるのかちょっと、なされているのか。お聞きしたいんですけども。 

○議長(細川勝弥君) 小松契約管財課主幹。 

○契約管財課主幹(小松和彦君) お答えいたします。現在、町民文化系施設 65施設ありますけど

も、先ほど建部議員からも壇上のところで質問ありましたとおり、見直し方針について進めさせ

ていただきまして、将来的には町民文化系施設で 34施設、最終的には削減、廃止させていただき

たいと思っておりまして、これは町民文科系施設だけで言いますと、約 27パーセントとなります。

町民文科系施設以外、課長からも答弁ありましたけども 126施設ありますが、こちらのほう、ま

だ方針が決まっておりません。で、こちらの 126施設を合わせました 191施設の割合でいきます

と、約 4.3 パーセントほどに、面積的には縮減としたいと思っております。で、財政的な面なん

ですけども、先ほど課長の答弁もありましたとおり、億単位ということで想定されますので、も

し町民文化系施設 34施設削減となりますと、34億以上の縮減になるかと思われます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11番(建部和代君) 今、ざっくりお聞きしまして、今後、各施設の縮減、軽減効果というのは、

すべて一律にはいかないと思いますけれども、ぜひ町の財政も含めて、でも町民との話もしっか

りとして、進めていただきたいという思いでもおりますけども、この 30年間にわたって、この公

共施設等の総合管理計画が進められていくと思うんですけども、最終的には 40パーセントという

ことでお話を聞いております。当初は、まずは 20パーセントは削減をしていくということですの

で、随時していかれるんだと思うんですけども、その辺についてもしっかりと町民と、しっかり

とお話し合いをしながら進めていただきたいと思います。それと、今後詰めていかれていくと思

うんですけども、他の評価対象の町有施設の見直しの進みぐあいなんですけども、その辺は、来

年は、次の段階に行くという平行線でいくようなお話も聞いていますので、行くということでよ

ろしいんでしょうか。そして、どういう施設になるか、もしわかれば教えていただきたいんです

けども。 

○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) 町民文化系以外の、そうですね。今、町民文化系の協議を行ってお

りまして、並行して、今、町民文化系以外の方針案というのも、今、策定中ということです。今、

町民文化系でいきますと、きちっとした評価基準を３項目ぐらい設けて、それを指標としながら、

最終的に委員会だとか庁議で方針案を決定したという過程をとっておりますので、町民文化系以

外につきましても、ある程度指標を出せるものを根拠的なものを集めて、一度、委員会で確定を

しまして、今、所管課レベルではある程度の方針がまとまっておりますので、それを集約して、

もう一度指標的なものを、こう勘案しながら、次の委員会で、早期決定したいというふうに思っ

ておりますけども、その後、庁議で決定という運びになってきますので、これ本当になるべくは

やく持ち込みたいというふうに考えておりますので、遅くないうちに常任委員会の先ほど壇上で
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も言いましたとおり、速やかに常任委員会にも方針が確定すれば、ご説明したいと思いますので

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 本当にまだスタートしたばかりということで、本当に第１回目の町民文化

系の施設もやっと少し進めたかなっていう状況ですので、今後いろんなことも出てくると思うん

ですけども、また、そのときにはまた質問をさせていただこうと思ってますので、よろしくお願

いします。 

 では、次の方に進んでいきたいと思います。産婦健康診査事業について、先ほどご答弁いただ

きまして、町としても、母子健康法に基づいて、妊娠・出産・子育ての系のライフサイクルを通

じて、切れ目のない支援体制強化に努めているというお話、ことなんですけども、この切れ目の

ない支援というのは、国としても今進めているんではないかと思っております。母子健康法を改

正し、子育て世代包括支援センターを法定化して、今年の４月、平成 29年４月１日施行されてい

ますが、法律的には母子健康包括センターとして、既に実施をされている地域があります。市町

村数でいうと 28年４月現在なんですけども、296市町村、720件で、妊婦期から子育て期にわた

る切れ目のない支援が進められておりますが、町として、この進めている母子健康包括センター

について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ども。 

○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、議員おっしゃられます、このセンターの関係ですけども、こ

のセンターにつきましては、議員もおっしゃられていますように母子保険法が改正されまして、

今年の４月から市町村に設置するということが、努力義務ということで規定されております。さ

らに、昨年６月の閣議決定されました日本１億総活躍プラン、その中では、平成 32年度末までに

センターの全国展開を目指したいというふうにされております。このセンターにつきましては、

現在の妊産婦さん、あるいは乳幼児等への支援体制が、母子保健分野、それと子育て支援分野の

両面から支援が行われております。具体的にはこの母子保健法に基づく母子保健事業、あるいは、

子ども子育て支援法に基づく利用者支援事業。そして、児童福祉法に基づく子育て支援事業など

があります。一方、これらの支援には、今言ったようないろんな法律に基づいてやってるんです

けども、それにはいろんな関係機関がかかわって実施をしております。その中で、その関係機関

同士のその情報の共有というのが、なかなかうまくいっていないというような指摘もありまして、

それらを包括的に情報なんかを把握しまして、必要な支援の調整、あるいは関係機関との連絡調

整などをしまして、切れ目のない支援を提供するといった目的がこのセンターに求められている

部分だというふうに理解しております。こういった内容を受けまして、うちの町としましても、

センターの設置に向けまして、関係課と協議を行ったところでもありますし、この町のセンター

のあり方といいますか、どういった運営方法が良い方向に向かっていくのかについて、さらに検

討を進めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) はい。先ほどの答弁の中に、保健師さんが妊婦、ちょっと大変な方だと思

うんですけども、妊婦のときより早期に介入して、定期的に支援を行った６名の妊婦さんに対し

て、16 回訪問していますという、これはすごいすばらしいことだと思うんですけども、その後、

例えばそういう部分で次の段階で、医療機関に紹介してあげるだとか、そういう、そうやって次
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の段階に進めたかどうかということをちょっとお聞きしたいんですけども、そういう対応をされ

たんでしょうかね、その部分については。 

○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。ただいまの昨年の６件の件についてですけれども、その内容

につきましては、妊婦健診の受診勧奨やその調整、あるいは経済苦に伴う生活支援、それと家族

機能への介入など、いろんな多岐にわたってるんですけども、それらにつきまして、関係機関、

具体的には、医療機関のほか、福祉課であったり、社会福祉協議会、あるいは日高振興局のケア

マネージャーさんですとか、それから相談支援事業所など、そういった他の関係機関と連絡、連

携、協働しながら、支援を進めていた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) 本当にそれはすごいことだと思うんですけども、ただ子どもさん、生活関

係いろんな分野が本当に多岐にわたってあると、こうあるんじゃないかと思うんですけども、そ

ういう中で妊婦、産後終えた産婦さんの方の精神的な状況も含めて、何かあったときには、そう

いう関係機関に紹介をして、検診をしてもらうということが、私が話ししている一つの事業の一

環だと思うんですよね。それで、先ほど答弁いただいたような一貫性のものでは決していないし、

この母子健康包括センターっていうのは、今、努力をされているというお話をお聞きしてるんで

すけれども、妊娠中は妊婦健診がありまして、産後は産婦検診の一つなんですよね。そして、乳

幼児は、乳幼児健診があってという一つの流れの中で、これも大事だという思いですべきじゃな

いかということで、お話をさせていただいております。今回はしませんという、考えてませんと

いうお話なんですけども、先ほど課長がお話ししていますけども、最終的には 32年、平成 32年

度末にはこの包括センターでの産婦健診審査を含めて、全国展開をしていきたいという国の方向

性でいますので、ぜひ、そこまでには、町としても、このことも含めて検討していただきたいと

思うんですけども、どのように思っているかちょっとお聞きしたいんですけども。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) はい。議員おっしゃるように、私どものほうとしても、先ほど申し

上げましたのが、国の健康診査事業、国で示している診査事業というのは、要件といいますか、

こういう内容で、こういうことをやりなさいというのがあるんですけども、それらを今の段階、

今のやっている中ではちょっと一部満たされていない部分があるということで、国が示している

内容は、今のところ考えてないんですけども、ただ先ほど申し上げましたように、32年度末まで

に考えているセンターのあり方について今検討してますので、それらの検討の中で、どういった

体制といいますか、仕組みをつくっていくかも考えていますので、それらの体制づくりとあわせ

て、この検査事業についても考えていきたいというふうには考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 各町村、いろんな理由もあったり、いろんな条件が満たされなかったり、

いろんな部分ってまだまだやっていかなきゃいけないことって、多々、多いと思うんですけども、

ぜひ今言ったお話してくださったように、ぜひこのセンター的な、包括的な部分については、進

めていただきたいと思っております。 

 次、新生児の聴覚検査事業のほうに移りたいと思うんですけども、この新生児聴覚検査、国と

しては 12 年度あたりから、道として進めて、その後、19 年度は町のほうに委託をというか、町
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のほうで行うということでお話ししたんですけども、その部分で受診の状況や検査結果、母子手

帳だとか聞き取りでされているということなんですけども、これはいつごろから町として行って

きたのか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) はい。うちの町として、この検査事業について、統一カルテという

ものを持って行なってきたのは、平成 27年４月以降の出生児、赤ちゃんからということでござい

ます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11番(建部和代君) 本当に 27年度といえば２年前ということですね。本当にまだ新しいなとい

うのを感じます。まだ国としては 12 年度から、道で行っていたんですけども、19 年度ぐらいか

ら町のほうで行うということでなっていて、うちの町としては 27年４月１日から行ったというこ

とでわかりました。それで、全体的には、国としては調査の結果、80何パーセントですかね、実

施をしているということでわかっていて、町としても、こういう聞き取りなどで 80パーセントで

すか、実施をして受けているという、本当にそれはありがたいなっていうか、すごいなっていう

ような思いがあるんですけど、100 パーセントでないということがちょっと厳しい部分なんです

けども、それで本年度４月１日から 10 月 31 日まで出生数、  ほうもんかつ  が 76 名のと

ころに訪問したということなんですけども、出生人数についてはその期間というのは何名ぐらい

いて、何名のところに行けたのか、わかったら教えていただけないでしょうか。 

○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) 出生数も同じ 76でございます。そのすべての方に対して訪問をし

たということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11番(建部和代君) はい。全員のところに訪問をされて、受けたのが 62名ということでさっき

答弁いただいてるんですけども、14名の方が受けなかった、さまざまな理由があったんではない

かと思うんですけども、その受けない理由とその後の町としての、どのような指導をされてきた

のかちょっとお聞きしたいんですけども。 

○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) 14 名の関係ですけども、伺ったところでは多くの方が、上にお子

さん、上のお子さんがいて、そのお子さんも大丈夫だったので、この今回生まれた下のお子さん

も大丈夫だろうということで、親御さんが検査をしなくても良いという判断でされてなかったと

いう方が多いというふうに伺っております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 何かすごく残念だなって、これで町で助成をしていたなれば、きっとそう

いうことはなかったと思うんですけども、上の子がいて、安全だったから、下も大丈夫だろうと

いう安易な物の考え方ってすごく怖いなって正直言って思うんですよね。お金もかかるというこ

となんですけども、それでちょっと聞こうと思っていました。すいません。それで、さまざまあ

ると思うんですけども、一般的にどれぐらい、その検査にかかるということになっているか。ま

た、入院中に受けなさいということなんですけども、その利点をもし、何点かわかれば教えてい

ただきたいんですけど。入院中にすぐ受けるという部分の利点、答弁お願いします。 
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○議長(細川勝弥君) 田中健康推進課主幹。 

○健康推進課主幹(田中陽子君) はい。管内は浦河日赤が出産医療機関で、あと近くの出産医療機

関ですと、苫小牧市内の医療機関に問い合わせて調べたところ、検査費用は１件当たり 3,000 円

から 5,400 円程度と聞いております。あと札幌市内の医療機関については、差がありまして１万

円のところから、8,000円、6,000円というところの検査の料金については、まちまちであるとい

うことで、こちらのほうも把握しております。検査の内容につきましては、児童ＡＢＲ検査とＯ

ＡＥ検査、二通りの検査があると聞いておりまして、この検査につきましては、生後３日目で医

療機関で行なっているようです。早期に発見するということと、あと、睡眠時に音を聞かせて、

脳波の反応を見るのと、外耳道の反応で評価するという検査方法なのですが、それは早期に発見

できる。その発見したことによって、異常が、要検査が再度必要な場合は、早期に再検査の指示

が受けられるということで、検査の利点は十分あるというふうに聞いています。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 料金もお聞きしましたけども、本当にそんな何万もかかるわけでもないん

ですけども、さっき受けなかった 14名の方について、その後の話を聞いただけで、改めてすぐ受

けなさいという指導というのは、保健師さん、また健康推進課のほうではされなかったんでしょ

うか。 

○議長(細川勝弥君) 田中健康推進課主幹。 

○健康推進課主幹(田中陽子君) はい。検査を受けなかったというふうに確認をいたしますのは、

２カ月以内に行う赤ちゃん訪問でお母さんとのやりとりで確認をしています。その中で聞こえの

悪いことを感じた場合は、じゃあ早急に医療機関に相談しましょう、または今後行われる赤ちゃ

ん健診のほうで確実に聞こえのアンケートをとっておりますので、そのアンケートの中で確認し

ていきましょうということではお勧めしております。以上です。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) わかりました。それで、その周知の仕方、お母さん方に周知の仕方、先ほ

ど答弁いただいてます母子手帳に掲載されている、たしかにされています。そして、副読本の掲

載についても確認をしました、そのように説明をされているんですけども、個々にお母さん方、

妊婦の方にこうやってあるからぜひ受けるようにとか、いろんな形で説明はされてるんでしょう

か、その辺ちょっとお聞きしたいんですけども。 

○議長(細川勝弥君) 田中健康推進課主幹。 

○健康推進課主幹(田中陽子君) はい。母子手帳交付時に母子手帳を通して、あと副読本に詳細が

記載されている部分の文面をもってあることを伝えています。受けることについては、受診勧奨

をするということで、道からの通知を受けまして、新生児聴覚検査のご案内ということでリーフ

レットをおつくりいたしまして、個別で周知を徹底するということで始めております。 

○議長(細川勝弥君) 11番、建部君。 

○11 番(建部和代君) 出産したお母さんにちょっとお話を聞かせていただいたんですよね。この

検査についてどのような形で受けたのかという。その中には、上にお子様がいたりだとか、いろ

んな状況が違うんですけれども、病院行って、そのとき、病院行ったときにお医者さんのほうか

ら受けませんかって言われたということだったんですよね。それで、じゃあ、町の保健師さんと

の話の中で、どのように、何か伝えたり、聞かされたり、何かされなかったのって聞いたら、あ
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まり覚えてないんですよね。きっと何かの形でお話しされているんだと思うんですけども、なか

なかその辺が妊婦さん、子どもさんがいたりだとか、いろんな状況が違って、聞いていないとい

うお話だったものですから、その辺は聞いた聞かないの話になってしまうんですけども、現実に

妊婦さんってそういう状況だっていうことなんですよね。ですから、周知についても、しっかり

と徹底をしてほしいなという思いでおります。それで、次にいろいろ聞かせていただきまして、

町長に、今、いろんな話をさせていただいたんですけども、全体的に前向きに検討していきたい

というご答弁をいただいています。それで町長に、ぜひこの部分については、赤ちゃんというの

は、本当に耳から先に、物事がわかるというか、音からなんですよね。それで、お母さんがお話

ししている声を聞いて、そして物事がわかっていくっていうのが、赤ちゃんが成長していく過程

でもう本当に一番大事なことなんですよね。それで先ほど、お話聞いたら、3,000 ちょっとぐら

いだというお話も聞きましたので、ぜひ、うちの町は出産が 200名弱だということでお話聞いて

いますので、200名分、揃えても 60万程度なんですよ。もし、助成の金額を 3,000とするのであ

れば。それで、そんなに大きなお金ではないんじゃないかとも思います。町の財政が今厳しいと

いう話を聞いてはいるんですけども、ぜひ、この件について、全新生児が聴覚検査が受けられる

ように、ぜひ費用の助成を実施していただければなっていう思いでいるんですけども、町長から

のご答弁お願いしたいんですけれども。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) お答えいたします。先ほどの課長の答弁でも、この費用助成について、受診

者の経済的負担軽減のために前向きに検討したいとお答えをしております。そのようなことです

ので、来年度予算ということになりますと、これは来年６月の話しになるかなと、この政策予算

ということですので、そのときにそれこそ前向きに取り組まさせていただきたいと、今申し上げ

て、その程度で、ご理解を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) 以上で、質問を終わります。ご答弁ありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。説明員の入れ替えがありますので、そのままお待ち願

いたいと思います。 

          休憩 午前１１時３７分 

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

          再開 午前１１時３８分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に、進みます。 

 12番、池田君。 

          [12番 池田一也君登壇] 

○12 番(池田一也君) 通告に従い２点の質問をさせていただきます。初めに、農業の収入保険制

度についてお聞きいたします。本年の９月、国において、農業災害補償法の一部を改正する法律

が可決成立し、新たな収入保険制度の導入が決定いたしました。また法律の題名が、農業保険法

と改称にもなりました。平成 30年４月施行で、新制度への切りかえは 31年度産からになるそう

であります。この収入保険制度は、農業の成長産業化を図るため、農業経営者の育成とセーフテ

ィーネットを目的とし、さらには収益性の高い新規作物の生産や新たな販路の開拓などへのチャ
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レンジを推進するとして導入されたとお聞きしております。そこでまず初めに、この収入保険制

度の概要をお聞きいたします。私は青年時代、酪農・水稲・軽種馬生産を経験してまいりました

けども、農業での保険といえば、農業共済に慣れ親しんでおりました。そこで、この新たな保険

と従前からある農業共済やナラシ対策などの類似制度との違いについてを教えていただきたいと

思います。この保険にかかわる窓口は、主に農業共済組合だと承知をしておりますが、町行政と

のかかわりも必要不可欠ではないかと考えておりますので、特に農業委員会や農政課について、

どのような連携をしているのか、またされようとしているのかをお聞きいたします。 

 次に、各校の再編についてお聞きをいたします。今、少子化により児童生徒数が減少し、小中

学校の再編や統廃合などが、全国各地で行われています。例えば、中学校では、1980年以降では、

中学校の生徒数は 1,985 年度をピークに、590 万人だったものが、現在は 350 万人台まで減少し

ているそうです。学校数もピーク時の１万 600校から現在は１万 100校と、約 500校が廃校とな

っております。しかし、その生徒数の減少から見て、500 校しか減っていないという言い方も言

えると思います。その分、生徒数の少ない小規模校が増加しているのが現状だと考えております。

我が町においても児童生徒が減少し、合併後では平成 21年には川合小学校が東静内小学校に、23

年には歌笛、本桐、延出、鳧舞、川上のそれぞれの小学校が三石小学校に、24年には春立小学校

が東静内小学校に、27年には静内第二中学校が静内中学校へと、それぞれ統廃合がされてきてお

ります。このような現状の中、国は平成 27年１月に、公立小中学校の適正規模、適正配置に関す

る手引というものを策定し、我が町にもその手引きを用いた再編整備計画を策定をされようとし

ています。そこでまず、再編整備計画策定の進捗状況についてお聞きをいたします。過日、議員

にも配付された再編整備推進方針の中で、スケジュールとして、今年度は、学校再編整備検討委

員会を設置し、協議検討するとありますので、その活動状況についてお聞きをいたします。また

関係者や関係機関との意見聴取ともありましたので、その状況についてもお聞きをいたします。

私は、将来策定された再編計画の内容によっては、既存施設の活用と改築、あるいは建て替えな

どの施設整備も必要になることが十分に予想されると思っております。そこで、その施設整備へ

の考え方をお聞きいたします。質問の最後に、もし学校の統廃合があるとすれば、その決定はい

つごろになるのかもお聞きをいたします。 

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

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

 はい。では、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４４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。 

 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１点目の、農業の収入保険制度について

に関する１点目、収入保険制度の概要についてご答弁申し上げます。収入保険制度は、池田議員

もお話しのとおり、本年６月、国において、収入保険制度の創設と農業共済制度の見直しを規定

した農業災害補償法の一部を改正する法律が可決成立したことにより、導入が決定されたもので、
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農業保険法と名称変更し、平成 30年４月に施行される法律のもと、平成 31年１月から運用が開

始となる品目の枠にとらわれず、農業経営全体を対象としたセーフティーネットとしての新たな

農業保険制度となっております。この制度についての説明会が、今月中に行われる予定となって

ございまして、まだ不明確な部分も多くございますことから、現在公表されている資料等をもと

に、現時点で判明している範囲での説明となりますことを了承いただきたく、よろしくお願い申

し上げます。収入保険制度は、青色申告行なっている農業者を対象に、みずから生産した農業品

目の販売収入に対して、農業者ごとに定めた基準収入の 90パーセント水準を下回った場合に、下

回った額の 90パーセントを上限として、補てん金が支払われるものであります。基本的に、すべ

ての農業経営品目を対象とし、自然災害だけではなく、価格低下も含めた収入減少に対し一定額

が補填されるものであり、掛け捨ての保険方式と積み立て方式がございまして、補てん金は掛金

により、保険方式で対象額の 50 から 80 パーセント、積み立て方式では５から 10 パーセントと

なり、二つを合わせまして、基準収入の最大 90 パーセントが支払われるものとなっております。

また、収入保険の掛け金は、保険料の 50パーセント、積立金の 75パーセントは、国庫補助とな

っており、加入者の負担が軽減されることとなっております。加入につきましては、各農業者の

任意となりますが、保険料に国費が投入されることもあり、類似制度で、国庫負担のある農業共

済や収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策等については、同時加入することができないこ

ととなっていることから、各農業者の経営実態に合わせて、加入する保険や制度について選択し

ていくことが必要になってくるものと考えております。なお、農業の共済制度の中でも、農業共

済制度の中でも一部の家畜や園芸施設本体などの固定資産の損失を補てんするものや家畜の診療

費を補てんするものとの収入保険制度の同時加入は可能となってございます。また、収入保険制

度の創設と同時に、農業共済制度の見直しも行われておりまして、従来の農業共済制度では、水

稲、麦などの一部の作物で、一定面積以上の作付を行う農業者はすべて共済に加入することとな

ってございましたが、改正によりまして任意加入となり、収入保険と選択することができるよう

になっております。冒頭にもお話しいたしましたが、当制度の詳細につきましては、いまだ不明

確な点も多くございます。来年１月には、明確な方針が示されるとの情報もありますし、今後、

国が開催いたします説明会もございますことから、当町といたしましても、担当職員を参加させ

るなど、今後も情報収集を行なっていくこととしてございますので、ご理解のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 次に、２点目の農業共済やナラシ対策等の類似制度との違いについてご答弁申し上げます。ま

ず、農業共済ですが、こちらはの作物、家畜、畑作物、園芸施設など、さまざまな共済制度がご

ざいます。これらは自然災害等により、作物、家畜、園芸施設等に損失が生じた場合に、共済金

が支払われる公的な保険制度となっており、加入単位はそれぞれ品目ごととなってございまして、

対象品目につきましては一部の品目に限定されているところでございます。農業共済と収入保険

制度との大きな相違点といたしましては、農業共済は自然災害による収量減少や事故による家畜

の死亡等が対象となっておりまして、価格の低下による収入の減少は対象外である点や対象が一

部の品目に限られている点、品目ごとの加入が可能な点などが挙げられます。 

 続きまして、収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策でございますが、こちらは、認定農

業者集落営農認定新規就農者が対象となり、対象作物の当年の収入額が、都道府県ごとに算定し

た基準収入額を下回った場合に、その差額の９割を補てんする制度となります。また、補てん金
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の財源は、農業者と国が１対３の割合で負担することとなっており、このため補てん金を受ける

場合には、農業者からの積立金の拠出が必要となっております。また収入減少の最大２割までが

保証の対象となっておりまして、対象作目は米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用バレイショの

５品目のみとなっており、こちらは品目ごとの介入となっております。このナラシ対策と収入保

険制度との大きな相違点といたしましては、ナラシ対策は、加入条件の違いは基準収入額が都道

府県ごとの算定であること、保険の形式が積立金形式のみであること。補償対象の割合、対象品

目が５品目のみと限られていることなどが挙げられます。このように各制度により、それぞれ違

いがあり、農業者の経営状況等により、掛け金や補償内容などに大きな差が生まれてくるため、

どの制度が有利であるかなどといったことは、一概に言うことはできない状況にございますが、

いずれにしましても、各農業者がみずからの経営状況に合わせて、収入保険制度が既存の類似制

度化を選択していくことになるものと考えてございます。 

 次に、３点目の関係者や関係団体との町行政の連携についてご答弁申し上げます。収入保険制

度につきましては、農業共済組合を窓口として運営されることとなってございまして、町との直

接的なかかわりはないものと考えてございますが、これらの制度につきましては、農家個々の農

業経営にも大きく影響を与える場合もあるものと考えてるところでございますので、町といたし

ましては、当制度に関する情報収集を進めるとともに、農業委員会など関係機関団体等との連携

協力を図ってまいりたいと考えてございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

以上答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 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) 池田議員からご質問の大きな２点目、学校の再編についてご答弁申し上

げます。１点目の再編整備計画策定の進捗状況から、３点目の学校統廃合決定の時期についてま

では関連がありますので、一括して、御答弁を申し上げます。当町では、少子化による児童生徒

数の減少に対応し、適正規模の学習環境を確保するため、合併後、これまでの間、小学校７校、

中学校１校、あわせて８校を統廃合し、現在、小学校６校、中学校３校の合計９校が設置されて

おりますが、合併からの 10 年間で小学生が約 28 パーセント、中学生が約 30 パーセント減少し

ており、今後も長期的に児童生徒数の検証が続くことが推測され、学校統廃合も含めた小中学校

の再編整備の検討を引き続き行わなければならない状況にあります。文部科学省は、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１月に公立小学

校、中学校の適正規模、適正配置等に関する手引きを策定し、設置者に対して、学校の適正規模、

適正配置の検討を求めるとともに、学校教育の多様化及び弾力化に対応するための小中一貫校の

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求め

ております。また当町の学校施設については、全校舎の耐震化が完了しておりますが、建設から

約 30年を経過した建物が９校中７校であり、このうち５校は、大規模改造等未実施であり、老朽

化が著しいことから、平成 23年度に小中学校施設設備保全計画を策定し、施設設備の適切な維持

管理に努めているところですが、厳しい財政状況のなか、急速に進む老朽化への対応が極めて困

難な状況となっております。さらに、学校施設だけではなく保有する多くの公共施設が老朽化し、

今後、人口減少等に対応した公共施設の適切な配置及び維持管理が重要となることから、平成 27

年 11月に新ひだか町公共施設等総合管理計画が策定されたところであり、学校施設も当該計画の
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基本方針に基づき、再編整備することが求められております。このように、学校を取り巻く環境

が大きく変化し、少子化による児童生徒数の減少と学校施設の老朽化が進んでいる状況を踏まえ

て、当町の地域性を踏まえた学校の適正規模、適正配置及び施設整備のあり方を検討するため、

平成 29年３月に、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ります。この推

進方針に基づき、新ひだか町の地域性を踏まえた町立学校の適正規模、適正配置及び施設整備の

あり方を検討するため、本年６月に６名の委員で構成する新ひだか町立学校再編整備検討委員会

を設置し、諮問したところでございます。検討委員会への諮問事項としましては、一つ目は、町

立学校の適正規模の検討に関すること。二つ目は、町立学校の適正配置に関すること。三つ目は、

町立学校の施設整備のあり方に関すること。四つ目は、町立学校の再編整備に関し、必要な事項

に関することの４点についてでありまして、各委員の所属団体それぞれにおいて、諮問事項の協

議をいただき、その上で検討を進めることとしております。現在の進捗状況でございますが、す

べての所属団体において慎重に協議を進めていただき、さきに申し上げました４点の諮問事項に

ついて、ご意見が出されたところであり、現在、そのご意見をまとめている段階でありますこと

から、まだ検討委員会での具体的協議には入っていない状況でありまして、当初の予定より大幅

に遅れているところであります。今後におきましては、検討委員会での協議検討を進め、平成 30

年３月までに中間報告ということで、取りまとめられた内容を、一旦は教育委員会に提出いただ

く予定であり、その内容をもとに町民の皆様からご意見を募集する、いわゆるパブリックコメン

トを実施する予定でございます。そして、寄せられたご意見を踏まえまして、再び検討委員会に

おいて協議が重ねられ、答申をいただくこととしております。その後、教育委員会事務局におい

て、答申内容に基づき、協議を行いまして、再編整備計画案を策定し、教育委員会議における協

議を経て決定する予定としてございます。なお、施設整備や学校再編等の内容につきましては、

現時点においては、具体的な内容について申し上げられる段階に至っておりませんことをご理解

賜りたいと存じます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) それでは、ご答弁を、壇上でのご答弁をいただきましたので、再質を何点

かさせていただきますのでよろしくお願いいたします。では、まずは収入保険制度なんですけど

も、今いろいろ答弁いただいた中で類似制度として、農業の共済だとか、ナラシ対策の部分で答

弁いただきました。こういう類似制度っていうのは、その共済だとか、ナラシだとか以外にもい

っぱい農業の分野ではありますよね。僕、その違いというのが知りたいんです。例えば、野菜価

格安定制度だとか、加工原料乳生産者経営安定対策だとか類似した制度っていっぱいあるんです

よね。それが壇上での答弁をいただいたのと同じ感覚で、こちらもとられて良いのかなと。また

は、新ひだか町には、それに当てはまる制度がない、この制度は使えないんだ。もともとね。と

いうものがあれば教えてほしいんです。で、中でも通称、丸金、丸金って僕らは言うんですけど、

非経営安定特別対策事業、通称ですけども丸金と言ってますけども、これとの兼ね合いっていう

のが、今壇上で言ってくれたのが今の丸金、僕の聞いている丸金部分に当たるのかなとは思うん

ですけども、もし答弁と重複したら、答弁をしてくれてるのに重複していたら申し訳ないんです

けど、改めて丸金とのその兼ね合いというものをお聞かせ願いたいんですが。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 
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○農政課長(秋山照幸君) 丸金のお話しでございます。丸金というのは、牛丸金、通称ですね。あ

と豚丸金の二つの制度があります。これにつきましては肥育牛と養豚ですね。これらの経営安定

のための、畜産経営安定対策の制度と。こういうことでございまして、中には牛をやりながら、

米をやったり、いろいろ複合経営だとかってありますよね。それで、今、ご質問の部分として、

私としてとらえてる部分としては、どういう違いがあるのか、一番大きいところは、その経営自

体を経営全体を、複合経営であれ、単作の経営であれを、これからセーフティーネットとして、

とらえられる制度が収入保険だということで、フルパッケージで入れる、経営体として入れるも

のが収入保険だということでございます。その他、ご案内のとおり、野菜ですとか、営農共済で

すから、いろいろ作目ごとに入る。これらは、ご案内のようにたくさんあります。ただ、それら

のものについては、経営全体をカバーするとまでは言い切れない、そういう課題があった。しか

しながら、今後、日本の農業が経営個々として、やっぱり競争力を持っていかなきゃならんとい

うようなことで、これは平成 26 年度、農業の担い手の経営安定についての交付金の交付の法律、

これを一部改正する法律というのができていまして、その中で平成 27年の４月に、この法律が施

行されて、その附則の中に今後３年間の中で、急激な収入変動があった場合、やはりいわゆるセ

ーフティーネット、こういったものを設けた上で、新たなものにチャレンジするとか、経営を安

定にするとか、国のほうでもご案内のように、新規就農者を年間２万人増やさなきゃだめだとか

ということを平成 24年度からやってます。そのやった中でいろいろな課題が出てきていると、そ

ういったことで、日本の農業を強くしていく、経営体を強くしていくセーフティーネットが絶対

必要だということからしますと、経営全体を見通した、そういった制度が必要だという意味で、

こういったものができているということなんですが、先ほど申し上げた丸金ですとかという部分

は、今後も続いていくことは続いていくんですけれども、違いとすれば、経営全体か品目単品か

というようなことで考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 今、野菜価格安定制度だとか、加工乳の部分、特にそれにということで答

弁がなかったんですけども、いわゆる共済だとかナラシ、今答弁をいただいたものと同様という

ことだということでとらえておきます。で、その牛丸金、豚丸金ですね、いや、僕心配するのは

複合経営であればというものがついてるだけに、これ、特に豚の経営者もいらっしゃるんでしょ

うけども、特に、今、盛んにやっている牛、肉用牛ですよね。で、肉用牛を専業でやっている方

が多いと思うんですよ。だから、複合経営なら、この丸金と収入保険制度加入できるよと。要す

るに、どっちも入れるよと言っているんだけども、そこで引っ掛かるのが、要するに専業として

肥育牛をやっている方。この人たちは、この収入保険制度に入れるんでしょうかねと、そこが疑

問なんですよ。だからどうだって言っているわけじゃないですよ。僕、内容だけをお聞きしてま

すので、そこを教えていただきたい。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 牛の話でございます。これについては、肥育経営の経営を安定させると

いうことでございます。これについては、ご案内のとおり、先ほど壇上でも答弁させていただい

たつもりでおりましたが、選択制です。収入保険か丸金か、どちらかを選ぶということでござい

ます。その細かな取り扱い等々については、今後、示されてくると思いますので、現状としては

こういう答弁ということでご理解いただきたいと思います。 
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○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 収入保険制度は、その市場価格の下落もみるという大きな今までとの違い

があるし、丸金はかかる経費も見てくれる。だから、他との今までの類似制度との違いもある。

だから丸金は丸金として、長年ずっと続いてきているわけですよね。そこに収入保険制度という

ものが来たときに、選択制だという答弁でした。ですから、だからこそ、なおのこと思うのは、

正確な情報を当事者に与えなければならないと思うんですよ。先ほど壇上でも言いましたけど、

まずは窓口になるのは、農業共済組合だよと。そういうのは十分わかってはいるつもりなんです

が、行政としてもね、何かの形でのサポートというかさ、ものがなきゃならんと思ってるんです。

答弁いただくまでもないけど、あれは共済組合が、あるいは農業委員会がやるんだから知らない

よっていうものではないと思ってます。で、まず思うのは、この過去５年間にさかのぼって、安

定した収入っていくらか、市場価格も含めてですよ。そこで下落を何パーセントしたら何ぼ補て

んする、これがこの制度ですよね。だからこそ、そこにただし青色申告をしてる人ってあるじゃ

ないですか。条件の中にね。今、農業者の中に青色申告をしている人が何パーセントいるのか、

僕は知りませんけども、僕が農業やっていたときは、僕も青色をやってましたけども、そうそう

多くはなかったんですよね。今は時代が進んでますからもう 20年も、僕が言っているのは 20年

以上前の話ですから、今は相当な数が青色申告者がいらっしゃるんだとは思うんです。で、過去

５年さかのぼるということは、早いとこ青色申告にしといたほうが、今、白色の人はね、過去に

さかのぼったときに、いろんな意味で補償をしてくれる部分がはっきりすると思うんですよ。だ

から、今やらなきゃならんのは、来年の３月 15日に今年の収入を申告するわけですよね。そのと

きに、今、白だった人は早急に青にしたほうがいいだろうと、それをもちろん関係団体はそれを

推奨するでしょうけど、町としても青色申告をしましょうよという勧奨するだとか、そういう意

味での行政のかかわり方ってないんでしょうかね。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) おっしゃるとおり、新しい制度でございますので、その入り口のところ

で、やはり青色申告が必要だということでございます。で、補てんを満度にというか、一番上限

まで受けられるのが、青色申告をやってから５年以降の方なんですね。しかしながら、１年目か

らでもできますので、そこら辺につきましては、制度の周知徹底、国のほうも含め、道も含め、

徹底してやっていくというようなお話でございますので、町としてもそこら辺について、関係団

体を含め歩調を合わせて、周知徹底を図ってまいるべき立場にあると思ってます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12番(池田一也君) 私も白色申告から、青色申告になった経験があって、３月 15日までに申告

しなきゃならない。でも、例えば２、３日で申告したら、はい、すぐ、申告というのは白から青

にしますって言ってすぐなるものじゃないんですよね。事前に書類を出したり、なんなりかんな

りと、結構な日にちかかるということを踏まえれば、もう準備を始めなかったら白の人が青にし

ようと思えば、もう準備を始めなきゃならないんじゃないかなと思ってるものですから、携われ

るところがあったらサポートしていただきたいなと思っております。で、さまざま保険がある、

今までもあると言いましたけども、恐らくこの保険に対する掛金に対して、町は補助金なりなん

なりっていうのは一切出してないはずですね。例えば、新たに始まる保険制度ですから、特に僕

が思うのは、新規就農者なんですよ。新規就農者が、ここら辺を、新規就農しようとする人に、
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ここら辺も正確に伝えた上で、新規就農についていただきたいと思うんですね。窓口は、主な窓

口は共済組合なだけに新規就農を募るときに、新規就農を募っているときにこういう制度もしっ

かりと伝えていかなきゃならないと思っているんです。壇上でも言いましたけど、31年度産から

始まるわけですから、日にちがあるっちゃ、全然まだあるんですよ。だからこそ思うんです。今、

新規就農したいと思ってる人たちにも、この収入保険制度というのがありますよ、まずは青色申

告しましょうね。そこからね、きっちりと説明会なりで、町がちゃんと説明をすべきことなんじ

ゃないかなと思うんですけど、いかがでしょう。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) はい。地元農協等と連携を図りながらそこら辺努め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) まだまださっきも言いました 31年度産の農産物から適用される、まだまだ

先の話です。でも先がない、あまりないと思ってます。そういう意味で、行政としては、直接的

にかかわるという部分は、あまりないのかもしれない。繰り返しになりますけども、いわゆるサ

ポートするという場面で円滑に推進できる、移行できる形でのご協力をすべきだということを申

し上げときます。 

 次に、学校の再編に移ります。それで、再編整備計画のスケジュールをお聞きしました。答弁

としては大幅に遅れてるんだという答弁でした。で、このスケジュールの中にあったと思うんで

すけども、いただいた資料の中には年３回程度、この策定委員会というのをやるんだということ

が書かれていたと思います。ということは、とりあえず答弁をお聞きしますと、１回はやったん

だな。で、今年度中に中間報告を出すということは、それだけ中間報告で今年度終わるというこ

とは、それだけ遅れてるということは、十分理解するんですけども、恐らく中間報告を出す前に

委員会をきっと開くんだろうと思うんですよね。それで良いのかと。その私の認識で良いのか。

要するに年２回、３回の予定だったけど、２回となるのかっていうことをお聞きしたいんです。

ただ、さっき答弁でもありましたけど、これは教育長名で諮問をして、検討を今している、諮問

委員会で、この策定委員会と言ったって、結局諮問委員会ですよね。それから答申があって、そ

の答申をもとに教育長が町としての考え方を示すというわけですから、大体この諮問委員会に対

して、この議会が、諮問してる最中に、いろいろと申し上げることはいかがなものかとは思って

ます。そのことは、十分、私もわきまえてお話してるつもりですけども、今後、今年度はあと１

回だけやって中間報告をそこで示す、そういう今年度のスケジュールというとらえ方でよろしい

んでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 議員今おっしゃられましたとおり、今年１回、６月に開催しております。

それで、今後のことということでございますが、壇上でも申し上げましたけど、年度内に中間報

告をいただくというための、これから本格的な協議に入ることを、年度内に１回ないし２回、と

いうのは、１回開いてみないと、それによって進捗、どこまで進むかということも状況も把握で

きませんので、１回ないし２回ということで想定はしております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) それで、中間報告が出た段階でパブリックコメントをやるということでし
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た。で、中間報告に対するパブリックコメントってちょっと珍しいかなとは思っているんですよ

ね。そこでご意見を聞くことは大変重要なことだと思っております。で、パブリックコメントを

やるのはね、中間報告が出た後だけなのかと。要するに、今から答申が出ますよね、パブリック

コメントを経て、中間報告に対するパブリックコメントを経て、答申が出ます。答申が出ると教

育長の決定があるわけですよね。そのあと、パブリックコメントやらないんですか。例えばです

よ、答申が出た後、パブコメをやるだとか、教育委員会としての姿勢が決まった後、パブリック

コメントやるとか、そういう予定、そういう流れにならないんですか。中間報告の後のパブリッ

クコメント、１回で終わりだという方針なんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今現在のところ、中間報告でのパブリックコメント、そして最終的に答

申案をまとめていただくための参考にしていただくと。そして、協議、検討いただいて、教育委

員会に提出していただくということで、その後、教育委員会議で最終的な再編整備計画を策定す

ることになりますけれども、その時点ではパブリックコメントということも、予定は現在のとこ

ろはありませんし、多分、時間的にもそういう時間は持てないだろうというふうに、教育委員会

としては考えております。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) それは、そういう考え方もありなんでしょうけども、中間報告に対するパ

ブリックコメントというのは、諮問委員会が出している中間報告に対するパブリックコメントで

あって、私が先ほど申し上げたのは、教育長がこうしたいんだ、教育委員会として、こうしたい

んだということに対するパブリックコメントは、それは別物だと思うんですよ。諮問機関が出し

ている中間報告に対するのとは、別ものだと思うんです。広く皆さんの意見を聴取することは、

すごく大事なことだと思うものですからね。その場面、その教育長のその策定後のパブリックコ

メントだとかさ、どこかで、その諮問機関とは離れたところで、違う結果で、パブリックコメン

トというのはすべきだと、私は思っております。それで、じゃあやりますとかやりませんとかっ

ていう話にはならんでしょうから、私の意見として、それは広く皆さんの意見を聴取するために

は、必要なことだと思っておりますので提言させていただきます。 

 次に、このスケジュール中に、さっき言いました今年度は３回やって策定委員会というのがあ

ったんですけど、このスケジュールの中に、30年、31年に調査設計をして 32年には施設整備を

行うというふうに具体的に書かれているんですよね。今大幅におくれているという答弁があった

ものですから、この年次、30 年、31 年、32 年にやる。ここの部分もおのずから、先送りという

か遅れぎみになるという思いでよろしいんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 壇上で大幅に遅れてるという言葉を私使いましたけれども、当初の予定

でありますと、29年度中に再編整備検討委員会から答申をいただければという考えでありました

けれども、今それがずれ込んでいるということで、実質どのぐらいの期間かというと、今、各所

属委員さん、委員さんの所属団体ですか、から意見をまとめるのに約３カ月間、ずれ込んでおり

ますので、現状では、３カ月程度の遅れで進んでいるという状況でありますので、再編整備計画

の策定が 30年度の前半になるということで考えますと、おのずと施設調査ですとか、設計といっ

た部分は翌年度以降ということになろうかと思います。 
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○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) それは、慎重審議をしているからこその遅れたというふうにお渡しはとら

えておきます。それで、ちょっと一括答弁いただいたので、通告書とちょっと順番が前後するこ

とはちょっとお許しいただきたいんですけども、統廃合の答申、統廃合がいつ決定するのかとい

うのも聞かせていただきました。これもおのずから遅れるんでしょうか、決定時期が。ただ、そ

のスケジュールを読むと、29年度、今年度ですよね、今年度中にひょっとしたら再編計画が、状

況に応じて学校統廃合の決定を行うというふうにも、今年度、29年度のスケジュールには入って

るものですから、この決定時期というのは、少なくとも、29年度中には統廃合の決定というのは

ないと理解してよろしいんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 議員おっしゃられるとおり、再編整備計画が策定後の、今おっしゃられ

たのは、その状況に応じて統廃合の決定を行うという、そういう行為はそれ以降ということでご

理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) それで、この策定委員会の中に、中小一貫校の制度化だとかコミュニティ

ースクールの導入、積極導入ですよね、これもうたわれていて、今、答弁お聞きいたしますと、

この策定委員会の中でそこも揉まれるということがわかりました。でね、そこで一番心配なのは、

財政のことなんですよね。で、今予定より遅れているという話ですけど、先ほど建部議員の質問

にも出てましたけど、ファシリティーマネジメントが、今度は町文化施設から次は学校へと、だ

んだんなってくるんだろうと思うんです。ですから、方針が決まらん限り、所管課としては特に

どうすんだと言うことになってくると思うんで、遅れ、あまり遅れないでほしいなって思うこと

と。財政の面で、中小一貫校にするよとかさ、コミュニティサークルをするよと言ったら、結構

財政的に絡むところが出てくると思うんですよね。ですから、その決定に至るまでに財政を加味

するのかということなんです。聞きたいのは。そこも加味した決定を教育委員会がされようとし

ているのか、どうなのかお聞きしたい。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) あくまでも検討委員会に図っている諮問事項の中に、小中一貫教育です

とかコミュニティスクールの導入といったこともご検討くださいということでお願いしてござい

ます。それで、それらの答申も再編整備のあり方ということで、基本は、子どもたちにとって望

ましい教育環境の整備ということでありますので、そのことに関して、ご意見をいただいて、そ

してその中で、施設の整備なんかも伴ってくるでしょうし、その教育環境ということで、今言っ

た教育手法も変わってくるんだと思うんです。だから、あくまでも財政が云々という以前に、ま

ず答申をいただいた中で、教育委員会でもんでいくという形になろうかと思いますので、当然、

再編整備計画、答申されましたら、いずれにしましても、何らかの、学校の老朽化ということも

ありますから、何らかの施設整備は伴ってまいりますので、そのあたりは財政部局と十分に協議

をしながら、計画的に進めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) あまり財政的なことは加味せずに答申は答申として受けるし、教育委員会

としての決定は決定としてするということですよね。そこでもう一点、財政の部分と、後でまた
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財政ちょっと出ますけども、財政的な部分とあとは地域なんですよ。今、調査検討を各分野でし

ているという答弁でした。そういう中に、地域の方々のご意見を聴取する。こういう場面は、こ

の検討委員会の中には含まれてないと僕は理解しているんです。ですから、この、例えば小学校

統廃合となると、やはりその次になるのは、地域との理解だと思うんですよ。それも丁寧な説明

をした上で、過去のことを考えると、僕は地域との話し合いがすごく大事だと思うんですね。こ

の地域との話し合いというのは、どうなんでしょう、その策定委員会の中で地域というのはない

と思うんです。その確認と、答申が出てから地域と話し合うのか。それから、教育委員会として

何がしかのこの策定を決定した後に、地域と話し合いを持つのか、どちらになるんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) ちょっとまだ先が十分見えていない部分があるので、あれなんですが、

いずれにしましても統廃合を決定するということになりましたら、当然地域、その前にちょっと

現状ですけれども、その検討委員会の中にはＰＴＡの方の団体も含まれておりますので、各ＰＴ

Ａ単小学校、中学校、ＰＴＡにもおろされて、ＰＴＡの中での協議はされておりますけれども、

実際、地域ということではまだ全く触れられておりませんので、それは今後整備計画が決定した

段階で、地域にどういった形で丁寧に説明していくのか、必要に応じてということは、十分が考

えてまいりたいと思ってますけれども、具体的に今の段階で、なかなか想定しづらい部分はござ

いますので、そういったことでご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) ですから、よく議会なんかがいうのは、いろんな議案が、コンクリートに

なってから出てこられれもっていう話しってあるじゃないですか。同じように教育委員会として、

方針が決定したよと。それから、地域に話し合うと地域では何とおっしゃいますかね。同じよう

に、こんだけ決まってから今さらっていうふうに言われかねないんじゃないですかと、僕はそこ

を心配する。例えば、答申が今の諮問機関でやっていただいてるところが、答申が出ました。答

申が出た段階で地域と僕は話し合いを持つべきだと思うんですよ。それを踏まえた上で策定、決

定をすべき、教育委員会としての立場でね。それが一番ベターなやり方のような気がしてならな

いんですけど、教育長、どうなんでしょうかね、私の考え方に対する感想などあればお聞かせ願

いたいんですが。 

○議長(細川勝弥君) 髙野教育長。 

○教育長(髙野卓也君) 議員ご指摘のとおり、学校の統廃合ということになった場合にあっては、

当然地域の方々と十分お話し合いをさせていただいて、ご理解をいただいた上でないと進められ

ないというふうに認識しておりますので、その点、ただいま議員からいただいたご意見を大事に

しながら、また内部でもう少し詰めて、見通しを立てて、取り組んでまいりたいというふうに思

います。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 財政的なことを先ほどこの答申の中には入れないよと、答申じゃない、決

定の中にはという答弁ありました。で、それで僕あえて答弁を求める者に町長も書かせていただ

いたんですけど、財政的なもので、教育委員会としてこの策定計画が完成しました。教育長が出

しましたという中で、今度は財政部局として、いやこれは聞けないよとかなりかねはせんかなと、

その心配をするんですよ。私、ここで約束できるなら約束してほしいのは、教育委員会の決定ど
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おりにしますという形で、約束というのがここに沿うかどうかは別として、教育委員会で取りま

とめた計画どおりに、私は財政部局としても、いわゆる町長部局としても、僕は取り進めるよう

に、予算措置なりなんなりというものをすべきだと思うんですけども、私はそれはこの場で確約

すべきだと思うんですけど、どうでしょう。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 今お話聞いて、やりとり聞いていれ、今おっしゃってるのは改編計画に対

して、学校施設やなんかの整備が伴うから財政措置を考えれというおっしゃい方です。私、全然

別ものだと思ってるんですけれども、今、教育委員会で一生懸命やろうとしているのは、子ども

たちがどういうふうな学校編成をすれば、豊かな教育を学べるかという、場の提供的に純粋にそ

っちのほうを中心に考えていただく。で、もしも現状のままであっても、大規模改善やなんかと

いうのは時期が来たらやらなきゃならんわけですよ。借金してでも。ですから、そういうのとい

うのは、今の学校側、教育委員会側が考えていることと、それを実行に移すために、昔のような

右肩上がりの子どもたちが増えていって、新たに学校をつくるとか、そういうときというのは、

かなりシビアな、今おっしゃってるご指摘のようなところがたくさん出てくるんじゃないかなと

いうふうに思います。ただ、今逆に言うと、子どもたちが減ってきている状況の中で、もしも極

端な話、廃校ができて、これをどうするんだとか。極端な話し、そこが教育委員会の今再編計画

をつくる上の手枷、足枷にはならんではないかなという認識をしておりますから、教育のほうで

は、自分たちが子どもたちのためにどんな学校というか、そういうふうなものが良いのか、進め

方が良いのかっていうことを純粋にやっていただきたいなと。それに対しては、当然、対応して

まいるということの認識でございます。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) しつこい聞き方で申しわけありません。例えば、廃校という、統廃合とい

うところがあれば、財政的には、経費が減って、統廃合するなという話には絶対ならないと思う

んですよね。統廃合って、もしそちらが出てきたときにですよ。それはわかるんです。だから僕

が心配するのは、そのコミュニティスクールだとか、今、苫小牧でたしか先日新聞報道ありまし

たけど、なんか、やってみるモニター制度だがでやってみるという聞報道もありました。やっぱ

り、コミュニティースクールというのは、僕、大事なことだと思うんで、統廃合をどこかでした

としても、その空いたところで、また新たな教育機関として新たな試みという部分をするという

ふうになるかもしれません。それは将来過ぎて、僕も、かもしれない、かもしれないということ

ばかり聞いてもしょうがありませんけど。ただ、言えるのは、今まで以上の学校の施設、新たな

施設というものが必要になったときだとかね、そういうときに、その教育委員会の考えを、その

まま町としても具現化できるように努力していただけますよねということをお聞きしているんで

す。すいませんしつこいことでお聞きして、申し上げありませんけど、再度答弁いただければと

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) なかなか難しくて、まだ、この検討会議というんでしょうか、この

委員会のほうの結論もまだ出てない中でどのようになるかはわかりません。ただ、先ほど副町長

のほうから申し上げましたとおり、教育のほうでは、子どもたちの教育環境、それをもとにいろ

いろご審議いただくことになりますので、できればそういう方向で財政のほうも考えてはいきた
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いと思います。ただ、今現状の中で、何もない中でそれがどうだこうだというのはなかなか言い

づらいという部分がありますんで、その点についてはご理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

○議長(細川勝弥君) 12番、池田君。 

○12 番(池田一也君) 今、質問はこれで終わりますけども、先ほどの１問目の収入保険制度、そ

して２問目の学校再編、かなり時期的に速いときでの質問かなと思います。ただ、今後十分予想

されることは、私も質問の中で述べさせていただいたと思っておりますので、次、また質問が、

より具現化されたというか、中身がはっきりした時点でまた質問する機会があれば、質問をさせ

ていただきたいなと思っております。これで質問終わります。ありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) ここで暫時休憩いたします。 

 再開については、放送でお知らせいたします。 

          休憩 午後 １時４７分 

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

          再開 午後 ２時０３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４件の質問をさせていただきま

す。まず１件目は、町長の政治姿勢についてでございますが、次期の町長制について、町長は、

どのようにお考えかをお伺いしたいと思います。今、地方行政を振り返ってみますと、町長が公

約として掲げておりました新規収納政策の持続化、循環器センター等の開設。そして、三石パー

クゴルフ場跡地活用など、まだ果たされていない公約等がございます。また、今の町財政事情や

いまだ不通が続く、ＪＲの日高線の早期復旧に向けたその方向性を示すべく対応など、午前中に

町長の行政方針がありましたように、町長として、また日高町村会長として、解決していかなき

ゃならない大きな難題がございます。そのようなことから、私は今期限りでの退任ということに

はならないのではないかと思うわけでございますが、その点を含めて、町長のお考えをお聞きた

いと思います。 

 次に、２件目は、高齢者等の交通安全対策についてでございますが、高齢化の進展に伴い、高

齢者がかかわる交通事故の件数が増加傾向にあります。加齢に伴う身体機能の低下などが原因で、

高齢者が事故の加害者になる比率も高まり、高齢者の交通安全対策が重要な課題となっておりま

す。先日、12月９日付の新聞にも大きく高齢者運転事故をどう防ぐという記事が、取り上げられ

ておりました。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。１番目として、高

齢者運転免許証返納支援についてでございますが、(１)として、当町の高齢者運転免許証自主返納

支援事業の内容についてお伺いします。(２)として、返納者数の状況をお伺いします。そして、(３)

として、当町の支援制度が有効に活用され、事業効果があらわれているのかをお伺いします。(４)

として、今後の展開、課題についてお伺いします。 

 ２として、自転車の事故防止対策についてでございますが、自転車は、通勤や通学など、日常

生活において、日常に身近な移動手段であり、近年、レジャーの多様化、健康維持の観点から、
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その利用者は増加傾向にございます。そのような状況から、自転車が、加害者となる事故は社会

問題化され、平成 27年６月１日より、道路交通法が改正されております。このような現状から次

の点についてお伺いします。(１)として、当町において、交通事故発生件数のうち、自転車事故が

占める割合をお伺いします。過去３年間でお願いしたいと思います。(２)として、町内小中学校に

おける自転車通学者に対する安全教育についてお伺いします。(３)として、自転車事故軽減のため

の取り組みについてお伺いします。 

 続きまして、３件目は、教育行政についてでございますが、文部科学省は、去る８月 28 日に、

全国の小学６年生と中学３年生を対象に、４月に実施した全国学力学習状況調査・全国学力テス

トの結果を公表いたしました。北海道の平均正答率は、小学生においては、国語Ａは 73.7パーセ

ントで、全国より 1.1 パーセントの減。そして、国語Ｂは 56.3 パーセントで、1.2 パーセントの

減。算数Ａは、77.3 パーセントで、1.3 パーセント減。算数Ｂは 43.5 パーセントで、2.4 パーセ

ントの減で、全４科目は、全国平均を下回っておりますが、全国平均に近づきつつあると私は思

います。一方、道内の中学３年生は、国語Ａは 76.7 パーセントで、0.7 パーセントの減。国語Ｂ

は、71.7パーセントで 0.5パーセントの減。数学Ａは 63.7パーセントで、0.9パーセントの減。

数学Ｂは、46.9 パーセントで 1.2 パーセントの減で、すべて全国平均以下の結果でございます。

で、道教委は、先日、11月 27日に各管内、そして新ひだか町の調査結果を公表いたしましたが、

わからない部分がありますのでお聞きしたいと思います。次の点についてお伺いします。１とし

て、町内小学６年生及び中学３年生の４科目の結果はどうであったかをお伺いしたいと思います。

２として、学力の向上への取り組みの主役は、児童生徒であり、やる気を喚起することが、最も

重要であると考えますが、喚起につながる取り組みを工夫する必要があると考えますが、その点

お伺いしたいと思います。３として、過去の調査、これは保護者に対する調査の結果においても

親の経済状況と学力に相関関係があることが明らかになっておりますが、今の当町の状況はどう

であるかをお伺いします。４として、教育委員会として毎年実施されているこの調査結果を、今

後の教育の充実のためにどのように役立てていかれるのかをお伺いしたいと思います。 

 最後に、４件目は、国民健康保険制度についてでございますが、これは平成 27年の医療保険制

度の改定によりまして、国民健康保険の運営が、来年の４月より都道府県単位化され、北海道が

運営の中心的役割を担うことになりますが、次の点についてお聞きしたいと思います。１として、

国民健康保険の運営に当たっての町の役割及び影響についてお伺いします。２として、都道府県

化となった後は、当町の一世帯あたりの保険税にどのような影響があるのかをお伺いします。こ

れは、町民一人一人が、どのくらいの負担になるのかを、不安が大きいだけにその点お伺いした

いと思います。３として、財政的な観点からだけではなく、地域の医療提供体制を守るという観

点からも制度改正のメリット、デメリットについてお伺いしたいと思います。４つ目として、窓

口対応は、今までと変わらないのかどうかをお伺いしたいと思います。 

 以上、壇上から４件の質問をいたします。ご答弁のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 酒井町長。 

          [町長 酒井芳秀君登壇] 

○町長(酒井芳秀君) 畑端議員のご質問にお答えをいたします。次期の出馬についてですが、さき

の９月定例会では、今この時点でやめるという心境にはありませんとお答えいたしました。その

思いは、約３カ月経過した今も、責任という視点からかんがみ、また自身の健康という視点から
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も変わってはおりません。したがって、次期も出馬させていただきますということであります。

しかし、さきの定例会からこれまでの間、なかなか時間が取れず、後援会の方々との会合を持て

ておりません。この後、後援会のご理解を得て日を定め、正式に出馬いたしますということで、

皆様にお知らせいたし、あわせてメディアのほうにも発表してまいりたいと考えております。そ

こで、任期ということが、関わりますので、この際お許しをいただきまして、発言させていただ

きたいのですが、さきの建部君への答弁で、新生児聴覚検査において、その助成について、前向

きに取り組みたいという趣旨の発言をいたしましたが、これは立場をわきまえない発言であった

と、すなわち、次期もその任にあれば、という前置きをし発言すべきでしたのでおわびいたしま

すこと申し添えさせていただきたいと思います。 

○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) 畑端議員からのご質問の大きな項目の２点目、高齢者の交通安全

対策についてと大きな項目の４点目、国民健康保険制度についてをご答弁申し上げます。 

 まず最初に大きな項目の２点目、高齢者の交通安全対策についての１点目、高齢者運転免許証

返納支援についてご答弁申し上げます。一つ目の当町の高齢者運転免許証自主返納支援事業の内

容についてでございますが、近年の交通事故の報道を見ますと。特に、高齢運転者が原因となる

交通事故が増加しており、社会問題化してございます。この高齢運転者による交通事故を減少さ

せるため、我が町では、新ひだか町交通安全推進協議会において、高齢者における運転免許証の

自主返納を促す事業を今年２月から開始しているところであります。内容につきましては、運転

免許証の返納時に多くの方が交付申請する運転経歴証明書の交付手数料が写真代を合わせて、約

2,000 円程度かかることから、それに係る経費を補助することにより、自主返納を促進させるた

め、先着 100 名の方に 2,000 円分の商品券を進呈するもので、対象者は 65 歳以上としておりま

す。また、運転免許証の自主返納の方法や運転経歴証明書の交付手続方法等について、記載した

リーフレットを作成し、２月発行の広報誌と一緒に全戸配布するとともに役場庁舎と静内警察署

の窓口に配置してございます。そのほか、返納者が少しでも日常の交通手段の不安を解消できる

よう、これまでマイカー利用者等には、あまり利用されていなかった町有バスや道南バス等の利

用を促すため、新ひだか町で乗降ができるバスの運行経路や時刻表等を一冊にまとめたファイル

を作成し、進呈しているところであります。このファイルには、無料で乗車できる温泉バス、患

者通院バス、コミュニティーバスのほか、70歳以上の方であれば、１回 100円で乗車できる路線

バスや循環バス、さらに通常運賃での利用となるペガサス号やＪＲ日高線列車代行バスの時刻表

もつづってあり、これらの時刻表は、今まで一つにまとめられたものがなかったため、運転免許

証を返納した方々には、大変好評をいただいてございます。なお、この事業につきましては、平

成 30年３月 31日までとなっておりますので、関係機関と協議しながら、今後のあり方について

検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、二つ目の返納者数の状況についてのご質問でございますが、運転免許証を自主返納され

て、返納支援制度の申請をされた方は、11月末現在で、61名となっております。なお、既に静内

警察署に運転免許証を自主返納された件数については、11 月末現在で 75 名となっておりますの

で。今後も申請があるものと思われます。 

 次に、三つ目の当町の支援制度が有効に活用され、事業効果があらわれているのかのご質問で
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ございますが、昨年１年間での運転免許証の返納数は９人で、今年は 75人と８倍を超える数にな

っていること。また、返納制度を利用されて、申請に来た方々に返納された理由を聞いたところ、

運転に自信がなくなり事故を起こして家族に迷惑をかけたくなかった。支援制度があるこの機会

に返納を決意したという意見が多くあったことから、支援制度を有効に活用され、事業効果があ

らわれているものと考えてございます。 

 次に、四つ目の今後の展開課題についてのご質問でございますが、自主返納支援制度は、来年

３月 31日までの期間と定めておりますので、次年度の実施の有無についても、関係機関と協議を

し、必要性などを見きわめた上で検討してまいりたいと考えております。また、今後の課題につ

いてですが、交通事故発生状況の中で 65歳以上の高齢者が運転中に起きた人身事故の割合は、平

成 26年は 26パーセント、平成 27年は 30パーセント、平成 28年は 37パーセントと、年々増加

の傾向にあります。このことからも高齢ドライバーへの交通安全対策は、必要だと認識し、高齢

者を対象とした交通安全教室等の開催回数を大幅にふやしながら、さらには、関係機関と連携を

図りながら、交通事故が、一件でも少なくなるための取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、２点目の自転車の事故防止対策についてですが、まず一つ目の当町において交通

事故発生件数のうち、自転車事故が占める割合についてでございますが、当町において、自転車

事故が占める交通事故発生件数及びその割合につきましては、人身事故以上の件数となっており

ますのでご理解をいただきたいと思いますが、過去３年間の状況を申し上げますと、平成 26年は

発生件数が６件で 13.6パーセント。27年は、発生件数が５件で 18.5パーセント。平成 28年は、

発生件数が４件で 14.8パーセントとなっております。 

 次に、二つ目の町内小中学校における自転車通学者に対する安全教育についてですが、まず当

町の小中学校別の自転車通学者については、小学校では６校中３校の 33名の児童が、自転車通学

をしております。その内訳といたしましては高静小学校が９名、桜丘小学校が 23名、東静内小学

校が１名となっております。中学校では、全校あわせて 404名の生徒が自転車通学をしておりま

す。その内訳といたしましては、静内中学校が 198名、静内第３中学校が 197名、三石中学校が

９名となっております。そこで、自転車通学者に対する安全教育に関してでありますが、教育委

員会では、自転車事故による交通事故の未然防止に資するため、毎年度、自転車安全利用の正し

いルールやマナーについて、各学校に文書により通知し、周知徹底を図っております。また町内

の小中学校の多くは、４月の始業式、または入学式以後のはやい時期に全校児童生徒を対象に交

通安全教室を開いて、交通安全教育を行っており、その中で自転車の安全な乗り方についても指

導しているところであります。このほか、全校集会や学級活動等を通して、交通ルールの遵守や

自転車乗車マナーについて指導をしており、ＰＴＡや警察署など、関係機関の協力を得ながら、

校内で交通安全教室や自転車整備点検作業を行うとともに、適宜、登下校時の街頭指導に取り組

んでいるところでございます。具体的には、静内警察署の協力を得て、交通安全教室を行なって

いるのが、高静小学校、山手小学校、桜丘小学校、東静内小学校、三石小学校及び静内第三中学

校の６校であります。残りの３校については、教職員が、学級指導の中で、交通安全指導を行な

っております。交通安全教室の内容は、静内警察署の署員の方を講師として招き、ＤＶＤを用い

た講話や体験的な指導による正しい自転車の乗り方、交通ルールの再確認とともに自転車が加害

者になる場合もあることを知り、安全に自転車を運転する態度を身につけられるように行なって
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いるところであります。今後も警察や町交通安全関係団体と連携し、御協力をいただきながら、

自転車の交通安全教育に積極的に取り組むよう学校に指導してまいりたいと考えております。 

 次に、三つ目の自転車事故軽減のための取り組みについてのご質問でございますが、小学校の

交通安全教室において、自転車の正しい乗り方や違反行為の周知、交通安全協会の役員による自

転車用反射材の配布やヘルメットの配布活動を行なっております。また、通学路に、交通安全指

導員を配置いたしまして、自転車の違反行為等に対する街頭指導を実施するなど、自転車事故を

減らすための取り組みを実施してございます。 

 続きまして、大きな項目の４点目の国民健康保険制度についての１点目、国民健康保険の運営

に当たっての町の役割及び影響についてご答弁申し上げます。国民健康保険は、所得水準が低い

ことや医療水準が高いという被保険者の課題と無職や年金受給者等が多く、財政運営が不安定に

陥りやすいことや小規模保険者が多く、地域間格差が大きいという保険者が抱える課題がありま

す。この問題解決の方向性として、平成 30年度からの財政運営の都道府県化が示され、この措置

を具体化した国民健康保険法の改正が、平成 27年５月に成立しているところでございます。制度

改正後の平成 30年４月からは、国民健康保険の財政運営は、都道府県が責任主体となり、国保運

営について中心的な役割を担い、市町村は、都道府県が決定した納付金を被保険者から徴収した

保険税等を財源として都道府県に納めることになります。具体的には、市町村が道に納めるべき

国民健康保険事業納付金を決定し、市町村ごとの標準保険料率として算定し公表するほか、事務

の広域化等についての統一的な運営方針の策定を北海道が行います。一方、市町村の役割として

は、これまでどおり、保険税率の決定や。賦課徴収、保険給付、資格管理、保健事業などの業務

を担い、地域におけるきめ細やかなサービスを行うこととなっております。制度改正により大き

な影響として考えられるものは、財政運営手法の見直しにより、財政運営の仕組みが大きく変わ

り、被保険者の保険税負担についても増減が生じる可能性があることです。具体的には、これま

で市町村が独自に医療費を推計し、保険税として集めておりましたが、制度改正後は、都道府県

が決定する納付金に対して、必要な財源を保険税として集めることになり、これまでの市町村の

医療費と納付金との増減によって、保険税の水準が全道的に平準化されることになります。 

 次に、２点目の都道府県化となった後は、当町の１世帯あたりの保険税はどのような影響があ

るのかについてお答えいたします。平成 30年度から北海道が算定する市町村ごとの国民健康保険

事業費納付金の額が、保険税を算定する際の基礎となり、市町村は納付金の額を踏まえ、保険税

を決定いたします。納付金額は年明けの平成 30年２月上旬に本算定における決定額が通知される

予定となっているため、まだ確定額が示されておりませんが、平成 28年度からこれまで、４回の

仮算定が行われており、市町村においては、仮算定における納付金額をもとに保険税額の決定に

向けて検討がなされているところであります。本年度 11月に北海道より概算納付金が示されてお

りまして、新ひだか町が北海道に納める納付金と、納付金をおさめるための保険税収入必要額、

保険税の算定について整理したところ、現在の保険税率で納付金納めるために必要となる保険税

を確保できる見込みとなっておりますので、平成 30年度保険税への影響はでないものと考えてお

ります。 

 次に、３点目の財政的な観点からだけでなく、地域の医療提供体制を守るという観点からの制

度改正のメリット、デメリットについてお答えいたします。平成 30年度から、北海道が財政運営

の中心的な役割を担うとともに市町村事務の広域的かつ効率的な実施、健全な運営についても中
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心的な役割を担うことになりますが、医療を初め、保健福祉全般に配慮した施策を推進する必要

があります。このような視点から、国保部門と保健、医療、福祉部門との連携を図ることがます

ます重要となってまいります。北海道が、国保運営の統一的な方針として策定した北海道国民健

康保険運営方針には、保健医療と福祉サービスに関する施策等の連携に関することが盛り込まれ

ております。その内容として、地域包括ケアシステムの構築を進めながら、北海道と市町村は、

保健医療と福祉サービスに関する施策やその他の関係施策を絡めて取り組むこととしております。

また平成 30年度に向けて、北海道医療費適正化計画の策定が進められており、現在、素案の概要

が示されているところでございますが、この計画で、北海道国民健康保険運営方針と一体的、総

合的に推進していくこととされており、医療の効率的な提供・推進はもとより、医療機関の自主

的な取り組みに加えて、地域医療構想との連携による医療提供体制の整備促進が盛り込まれてお

りますので、医療費適正化や医療サービスの提供といったと有機的な政策を結びつけることで、

医療面での体制にも寄与するものと考えております。したがいまして、財政面はもとより、医療

面においても、これまで以上に効率化が図られることから、デメリットよりもメリットの部分が

大きくなるものと考えております。 

 次に、４点目の窓口対応は、今までと変わらないのかどうかについてお答えいたします。１点

目の答弁でも申し上げたところでございますが、都道府県単位化となっても、市町村は、地域に

おけるきめ細やかなサービスの提供を行いながら、従来どおり保険税率の決定や賦課徴収、保険

給付、資格管理、保険事業などを担うこととなりますので、一元化に伴う様式等の一部変更はあ

るものの、窓口対応を含め、これまでと何ら変わることはないものでありまして、常に地域住民

と身近な関係の中で今後も業務を進められることとなります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

          [管理課長 片山孝彦君登壇] 

○管理課長(片山孝彦君) 畑端議員からご質問の大きな３つ目、教育行政についてご答弁申し上げ

ます。 

 最初に、１点目の全国学力・学習状況調査の結果に関するお尋ねでありますが、本年度、当町

では、小学６年生が６校で 180人、中学３年生が３校で 166人が参加し、調査を実施しておりま

す。次に、平均正答率についてですが、序列化につながるおそれがあることから、平均正答率の

実数字は外部に公表しないこととしておりますので、北海道教育委員会が作成した北海道版結果

報告書への掲載や町広報においても同様でありますことをあらかじめご承知願いたいと存じます。

そのため、町内と全国北海道、日高管内との平均正答率の差を文言区分で表現し、お答えしたい

と存じます。その文言区分につきましては、差が１ポイント未満であれば同様、差が１ポイント

以上３ポイント未満であればほぼ同様、差が３ポイント以上７ポイント未満であれば低い、差が

７ポイント以上であれば相当低いということになります。それでは、最初に当町の小学校の平均

正答率ですが、全国との差及び北海道との差を比較しますと、全体として低いから相当低いとい

う状況にあります。また、日高との差においては、すべての科目で、ほぼ同様という状況であり

ます。次に、就学校の平均正答率ですが、全国との差及び北海道との差において、すべての科目

で相当低いという状況です。また、日高との差については、数学Ａでやや低いほかは、ほぼ同様

という状況であります。なお、昨年度の当町の結果と比較しますと、平均正答率では、小学校で
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国語、算数ともにＡ問題で上昇し、Ｂ問題でわずかに下がりましたが、町全体の４科目合計では

7.8ポイント上昇しております。また、中学校では、国語、数学、Ａ、Ｂとも平均正答率が上がり、

特に国語Ｂは 10 ポイント近く上昇をしました。そして、町全体の４科目合計では、13.2 ポイン

ト上昇しております。このように、平均正答率の比較では、前年度に比べ、多くの科目でアップ

となったことから、取り組みの成果が、数字の上でも見え始めていると言えます。しかし、全道

平均や全国平均とは、依然として大きな開きがあることから、学校での授業改善と家庭での学習

習慣の充実に一層力を注いでいく必要があると考えております。 

 次に、２点目の学力向上への取り組みとして、児童生徒にやる気を喚起する取り組みの工夫に

ついてご答弁申し上げます。学習に対するやる気、すなわち学習意欲でありますが、これは児童

生徒が学習に向かい、取り組むためのエネルギーとも言うべき重要な資質であります。これを育

むためには、毎日、学校で行われる１時間１時間の授業が、児童生徒にとって、「楽しく、わかり、

できる」授業であることが前提となります。そのためには指導に当たる教師が、児童生徒の実態

を踏まえた上で、教材研究を行い、学習への興味関心を引き出しながら、児童生徒が主体的に取

り組む問題解決的な学習を展開し、何がわかればよいのか、何ができるようになればよいのかと

いった授業の目標を、一人一人が目的意識として持ち、自分の力で、あるいは友達と共同でＩＣ

Ｔ機器を活用するなどして、学習課題を解明し、授業の終わりには、まとめや学習の振りかえを

通して、「わかった、できた」という喜びを実感できるようにすることが大切です。新学習指導要

領で強調されている主体的、対話的で深い学びのある事業づくりとは、まさにこのような事業を

求めており、そうした授業づくりを目指して取り組みを進めているところでございます。また、

授業で学んだことがしっかりと身につき、次なる学びに生かすことができるようにするとともに、

学習意欲を持続していくためには、家庭学習が極めて重要であります。このため、毎日、自宅後、

机に向かう時間を決め、学校で学んだことを教科書やノート、プリントなどを見直すなどの福祉

を行うとともに、ワークなどの副教材の問題に取り組むなどの家庭学習を行う必要があります。

そうした学習を通して、改めて「わかった、出来た」という思いを持つことで、自信を持つこと

となり、次への学ぶ意欲が醸成されるものと考えております。以上のようなことから、教育委員

会といたしましても、授業改善と家庭学習習慣確立の２点を重点に児童生徒のやる気を喚起する

取り組みに一層、力を注いでいくよう。学校に働きかけるとともに、教材教具の整備など、学び

の環境づくりや家庭学習習慣の確立に向けた家庭地域への啓発に努め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、３点目の保護者の経済状況と学力の相関関係に関するお尋ねでありますが、教育委員会

が押さえている情報としまして、学校ごと、教科ごとの全体の平均正答率でありまして、当町の

児童生徒一人一人の結果とその子の保護者の経済状況との相関データは把握しておりませんこと

から、明確な状況をお答えすることができませんので、ご理解いただきたいと存じます。 

 最後に、４点目の教育委員会として、毎年実施されているこの調査結果を今後の教育の充実の

ためにどのように役立てていくのかについてご答弁申し上げます。文部科学省が毎年実施してお

りますこの全国学力・学習状況調査は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、

児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ると

ともに、そうした取り組みを通して、教育に関する継続的な検証改善サイクルの構築や、学校に

おける児童生徒への教育指導の充実及び学習状況の改善等に役立てることを目的としております。
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申し上げるなでもなく、児童生徒が生まれ育った町や地域、学ぶ学校などによって、教育水準が

著しく異なり、将来にわたって、不利益をこうむるようなことは、あってはならないことであり

ます。また、全国的に実施されています全国学力・学習状況調査は、当町の児童生徒の学力や学

習状況を客観的に把握する上で有効な調査であることから、調査結果を真摯に受け止め、当町に

学ぶ児童生徒の将来を見据え、学校教育の改善に生かしていかなければならないと考えておりま

す。したがいまして、教育委員会といたしましては、本調査の結果をもとに、当町における児童

生徒の学力や学習状況を把握分析し、学校教育に関する施策に反映させ、学校の教育活動が一層

充実するよう指導するとともに、家庭や地域ぐるみで、生活リズムの改善や家庭学習習慣の確立

に向けた取り組みを改善を加えながら推進してまいりたいと考えております。具体的には、全国

学力・学習状況調査に加え、標準活力検査ＣＲＴの実施による、よりきめ細やかな実態把握や学

力向上推進会議による、全学校ぐるみの学力向上策の取り組みの推進、さらには町ぐるみの家庭

学習強化週間の設定、長期休業中の公設学習塾の実施継続と有効と思われるあらゆる取り組みを

施策に位置づけ、実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し

上げます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) ただいま、４件に対するご答弁ありがとうございました。大変詳しくご答

弁いただいたものですから、再質問もあまりないんですけども、何点かだけお聞きしたいと思う

んですが、１件目の町長の政治姿勢についてのご答弁、町長のご答弁では、次期の町長選に出馬

をしたいということで受けとめました。 

 それで、次に２件目の高齢者等の交通安全対策についてでありますけども、１から４の答弁に

ついて、いろいろ関連ございますので一括でお聞きしたいと思います。で、この件につきまして

は、自主返納促進に向けた支援につきましては、私も昨年６月の定例議会でいろいろこの支援対

策についてお聞きしてきました。それで先ほど、答弁の中で事業内容を説明いただきましたが、

これは町の交通安全推進協議会で商品券を 2,000 円ということで、支援策を打ち出してるところ

でございますけども、この点については、町民のみなさんも、関係する町民のみなさんも大変喜

んでいるんではないかと思います。その答弁の中で、返納者、返納者数の状況を聞きますと、支

援制度からなる返納ということ、すべてがそうだとは思いませんけども、確かにこの事業効果は

私は出ていると思っております。この件につきましては、お年寄りに対しましても、他の町村と

同じような、他の町村、同じような問題を抱えておりまして、他の町村はもう少し突っ込んだ手

厚い支援策を打ち出しているようです。 

その辺の内容は、当然担当のほうでわかってると思うんですが、町としても、今のこの支援策、  

2000という支援策  を分析をしていただきまして、大変財政的には大変厳しいということは十

分承知をしてますけども、他の町村と比べて、もう少し突っ込んだ支援策を検討してみたらどう

かと思いますけども、その点どうかお聞きしたいと思います。 

○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、運転免許証の自主返納者への

支援の関係ですが、平成 28年 11月末現在で道内の状況では、17市町村が実施しているところで、

支援内訳については、運転免許経歴証明書代に係る経費分 1,000 円の助成をしてるところが８市
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町村、このほか 2,000円、3,000円、5,000円、１万円。１万 5,000円、２万円、３万円、５万円、

６万円と。それぞれ１市町村ずつでございまして、合計９市町村ということになりますが、そう

いった状況でございます。このほかでは、コミュニティーバス等を１から２年間、無料にすると

いった助成を行なっているところもあるということです。で、当町におきましては、やはり財政

面から今の金額以上の支出が厳しいものというふうに考えておりまして、また先ほど答弁申し上

げましたとおり、運転免許証の返納者数が、昨年と比較して現在８倍近くにまでになっておりま

して、一定の効果があらわれているというふうに考えております。また運転免許証を持っていな

い、もともと持っていなかった方との公平感からも考えますと、支援金額の増額については現在

のところ考えていないところでございますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10番(畑端憲行君) そういうことだと思うんですけども、特にこの地域は公共交通というのは、

あまりうまく街中までということにあまりなってないものですから、そこら辺が歳を取った場合

に大変だということ、これからもどんどん出てくると思うんです。そういったことで、ちょっと

お聞きしたんですけども、十分これから先のこと検討していただきたいと思います。 

 それで、この(４)の今後の課題についてということで、ちょっと触れてみたいと思うんですが、

先ほど支援制度は、先ほど答弁の中で来年の３月 31日までの期間としながらも次年度に向けて検

討したいということでございましたけども、ぜひこの支援制度を、今の支援制度は、ぜひ町長も

バックアップしながら、その制度を続けていただいて、そして、できれば、先ほど言いましたよ

うに上乗せをしながら、そしてまた今運行している福祉バスだとか、コミュニティーバスだとか、

それからこれからも出てくるだろうＮＰＯの法人の過疎輸送の関係の有効運用を十分工夫しなが

ら、検討していただきたいというふうに、一つ希望にもなりますけども、そういうふうにしてい

ただきたいと思います。これは答弁要りません。そういうことでよろしくお願いいたします。 

 それから、２点目の自転車の事故防止対策についてちょっと質問したいと思いますが、これ、

先ほど答弁ありましたけども、自転車事故の占める割合というのは、私が思っていた以上に多い

のでびっくりしております。それをもとに、ちょっと再質問したいと思いますが、この安全教育

の関係ですけども、(２)の安全教育の関係ですけども、先ほど言いましたように子どもたちの安全

教育ですか、についてはいろいろこうやっていただいてるということでわかりましたが、この高

齢者も日常生活の中で自転車を利用するということは当然ありますけども、そういった高齢者の

安全教育も定期的に行われ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) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) 高齢者の安全教育ということでございますが、昨年、町内におき

まして、高齢者の方々が３名、いずれも歩行中ですが、道路横断中に自動車にはねられて死亡す

るという痛ましい交通事故がありました。このことから、このような事故を防ぐために、高齢者

に対する交通安全教室の開催回数を増やしまして、昨年から今年にかけまして、三石地区では６

回、静内地区では７回の交通安全教室を開催をしております。今後も既に数回の開催予定、申し

込みが入っている状況であります。 

 以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10番(畑端憲行君) その点についてはわかりました。それから、(３)で自転車事故軽減のための



 

 - 44 - 

取り組みの中の答弁の中で、自転車の違反行為に対する街頭指導の実施というふうに申しており

ましたけども、これは冒頭、私、壇上で申し上げましたが、平成 27年６月に、実はその道路交通

法改正しましたよね、自転車の関係。３年以内、３年以内にこれは何かと言いますと、３年以内

に 14種類の政令を定める違反行為を２回やった場合には、自転車ですね、違反をやった場合には、

自転車の運転者に対して安全講習の受講を義務付けるということですよね。この安全教育講習の

受講というのはこれ、３時間、手数料が 5,700 円かかるんですが、そして、この受講を受けなけ

れば５万円以下の罰金刑ということに決定しているんですよね。そういったことが、義務づけら

れたんですが、そういったような改正が、住民に周知、広報でもなんでもいいんです。なんかチ

ラシでもそういったことを徹底してやられたとか、私ちょっと記憶ないものですから、そのこと

はやっぱり自転車に乗る方には、ちょっと注意しなきゃならないし、そういった教室でもそうい

った話をされているのかどうかわからないですけども、そういうとこもされているのかどうかお

聞きしたいと想います。 

○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、道路交通法の一部改正につき

ましては、議員おっしゃるとおり、平成 27年６月１日に施行がされております。それで、自転車

運転講習の受講を定めたものでございまして、近年、自転車のルール違反が問題視されてきたこ

とによりまして、また、全国の全体の事故件数に占める自転車乗車中の事故の割合が、約２割に

上っていたということで、平成 25年には小学生が乗った自転車が歩行者と衝突し、自転車に乗っ

ていた小学生の母親に約 9,500 万円の賠償を命じるというケースが生じたことから、道路交通法

を改正しまして、14項目の危険行為を定めまして、３年間に２回以上の違反をしたものに対して、

交安委員会が自転車講習を義務づけしたものでございます。この改正についての住民周知につい

てでございますが、新ひだか町交通安全推進協議会において、平成 27年７月発行の広報８月号と

一緒に、両面カラーのチラシを作成しまして全戸配布をしたほか、高齢者の自転車による交通事

故が多く発生していたことから、老人クラブの会員に配付、改正内容で中学生以上は車道を通行

するように改正されましたことから、中学校と高校の生徒にも配付をしております。今後も関係

機関等とも協議しながら周知に努めてまいりたいと考えております。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) ということは、私ちょっと余り記憶なかったんですけども、そういった協

議会とか、あるいは広報とか、そういうことでチラシなんかも、裏表でやってるということだと

いうふうに答弁していただきましたので、私はちょっと記憶がなかったものですから、申し訳な

いと思っているんですけども、今後もそういった教室をする中で、子ども大人問わず講習をして

いただきたいと、かなり、あれ見たら厳しい状態ですね。ですから、そういうことを今後続けて

いただきたいと思います。 

 それでは、こう順番に沿ってやりたいと思いますが、教育行政について進めたいと思います。

それで、１について、もう新ひだか町の小学６年生及び中学生、中学３年生の平均正答率につい

ては、先ほど答弁の中で、なんと言うんですか、序列化につながるおそれがあるから、平均正答

率の実数字は、外部には公表できないということであったと思うんですが、私が道の調査結果や

新聞等から、ちょっといろいろ確認というか、自分なりに覚えた内容ですけども、先ほどちょっ

と言ったことと重複するかもしれませんけども、小学生で言えば、特に先生方の国語の指導とし
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ての補充的な指導が全道・全国より実施率が非常に高くて、その結果が、今回の国語の先ほど言

われました国語の学力に全道を上回る正答率という口にとらえておりますけども、また算数Ａに

つきましても、算数Ａの図形の部門で、全道で最も近くなっていると。近づいてると。また中学

生においても、研修リーダー等を校内に設けて、研修の実施計画を設けて、組織的な活動は、全

道全国に比較してもかなり高くて、国語Ａ、そして数学Ｂの正答率が、全道に近づきつつあると

いうふうに記載してありますし、私はそういうふうにとらえております。それで、４番目の質問

でもお答えいただいておりますけども、この全体的には、まだまだ全道との正答率の差が大きい

わけでございますけども、今回の結果を分析して、その学力向上策としての当町のお考えももう

一度お聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 壇上でのご答弁と重複する部分もございますけれども、当町の場合、昨

年度と本年度と比較しますと、小学校では４科目合計で上昇している。中学校にあっては全科目

で上昇して、当然、４科目合計も上昇が大きいという状況があります。そういったことで、数字

の上でも現在行っている取り組みが成果を上げてきているんではないかというふうにとらえてお

りますので、今後ともその学校での授業改善という大きな視点と、それともう一つは、並行して

家庭での家庭学習習慣の充実というこの２本を中心に、さらなる取り組みを進めていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 今、家庭学習、家庭での学習習慣ということがありますけども、その点で

ちょっとお聞きしたいんですが、11 月 28 日付けの新聞でも、特に日高とそれから根室管内の中

学生、中学３年生では、学習状況調査では、家庭学習が全くしないと答えた生徒の割合が１割を

超えて、道教委では、何と言っているかと言ったら、授業がわかったつもりでも帰って振り返り

というんですか、復習というんですか、振り返り学習時間が少ないというふうに分析しています。

この日高と根室管内。先ほど答弁の中で、学校での授業改善とやはり何と言っても家庭での学習

習慣、これ一層強く力をいれていかなきゃならないというふうに思いますけども、帰宅後、机に

むかう時間を決めたり、その日に学校で学んだことを、教科書やノート、プリントなどを見直す

復習の指導に当たってるというふうに答弁しておりますけども、この件については、以前、私も

一般質問の中で申し上げましたけども、やっぱりゲームとか、携帯電話とか、その点にするのが

一番長いそうですね。この管内。本当かそうかもしれませんけどもね。それで、なんといっても

こうしなさい、ああしなさいと学校で言ってもやはり保護者と連携した取り組みがどうしても必

要になってくるんでないかというふうに思うわけです。そこでちょっと聞きたいんですが、家庭

などで学習習慣を定着するためには、当町としては、どういう取り組みを一番必要でないかとい

うふうに思うかということをお聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 議員おっしゃるとおり、家庭との連携、さらには地域と連携ということ

も考えておりますけれども具体的に家庭との連携、家庭での啓発ということで申し上げますと、

本年度４月ですけれども、小中学生の全家庭に家庭学習を支える８つのポイントということで、

親御さんたちが、子どもと向き合うなり、子どもに対する指導という面での提言というか、それ

をペーパーにして、配付させていただいております。それから、また６月と 11月、今年、年２回、
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これも初めての取り組みだったんですけれども、町内一斉に家庭学習強化週間ということで設定

いたしまして、家庭への働きかけはもちろんのこと、そういったことで町内の、地域の方にも知

っていただこうということで、町広報のみならず、ホームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔ

ｔｅｒなどにも掲載して、広く周知するといったような取り組みも行ってございます。そして、

今まさに考えてるところというか、進めている最中でございますが、来年の４月に全家庭に配布

することを目指して、家庭学習の手引き、これは町内のすべての学校を統一したもの、町内統一

のものということで教育委員会が作成して、配付しようということで考えてます。当然、各小中

学校、すべての学校では、学校それぞれ独自の学習の手引き、家庭学習の手引きというものを作

成しておりますけれども、今後は町一体となってという意味も込めまして、教育委員会としてそ

ういった手引を作成し、配布していきたいということも考えてございます。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) さきほど言いましたように、この家庭学習というのは、十分、当然必要だ

と思いますので、その辺の方法を十分活かしてやっていただきたいと思っております。それから、

この教育関係、最後にちょっとお聞きしたいんですが、今回のこの調査から、調査から初めて部

活動の時間数と正答率の関連ということを分析したようでございますけども、道内においては部

活動、部活ですか、部活時間が結果によると、部活時間が１時間から２時間未満と、部活動です

ね。１時間から２時間未満というのが答えた生徒が、正答率が 15.7パーセントあって、最も正答

率が高かったそうですね。出ているということで私ちょっと調べたんですが、そういうことで当

町としては、部活動の時間数と正答数の関係というのはどうなのか。これは、目に見えてこない

んですけども、そういう調査、やったというんですけども、そういう調査で、それを結果、とら

えてるんであればちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今の議員おっしゃられているのは、全国的な集計の中でのデータ、もし

あるとすれば、ちょっと私、その数字は 15.7パーセントっていうのが、どういう意味をするのか

ちょっと把握できていないわけですけれども、当町におきましては、壇上でも申し上げましたけ

ども、児童生徒一人一人の学力の結果と、そういった時間の使い方ですとかそういった相関関係

ということでのデータは把握していないものですから、なんともお答えようがないということで

ありますけれども、確かに放課後の時間をどう使うかということで、部活もそうでしょうし、テ

レビをみるのも、スマホ・ゲームをするのも、そういったことで、１日の時間が使い方というこ

とをうまくやることが大切だろうと思いますし、そのためには生活リズム、それをしっかりとつ

くっていただくということが必要になろうかと思います。そういうことで、ちょっとそのデータ

に関しては、町として分析したものではございませんけれども、議員おっしゃられるような結果

は出るのかなというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 私の方でとらえたのは、そういうことで、今回の調査でそういう分析され

てるということは、他の結果報告で出ておりますので、もし、また再度分析する時期がありまし

たら、もしこの関係がありましたら、そんなように町としてもどうあるべきかということを調べ

た方が良いと思いますので、よろしくお願いします。教育関係はこれで終わりたいと思います。 
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 それから、次に、次にというか最後ですか、国民健康保険の関係でございますけども、これも

詳しいご答弁いただきました。で、１から３につきましては、特に関連がありますので、合わせ

た中で１、２点質問したいと思いますが、１番目の国民健康保険の運営に当たっての答弁の中で、

双方の役割を先ほど説明していただいたんですが、この国保の保険者は、今までの市町村から、

これ道と市町村の協働の運営というふうに捉えて良いのかどうかちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) ご質問ありがとうございます。お答えいたします。都道府県化

になりましたら、責任主体は、財政の責任主体は北海道が、責任主体となるということになりま

すが、市町村はそこから離れいるわけではなく、あくまでも、賦課徴収ですとか、保険税率の決

定ですとかもありますので、北海道とともに、責任主体は北海道ではありますけれども市町村も

一緒に運営していく、その中で、運営主体はあくまでも北海道ということになります。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 今、お話ございました。もちろん北海道も市町村も同じことっていうこと

ですけども、それでちょっと関連でちょっとまたお聞きしたいんですが、先ほどの説明と、それ

から新制度のもとでの国保の国保財政の流れをちょっと見てみますと、道が国保事業に必要な費

用を市町村が、道に納付金としている納めるという仕組みとして解釈しておりますけども、納付

金のことについてちょっとお聞きしたいんですが、いわゆる町村の税額ですか、税額、いわゆる

国民健康保険税の調定額の 100パーセント、調定額の 100パーセントを完成されたものの他に他

の算定基礎もあるかと思いますけども、そういった額を合わせた合計額を納める義務として、理

解して良いのかどうかがお聞きしたいと思います。 

○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) ご質問の納付金の関係でございますが、これは全道の医療費見込

から国道交付金などを除きまして算出されております。納付金算定におきましては、保険税は含

まれていないものでございます。算出されました全体の納付金額に北海道が設定した所得水準及

び医療費水準、加入者数、世帯数や医療費指数などを算定しまして、各市町村に配分されたもの

を納付金額として示しているものでございます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) ただそれは、調定額ということではなくて、そういう算定はないというこ

とですね。ちょっとこれ聞きたいんですが、ここの改革では、賦課総額の決定に当たっては、こ

こに書いているんですね、道が各市町村に標準的な収納率を提示して、各市町村の標準保険税率

を算定・公表することのようでありますけども、この標準保険税率というんですか、これはどの

ようなものかちょっと今一度お聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) お答えいたします。市町村標準保険料率につきましては、北海

道が各市町村のあるべき保険料の見える化を図るために、将来的な保険税負担の平準化を進める

観点から参考にできる値として示されたものです。標準保険料率の算定方法につきましては、ま

ず北海道が算定した納付金額から、交付金あとは市町村個別の歳入歳出を加算・減算調整いたし

まして、保険税収納必要額が算定されます。その保険税収納必要額を市町村ごとの収納率で割戻
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して、標準保険料率が算定されることになります。ここで使用している市町村ごとの収納率とい

うものが、北海道が設定する収納率で市町村ごとに過去３カ年の収納率の平均値として使用して

いるものでございます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10 番(畑端憲行君) 今言いましたように、市町村の過去の３年間の、３年間の平均収納率でそ

れを参考にするんだということですね。それで、ちょっと最後になるんですが、ちょっとお聞き

したいんですが、これ道で決めたこの標準の保険税率の算定基礎となる、標準的な先ほど言いま

したように、収納率、道で決めた標準的な収納率より、実際のその収納率が町の収納率が低くな

った場合、低くなった場合には、これに対する道の対応というのはどういうふうになるんですか。

収納率が低くなった場合。 

○議長(細川勝弥君) 斉藤生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹(斉藤智恵美君) まず北海道が算定したその標準的な収納率よりも、実績の収納

率が低かった場合ですけれども、まずはその北海道が標準保険料率を算定するために設定した収

納率というのは、納付金を納めるために必要となる保険税収納必要額を算定するために各市町村

に示されたものでございます。仮に北海道が示した収納率よりも低いかったとしても、決められ

た確定納付金は納めなければなりませんので、収納率が低く収納額が確保されない分、財源不足

となる可能性がございます。で、北海道はそれに対してどうするかっていうことになりますが、

北海道が算定した収納率との比較というよりも実際の収納率が低かった場合に考えられる影響と

しては、収納率が低い分、収納率向上に対する取り組みに対して交付される保険者努力支援交付

金ですとか、特別調整交付金などが受けられなくなることが考えられます。あとは、交付金は、

納付金を下げるための財源に充てられるものでございますので、収納率が下がると納付金が増え

ることになりますので、保険税が上がってしまうことになり、被保険者負担が増える可能性が出

てまいります。ですので、保険税は納付金納めるための財源ですので、実態に即した収納率を考

慮した上で、納めるべき納付金を確実に集められるような保険税率を設定しなければなりません

ので、北海道が示した標準保険料率と保険税収入の必要額を考慮しつつ、より実態に近い見込み

を出さなければならないと認識してございます。 

○議長(細川勝弥君) 10番、畑端君。 

○10番(畑端憲行君) その点、一応理解いたしました。以上、私の質問を終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。 

○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２１分 

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

          再開 午後 ３時３３分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に、進みます。 

 ６番、北道君。 

          [６番 北道健一君登壇] 

○６番(北道健一君) 通告に従い壇上より一般質問をさせていただきます。 

 質問は２点ございます。質問事項の一つ目ですが、町職員の現状と削減計画についてでござい
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ます。現在、新ひだか町第２次総合計画を策定中ですが、町は平成 18年度に合併後の職員等の定

員管理計画を策定しましたが、さきに開催されました全議員協議会で説明がありました総合計画

素案の中に、安定した行財政運営における現状の課題で、職員定員管理の現状は、定年職員等の

欠員不補充による削減数値については、目標を達成できていないとのことです。そこで、定員管

理計画における現状の配置人数実績と今後の職員等の定員管理計画に対する考えを伺います。１、

合併時の職員数と嘱託職員、臨時職員の合計人数。管理計画で配置計画した平成 27 年度末職員、

嘱託・臨時職員の計画削減目標値に対する平成 27年度末の職員数と嘱託職員、臨時職員の合計人

数の対比について伺います。２、今後の職員等定員管理計画の具体的な考えを伺います。 

 次に、質問事項の二つ目は、職員職務残業実態についてです。一般社会では、長時間残業によ

る過労問題等が発生し、大きな話題となっております。そこで、当町の職員、嘱託職員、臨時職

員の残業の実態について伺います。１、職員の残業の実態について、各課で把握しているか伺い

ます。２、平成 28年度、各課における月及び年間で最高時間外従事された方の時間外は何時間で

あったか実態を伺います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。答弁をよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君登壇] 

○総務課長(藤沢克彦君) 北道議員のご質問にお答えします。１点目、町職員の現状と削減計画に

ついてでございますが、定員管理計画につきましては、合併後の平成 19年３月に新ひだか町集中

改革プランの中の行政改革の個別計画の一つとして、市町村合併の最大メリットであります行政

のスリム化を図り、将来にわたって安定的な行政運営を確保することを目的に、計画期間を平成

19 年度から平成 27 年度までの９年間とし、策定したものでございまして、策定から５年が経過

した平成 22年度において、国の政策転換、社会情勢の変化等に伴う町が処理する業務量の増加や

当初予定していなかった部署の設置、事務処理上の新たな課題などが生じてきたことから、必要

な見直しを行っているものでございます。そこでまず合併時の正職員、嘱託職員、臨時職員の合

計人数でございますが、正職員が 472 名、嘱託・臨時職員が 234 名、合計 706 名でございます。

次に、計画の最終年、平成 27年度末の計画に対する実績比較でございますが、正職員では計画人

数 416 人に対し、実績は 440 人となっており、計画比で 24 名の増となってございまして、主な

増員は福祉職 16名、医療職５名、一般行政職３名となっております。また、嘱託・臨時職員では

計画人数 199 人に対し、実績は 177 人となっており、計画比で 22 名の減となってございます。

全体では、計画人数 615人に対し、実績は 617人、計画比で２名の増となってございます。次に、

今後の職員等定員管理計画の具体的な考え方についてでございますが、現在新たな定員管理計画

の策定に向け、準備を進めているところでございまして、策定に当たっての考え方としましては、

一般行政職については、再任用制度の創設により、今後は大幅な退職減が見込めないことや合併

後に、新規採用職員の抑制を行ったことにより、20 代後半から 30 代前半の職員の割合が非常に

低くなってしまったことを踏まえ、新規採用職員についてもある程度見込む必要があること。ま

た、組織改編についても、現状、一定の形づくりがなされたことから基本的には大幅な削減を見

込めないものと考えております。また、医療職や福祉職といった専門職については、関係法に基

づく配置基準や施設運営上必要な勤務体制を考慮した人員確保が必要であることから、慢性的な

人員不足は別として、施設の現状のまま維持することを前提条件とした計画になるものと考えて
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おります。全計画では合併から 10年かけて正職員で 30人ほどの削減を行なってきましたが、現

在の職員数については、施設が複数がある医療職や福祉職を除くと、他の団体と比較しても決し

て多い状態ではなく、極端な削減は難しいものと考えております。 

 次に、ご質問の２点目、職員の職務残業実態についてでございますが、まず、職員の残業実態

について、各課で把握しているかとのご質問でございますが、時間外勤務については、所属長の

事前命令が必須であり、選挙事務や災害対応等の一部の時間外勤務を除き、各課において時間外

命令簿及び勤怠システムにより管理を行っておりますので、当然のことながら命令権者である課

長は残業実態について把握しているものと考えております。 

 次に、平成 28年度の各課における時間外勤務の実態についてでございますが、最も時間外勤務

を行った職員の一月当たりの時間数は 143 時間で、年間時間数では 673 時間となっております。

時間外勤務の時間数の多かった理由といたしましては、災害対応や選挙による臨時的かつ緊急性

のある事務を行った職員が多い状況となっております。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) はい。壇上の質問に答弁をいただき、また請求資料いただきありがとうござ

いました。何点か再質問をさせていただきます。質問事項の一つ目の町職員の現状と削減計画に

ついての再質問でございますけども、合併時は正職員が 472、嘱託・臨時職員が 234名の 706名

居ましたが、定員管理計画では、５年後の平成 22年で見直され、平成 27年度の目標では、正職

員 416名、嘱託・臨時職員が 199名で、総計 615名とのことですが、実績では正職員は計画に対

して 24 名の増、反対に嘱託・臨時職員は 22 名削減されており、全体では２名の増で平成 22 年

計画したところと大体同じですけれども 27 年度目標で正職員の削減計画をできなかった大きな

要因はなんであったかお聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。正職員の人数が計画と比較し、増員となった大きな理由でござい

ますが、医療職や福祉職のいわゆる専門職部門の職員の増が大きな原因となってございまして、

平成 22年度の計画見直し時には、当時の職員の現員数をもとに見直しをしましたが、その後、病

院診療科目が増えたことや福祉施設の定員見直しなどがあり、このことが職員の増につながった

ものと考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 正職員の増員要因が、医療福祉等の専門職が必要からという要因はわかりま

したが、行政組織の改編によるグループ制の導入や三石の総合支所と本庁舎への業務統廃合を進

めたことは、人員削減に効果はなかったのかあったのかお聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。まずグループ制導入による効果でございますけども、グループ制

の課題である担当者や責任者の所在がわかりづらいといったデメリットはあるものの、人員削減

ということに関しては一定の効果があったものと考えております。特に、一般行政職においては、

合併後、平成 25年度まで毎年人員を削減出来たのは、新規採用を抑制してきたことが一番の要因

となっておりますが、組織改編による統廃合はもとより、グループ制の導入により、住民サービ

スの低下を招かず、効率化が図られたことが大きいと考えております。また、三石総合支所と本

庁舎の業務統合についても、平成 18年度の三石庁舎等に配置された嘱託・臨時職員を含めた職員
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数の合計は、88名でしたが、平成 27年度では 54名まで削減され、職員の一部は静内庁舎の本庁

組織へ移動しており、同時に人員削減にも効果をもたらしたものと考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 業務の統廃合や職員の本庁舎への移動は、人員削減に効果は出ているようで

すが、職員削減の配置不足による嘱託・臨時職員等の任用は、10年間でどのようになってるかお

聞きしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 嘱託・臨時職員の任用につきましては、合併当時と平成 27年度の実績

を比較しますと、57 人の減となっておりますが、計画の見直しを行った平成 22 年度の実績と比

較すると、３名の増ということで、さほど変わらない状況でございます。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 嘱託臨時職員は合併時と比べると、平成 27 年度との実績と比較すると 57

名が少なくなっているが、平成 22年の実績と比較すると、この場を５年間でさほど変わっていな

いという答弁ですが、今後、人口減が予想される中で、我が町と同等規模の人口の市町村と比べ

て、嘱託・臨時を含めた全体の職員数は多いのではないか。また、平成 28年度決算の人件費総括

表では、特別職、職員、嘱託、臨時、パートを含めて、総額 46億 400万円がかかっております。

道東規模の市町村と比較して多いのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 数字だけ見ますと、確かに同規模の人口の市町村と比較しますと、職員

数、決算額とも多い状況となっておりますが、病院、老人施設等が複数あることを考えますと、

当然多くなるものと思っておりますし、一般行政職については、本町の行政面積や産業構造等を

考えますと、これ以上の削減は難しく、また、先ほどお答えしたように現状でも決して多いとは

考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 病院や老人施設等が複数あることや、行政面積、産業構造を考えると、職員

数も人件費も削減は厳しいというふうに聞こえたんですけど、私は将来の人口減や町財政を考え

た場合、やはり今後の職員定数管理計画は重要だと考えてますし、慎重に計画を立てなければな

らないと考えてますので、今後の策定するときに検討いただきたいと思います。この部分は答弁

は要りません。 

 次に、質問事項の二つ目の職員の職務残業実態についてですが、壇上の答弁によりますと、職

員の残業の実態がある程度わかりましたけれど、最高の残業者が平成 28 年度１カ月で 143 時間

の人と、年間１人、合計で 673時間の残業時間があったということですが、これは非常に多いよ

うに思えますし、673時間を８時間で終わったら、82日間といった計算にもなるし、このような

中で一般社会のように過労問題が発生するような問題は発生しないのか、伺いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君)○総務課長(藤沢克彦君) 総務課長。長時間労働による、過度疲労や心理的賦

課により、脳・心疾患やメンタルヘルスの不調を起こし、過労死や自殺に追い込まれるケースが

全国的に増えておりますが、先ほどご答弁したとおり、本町においても月に 100時間を超えるよ

うな長時間勤務をする職員がいるのも確かでございます。一番良いのは時間外勤務を減らすこと

でございますけども、一方で災害対応や選挙による臨時的かつ緊急性のある事務など、時間外勤
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務により対応せざるを得ないものがあること。また、新たな行政課題、サービスの増加に対応す

るため、職員数を大幅に増やすことが難しい状況の中、時間外勤務での対応を選択せざるを得な

いことがあることもまた事実でございます。そこで、本年の 10月の時間外勤務実績により、長時

間にわたる勤務をした職員に対しまして、産業医による面接指導を実施することとしました。面

接指導の対象となる職員は、１月当たり 100時間を超える時間外勤務をした職員、連続する２月

の期間において時間外勤務が１カ月当たり平均 80 時間を超えた職員、１月当たり時間外勤務が

45時間を超え、疲労の蓄積や健康上の不安を有している職員となってございまして、100時間を

超える時間外勤務をした職員については、原則面接を受けなければならないこととしておりまし

て、２番目、３番目の該当の職員は、本人の希望があれば面接を受けることができます。昨年度

から始まったストレスチェック制度と並行して実施していくことで、職員の健康管理に一定の効

果があるものと考えております。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 今年の 10月より、時間の勤務の多い職員の管理改善を行なっているようで

ございますけれども、大きく残業する総務課や建設課の職員数の配置について、他部門の協力を

得る体制とか残業の少ないと言ったら失礼ですけれども、部門の業務集約を行なって、余剰人員

を忙しいへ部門に配置する等の改善が必要というふうに思うのですがお考えはいかがでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 残業の多い部署への職員の配置につきましては、過去におきましても、

税務課の繁忙期であります２月から３月にかけまして、納税相談機関に他の部署の税務経験者や

希望する職員が支援したことがございますし、国勢調査時に一定期間発令なしに担当部署へ配置

するなどして、人員増や時間外勤務を押さえた例もあり、一定の効果はあったものと考えており

ますが、職員の削減を図ってきた現在におきましては、実行委員会が実施する桜まつりや蓬莱山

まつりなどのイベントに従事することにより、振替休暇が相当多くなっていることもあり、時間

外勤務が少ない部署であっても、他の部署の業務に時間を割くほどの余裕はない状況となってお

りまして、過去に行なっていた協力体制も難しい状況でございます。また、建設課などのように

専門的な知識や技術を要する部署の場合は、他部署の協力や配置転換による補充が難しいことか

ら、専門職を計画的に採用していきたいと考えておりますし、人事ヒアリング等により各課の状

況を把握した上で適正な人員配置をすることにより、少しでも長時間勤務を減らしてまいりたい

と考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) 今回質問で職員数の現状、さらには職員の残業の実態がわかりましたが、今

後の職員定数管理計画では、職員の職責、職務内容の統合、合理化を進めるとともに、定年退職

者の欠員補充においては、補充数の削減を中心に考えていただきたいと思いますけども、お考え

はありますか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 先ほどもご答弁させていただきましたが、新たな定員管理計画の策定に

当たりましては、今後は再任用制度により、大幅な退職減が見込めないこと、また、新規採用の

極端な抑制が職員の世代間のバランスに悪影響を及ぼしたことを反省として踏まえまして、退職

者不補充による削減を中心とした全計画の内容を踏襲することは考えておりませんので、ご理解
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をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) これから計画する定数管理計画には、退職者の再任用制度や職員世代間のバ

ランスに悪影響が出るということで、職員の削減もできない。また人件費も下げられない。これ

は言われてませんけども、そのような回答をいただいたように思います。そのことについて、最

後に町長に職員等の定数管理計画、今後のお考えをお聞きして質問を終えたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今ほど課長のほうから答弁ありましたとおり、この定員管理計画ということ

で計画をつくって、それに沿うた実績を出すように心がけております。しかしながら、今ご指摘

の残業時間の多さですとか、そういったことから考えますと、人員についてはもうほぼ手一杯と

いいますか、これ以上の削減というのはなかなか難しいのではないかと考えてはおります。しか

しながら、民間企業でもやっておりますように、その公立のあがる仕事ぶりというか、そういっ

たことについても研修ですとか、あるいは中堅以上の職員については、そういったことを改めて、

みずからに問い直していただいて、１時間当たりの仕事量が 1.0であったものが 1.1とか 1.2にな

るというような心がけも大事かと思ってますので、その辺は、総務企画部総務課の計画を中心に、

今ご指摘のあったこと等を踏まえまして、取り組んでまいりたいとこのように思います。 

○議長(細川勝弥君) ６番、北道君。 

○６番(北道健一君) ありがとうございました。以上で私の質問を終わります。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。職員の入れかえがありますので、そのままでお待ちく

ださい。 

          休憩 午後 ３時５８分 

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

          再開 午後 ４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。 

 ２番、志田君。 

          [２番 志田 力君登壇] 

○２番(志田 力君) 通告に従いまして３点ほど質問をさせていただきます。ただいま前段で北道

議員により職員の数とかというような質問をされておりましたが、１点目につきましては、考え

方としては同じでございまして、合併後、当町の人口が約 5,000 人ほども減少している中で行政

のスリム化と効率化は避けられない問題だと考えております。そこで、１点目、次年度に向けて

の具対策と中長期的な考え方について、具体策があればお伺いしたい。２点目、在コンビニ収納

が始まっておりますが、現在までの実績と今後の考え方について、数字が示される部分があれば、

お聞きしたいと思います。それと、３点目にまちづくり会社と町の関わり方について、先般、合

同会社日高コミュニティーという会社が設立されましたけども、合同会社日高コミュニティーか

らまちづくり会社設立の流れで町がどのようにかかわっていくのか、具体的にお伺いしたいと思

います。 

 大きな項目の２点目、人口減少と交流人口の拡大に向けてということで、１点目、交流人口の
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拡大に向けては、当町としては、体験・体感観光、これは体験も含めて、食べる・見る、あるい

は、いわば人間の五感に訴えるような意味でとらえていただければと思います。この体感観光の

取り組みがより必要だと思うんですが、その考え方について、町としてはどのようなお考えか。 

 ２点目、民泊新法、新しい法律が、住宅宿泊事業法と正式には言うんですが、これが来年に向

けて、制定されるとしておりますし、北海道では、来年２月に向けて条例をつくるという形で進

んでいると思いますが、これについて、問題点、課題点も含め、メリット・デメリットをどう考

え、今後どのように、町としてどのように取り組んでいくのかをお伺いします。 

 ３点目のＪＲ日高線問題についてですが、この問題については従来から、さまざまな形でいろ

んな方が、議員さんが質問をされておりますが、今回の議会でも複数の方が取り上げております。

そこで、答えづらいとは思いますが、あえてお聞きしますが、町長が考える最終目標、最終的な

判断、時期も含め、その根拠についてお伺いしたいと思います。 

 大きな項目の３点目、地方分権一括法が、2000 年施行され、17 年ほど経過しておりますが、

１点目として、これまでに当町に権限、税源移譲された主な項目と実績について、これを資料を

いただいております。それから、２点目、地方分権の現状に対する町長のお考えがあれば、それ

についてもお伺いしたいと思います。 

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

○議長(細川勝弥君) はい、どうぞ。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) 私からはご質問の大きな１点目の行政のスリム化・効率化についての一

つ目の次年度に向けての具体的施策と中長期的な考え方についてと、大きな３点目の地方分権に

ついての一つ目のうち、後段の税源移譲と、二つ目の地方分権の現状に対する町長の考え方につ

いて、ご答弁いたします。 

 最初に、行政のスリム化・効率化についての一つ目、次年度に向けての具体策と中長期的な考

え方についてのご質問でございますが、行政組織に対するスリム化と効率化との観点からご答弁

をさせていただきます。行政組織につきましては、平成 18年度に行政組織改編計画を策定いたし

まして、農林水産部以外のすべての支所機能を本庁組織に統合する組織編成を行いながら、行政

組織のスリム化を図ってきたところでございます。なお、現在も、地域振興部と農林水産部の本

庁組織を三石庁舎へ配置する分庁方式を行っておりますが、これは事務の効率化を図りにくいと

いうデメリットがあるものの、地域住民の利便性やサービス低下を防ぐことを考慮し、分庁方式

として実施しているものでございます。また、少ない人員で柔軟な対応を行うため、平成 19年度

からグループ制を導入してございまして、おおむね有効活用が図られていると考えております。

次年度に向けての具体策や中長期的な考え方につきましては、行政を取り巻く環境は、年々その

スピードを上げ大きく変化しており、柔軟に対応しなければなりませんが、当面は現行のままの

組織を維持し、行政課題に臨機応変な対応をしてまいりたいと考えてございます。なお、組織の

あり方につきましては、将来に向かって、終わりのないものでありますので、住民サービスの向

上を柱に、今後も住民ニーズにこたえるため、継続して検討していきたいと考えておりますので

ご理解をお願いしたいと思います。 

 続きまして、大きな３点目の地方分権についてでございますが、一つ目の税源移譲の関係と二

つ目の現状に対する考え方につきましては、あわせてご答弁をさせていただきます。地方分権と
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は、志田議員もご承知のとおり、それまでの日本は、中央集権体制の国家であって、中央政府に

権力・財源・人材を集中し、国家発展の設計図を描き、戦前の富国強兵、戦後の経済成長の路線

を走ってきました。しかし、近代化が  いちを  到達した後の時代では、それまでの中央集

権では、地域の個性豊かな発展にとっての足かせとなり、全国の画一的な制度では、地域におい

て住民の持つ需要とミスマッチを引き起こすため、住民の需要にこたえて効果的な政策を立案・

実施するため、地方分権の議論が必要となり、1990年代後半から地方分権推進委員会の提言に沿

って、住民に身近な行政は、地方公共団体が、自主的かつ総合的に広く担うものであり、地域住

民がみずからの判断と責任において、地域の諸課題に取り組むことができるよう、地方分権改革

が進められることになったところでございます。第１次地方分権改革では、国と地方の新しい関

係を確立するため、平成５年６月の衆参両院の地方分権の推進に関する決議から始まり、以降、

５次にわたる勧告が行われ、平成 11 年７月に地方分権一括法の成立が実現し、この改革により、

国と地方の関係が上下主従の関係から対等協力の関係にかわり、機関委任事務制度の廃止や国の

関与に係る基本ルールの確立などを実施し、住民主導の個性的で総合的な行政システムである地

方分権型行政システムが構築されたところでございます。その後、平成 19年４月に補足した地方

分権改革推進委員会による第二次地方分権改革により、具体的な改革の積み重ねが行われ、この

改革により、国の個々の法令を見直すことで、数多くの個別の事務権限について、義務づけや枠

づけの見直しなどの規制緩和や国から都道府県、都道府県から市町村などの権限移譲が実施され

たところであります。この頃の小泉政権のもとで、税源移譲、補助金削減、地方交付税改革の三

つの制度にわたって、財源面でいわゆる三位一体改革が進められてきたものでございます。この

三位一体の改革は平成５年６月に、衆参両院において、地方分権の推進に関する決議がなされ、

平成12年４月の地方分権一括法が施行された後の平成14年６月に閣議決定された基本方針2002

において決定された改革であり、平成 17年 11月の三位一体改革に関する政府与党合意を受け、

国から地方への３兆円の税源移譲が実現したものでございます。これにより、住民の皆様におか

れましては、平成 19年１月から国税であります所得税が減少し、その分、平成 19年６月から地

方税であります住民税が増加したものでございます。税源移譲には大きく三つのポイントがござ

いまして、１点目に、国の所得税から地方の個人住民税へ３兆円規模の税源が移譲されること。

２点目に、個人住民税の税率構造が一律 10パーセントに変わること。３点目に、個々の納税者の

負担が増えないようにすることとし、移譲が行われたものでございます。また、国は３兆円の税

源移譲とともに税源移譲に結びつく国庫補助負担金の改革として、各種補助金等の廃止、縮減を

行うとともに、地方交付税においては、税源移譲分の基準財政需要額の 100 パーセント参入や事

業費補正への縮減などを行い、交付税総額の大幅な抑制をあわせて行ったところでございます。

ご質問にあります税源移譲に係る実績については、所得税から個人住民税への移譲であり、その

影響額を算出することは困難ではございますが、平成 18年度には移譲額の全額を所得譲与税とし

て措置されておりまして、本町では１億 8,705 万 7,272 円の収入がございました。また、個人住

民税では平成 18年度決算で８億 0,922万 0,945円であったものが、平成 19年度決算額では９億

8,154万 2,546 円となり、18年度と比較すると、１億 7,232 万 1,601 円増額した状況となってご

ざいます。このように権限、税源移譲が進められてきたわけでございますが、国では新たなステ

ージを迎えた地方分権改革として、平成 26年５月に成立しました第４次一括法により、従来の委

員会勧告方式から、地域の実情や課題に精通した地方の発意と多様性を重視し、個々の地方公共
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団体から、全国的な制度改正の提案を広く募る提案募集方式を導入することとなり、また個々の

地方公共団体の発意に応じ、選択に移譲する手上げ方式が導入されることとなりましたので、み

ずからの発想と創意工夫により、課題解決を図るための基盤として、地方創生は極めて重要なテ

ーマであると考えてございます。また、これからは少子高齢化、人口減少、大都市への１極集中

時代がさらに進行していくことが確実なことから、地方ではアイディアを駆使していかなければ

生き残れない、そんな時代に突入しているものと考えてございます。このようなことから、町民・

議会・行政が力を合わせて、タフに力強くまちづくりを進めていかなければならないものと考え

てございます。 

○議長(細川勝弥君) 中島税務課長。 

          [税務課長 中島健治君登壇] 

○税務課長(中島健治君) 志田議員の行政のスリム化、効率化について、２点目、コンビニ収納の

現在までの実績と今後の考え方について、ご答弁申し上げます。当町におけるコンビニエンスス

トアでの収納につきましては、平成 29年３月から上下水道料、５月から個人町道民税、固定資産

税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を対象に実施しておりま

す。このコンビニ収納における町税等の現在までの実績でありますが、科目別では、個人町道民

税が 19.7パーセント、固定資産税・都市計画税が 14.9パーセント、軽自動車税が 29.9パーセン

ト、国民健康保険税が 14.7パーセント、後期高齢者医療保険料が 13.9パーセントで、全体で 17.7

パーセントの利用となっており、最終的には 23パーセント程度の利用が見込まれるものと考えて

おります。また、コンビニ別では、セイコーマートが 47.5 パーセント、セブンイレブンが 42 パ

ーセント、ローソンが 7.6 パーセント、その他が 2.9 パーセントという状況になっております。

今後のコンビニ収納の考え方といたしましては、多くの町民から便利になったとの声をいただい

てることや納期内の納付がより確実に行われる手法であることを踏まえ、コンビニ収納は、納税

者の利便性の向上と収納率の向上を図る有効な手段であることから、今後も町民への周知を広く

行い、利用促進に努めてまいりたいと考えております。 

○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) 私からは、大きな項目の一つ目、行政のスリム化・効率化についての３

点目と２項目め、人口減少と交流人口の拡大に向けての２点目、３点目。そして、三つ目の地方

分権についての１の権限委譲についてご説明を申し上げます。まず、１点目の行政のスリム化・

効率化についての３番目でございます。まちづくり会社設立の背景にある、馬力本願プロジェク

トの経過についてご説明をさせていただきます。馬力本願プロジェクトは地方創生に係る取り組

みの大きな柱として、日本一の馬産地である本町の特色を生かし、この町に新たな人の流れをつ

くり出し、これを地域内消費の拡大や新たな雇用機会の創出などへとつなげることにより、急激

に進んでいる人口減少に歯どめをかけ、将来にわたり活力ある地域を形成していこうとする取り

組みでございまして、平成 27年度から 28年度の２カ年にわたり、プロジェクト推進会議や住民

ワークショップを精力的に開催し、多くの町民や関係団体、機関とともにプロジェクトの進め方

や具体的な事業内容の検討を行ってまいりました。その中で、まちづくりに関する各種事業のマ

ーケティングやマネジメントなどを行う、まちづくり会社の設立を民間主導で目指す方針がまと

められ、経営の基盤となる事業の一つとして、初期投資が抑えられる持続可能な事業と期待でき
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る新電力事業についても取り入れながら、行政に頼ることなく、自律自走できる会社のあり方が

示されたところでございます。本年４月からは、住民ワークショップメンバー立った方々の中で

意思のある方々に再度参加をしていただき、まちづくり会社設立準備打ち合わせ会議を開催し、

まちづくり会社設立に向けた具体的なプランといたしまして、新電力事業を収益のベースとして

展開していくことの実現可能性も含めて議論をしてまいりましたが、融資の中から事業化に向け、

一定の目途がたったとということから、民営・民設によるまちづくり会社立ち上げの動きが進み

だしたところでございます。11月上旬には、まちづくり会社の前進となる合同会社日高コミュニ

ティーが町内に設立され、現在、既存の新電力事業者と連携し、将来的に、まちづくり会社の主

要な収益事業の一つとして考えている新電力事業の取り次ぎ業務を行なってるようでございます。

これまで町は馬力本願プロジェクトを初めとして、幅広くまちづくりを推進するためのまちづく

り会社設立に向け、主体的に取り組んでまいりましたが、まちづくり会社の前進となる合同会社

が、民設・民営で立ち上がり、一定のめどが立ったところでございます。まちづくり会社につい

ては、民間による法人のため、町の直接的な関与は出来ませんが、まちづくり会社の設立に向け

た趣旨は、前段で申し上げたとおり、まちづくりに資することを基本に置くものと考えておりま

すので、町としましては、状況に応じながら、あくまでもまちづくりに関する部分において、情

報の共有・提供などができるものについては、対応してまいりたいと考えております。まちづく

り会社という、これまでにない新たな挑戦となりますので、今後も、さまざまな課題や困難があ

ると思いますが、町民主体で何とかスタートラインに立つことができた取り組みでございますの

で、町民皆様のご理解を得て、まちづくり会社が順調に設立され、本格的に稼働することができ

るよう、町としても期待しているところでございますが、会社が安定的に運営できるようになる

までは、一定の期間を要すると考えられ、現時点では、具体的な連携とを検討する段階にはござ

いませんので、今後会社側からの相談や事業提案があった場合には、適宜対応してまいりたいと

考えているとこでございます。 

 次に、ご質問の大きな２点目、人口減少と交流人口の拡大に向けての２、民泊新法についてご

答弁を申し上げます。民泊新法につきましては、今年の６月９日に、国会において可決成立し、

６月 16 日に公布され、来年の平成 30 年６月 15 日から施行開始となってございます。こちらに

つきましては、ホテルや旅館などのこれまでも存在した旅館業法に基づく宿泊施設ではなく、住

宅での民泊事業を規定するための新しい法律でございます。その概要といたしましては、住宅民

家で事業を営むには、都道府県知事への届け出が必要なこと、営業を行うには年間 180 日以内と

することなどが定められてございます。この法案の背景といたしましては、ここ数年の住宅を活

用して、民泊サービスを提供する民家サービスが日本でも急速に普及していること。また、多様

化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊受給への対応などがございます。この民泊新法が施行されるこ

とでのメリットといたしましては、増加している外国人観光客の宿泊施設の  確保先  とな

ること、空き家住宅への対策の一つとなること、人口減少している地方の地域活性化の起爆剤と

なることなどが上げられると考えております。デメリットといたしましては、既存のホテルや旅

館などの経営に影響を与えるかもしれないこと、近隣住民への影響などが考えられるところでご

ざいます。市長といたしましては、今後、来年の法施行に向け、より詳細な情報が入ってくるも

のと思われることから、これからの情報に注視するとともに、法施行後においてどのようなトラ

ブルがあるかなどの情報収集に努めてまいりたいとこのように考えているとこでございます。 
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 ３点目の、ＪＲ日高線についてご答弁申し上げます。行政報告において申し上げたとおり、Ｊ

Ｒ日高線の関係につきましては、先月 20日にＪＲ日高線沿線地域の公共交通に関する調査報告書

がまとまったところでございまして、各議員の皆様には、調査報告資料を配付させていただいた

ところでございます。報告書の中では、調査検討事項を５点に絞り、三つのモード、ＤＭＶ、Ｂ

ＲＴ、バスにおけるハード整備、ソフト整備につきまして、必要な環境、法令、規制等による検

証条件を設定いたしまして、医療体制、メリット、デメリットを検証し、調査結果につきまして

は、各交通モードの比較検証を、期間要件、運行能力面、利便性、地域の影響により、分析され

てございまして、今後においては、この報告結果をもとに町長会議等において協議が進められた

ばかりでございます。我が町だけの問題ではないことから、現段階において、管内の一体となっ

た最終目標、最終的な判断、時期等については、具体的には申し上げられませんが、できるだけ

精力的な協議を進めたいと考えておりますので、いましばらくお時間をいただき、協議を進める

ことのご理解をいただきたいと存じます。 

 最後になりますが、大きな３点目の地方分権についての１点目、これまで権限・税源移譲され

た主力項目と実績についてのご質問の中の権限移譲の分について、資料とともに、ご説明をさせ

ていただきます。現在、当町が北海道に移譲された権限の総項目数は 452項目となってございま

す。これは、北海道の市町村内で 19 番目、また支庁単位では、10 番目となりまして、道内でも

当町は、権限委譲されている項目が多い団体となってございます。また、年度ごとの事務交付金

実績についてでございますが、平成 29年度を例にとってみますと、実績のあった項目が 22項目、

件数で 981件、交付金額では 193万 0,409円となっており、前年度以前につきましては記載のと

おりの実績となっているところでございます。特に件数が多い項目につきましては、北海道漁港

管理条例に基づく漁港使用料等の事務や旅券法に基づくパスポートの発給申請受理等の事務等々

となっておりまして、資料下段に記載されている三つの事務が、９割以上の件数を占めていると

いうことになってございます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○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) 志田議員からご質問の人口減少と交流人口の拡大に向けての

１点目、体験・体感観光の取り組みが必要だと思うがその考えはについてご答弁申し上げます。

当町における過去３年間の観光入り込み客数は、平成 26年度 30万 2,772人、平成 27年度 36

万 4,362人、昨年度は、31万 3,439人となっておりますが、依然として、日帰り客の多い通過型

観光が主流となっており、議員ご指摘のとおり、自然環境や特産物等を有効に活用した体験型観

光の要素を取り入れたいわゆる着地型観光に対する取り組みは、町としても重要な課題であると

認識しております。また、ここ数年増加の傾向にあります外国人観光客数も、その宿泊客は、26

年度 688人、平成 27年度 448 人、平成 28 年度は 1,092 人となっており、その９割近くがア

ジア圏からの訪日客であり、その７割以上をタイからの観光客が占めている状況にあります。こ

うした外国人観光客の当町に求めるニーズを把握するべく、タイからの観光客を対象とした 27

年 10月に実施のモニターツアーにおいては、記念撮影スポットの設定や日本文化に触れるととも

に地元住民との交流機会の設定など、さまざまな提案や要望が寄せられ、町といたしましても、

実現可能な事項より着手するべく、関係機関及び団体、関連事業者等と連携協力しながら、実施
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しているところであり、ミニトマトがりやシャケの遡上見学のほか、阿波踊りやよさこいソーラ

ン、静内小唄などの踊り体験など、外国人観光客からも好評を得ているところであります。今後

におきましても、人口減少の進む中、町内経済の活性化への対応には、交流人口の増加が大きな

役割を担ってくるものと考えることから、国内外の観光客に対し、当町の魅力を体感していただ

けるよう、今後さらに工夫を凝らした受け入れ体制の整備と情報発信に努め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。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) ２番、志田君。 

○２番(志田 力君) 一応、一通りご答弁いただきましたが、順番に何点か再質問をさせていただ

きます。壇上でも申し上げましたけども、人口が仮に 5,000 人に減るということになりますと、

この経済的な影響力は税も含めてですけど、単純な比較はできないんですが、１年間に一人 120

万から 125 万、税も含めて消費されるという想定がされております。そうしますと、120 万と計

算しても 60億のお金が当町からなくなってという単純計算が成り立ちます。これがすべてという

ことにはなりませんから、町外でも消費されますから、すべてではないにしてもこれぐらいの大

きな額が、合併後、現在まで比較しますと、経済的な影響力というのは、当町にとっては大変な

ものがあるというふうに認識せざるを得ないわけです。そこで、やはりこの人口減少問題、どこ

の町もそうなんですが、やはりこれだけ減少が続いてきますと、やはり行政のあり方も当然、考

えていかなければなりません。それで、以下の項目も全部これに結びついてくるんですけども、

やはり効率というのは、先ほど町長が北道議員の質問にも答えておりましたけれども、いろんな

形でその効率化を求めていかなきゃならないと私も思います。で、私たちも議会としても、将来

の行政の効率化、あるいはスリム化も含めて考慮した上で、いろんな議論がありましたけれども、

定数を 20 から議員定数を 20 から 16 に減らしたという経緯もあります。そこで、具体的に聞い

ていきますが、１番目の中で、２番目のコンビニ収納なんですが、現在までで、本当はこれ３月

でないと正確な統計は出ないとも思ってはいますが、現在の数字を大きくしました。意外と私が

想像していたよりも利用がされているんだなということを感じております。今後のまた推移を見

ていかなければなりません。そう思いますが、こういった取り組みをすることも効率化の、行政

の効率化に資するという認識を持ち始めておりまして、最初、コンビニ収納を導入するときは、

消極的賛成という形でしたけど、こういった数字が現実に示されてきますと、やはりこういった

ことも当然考えていかなきゃならないというふうに思ってるんです。そこで、現在のどのコンビ

ニについても、コンビニの戦略の性というものをすごく感じるんです。行政サービスに対する、

コンビニが市場としてとらえてるって、私は最近思っているんですが、この辺の認識をどのよう

に、行政側はとらえてるかというのは、誰かお答えしていただけないか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。正確なところ、ちょっと全部答えられるかちょっとわかりません

けれども、私の知っている範囲でちょっとお答えをさせていただきたいと思います。今、志田議

員がご指摘されたように、コンビニ収納が意外に健闘しているということで、これによりまして、

将来的には、今、税務課の徴収職員の削減にもつながるということで、非常に喜ばしい結果には

なっているか、経費はちょっとわかってるんですけど、喜ばしい結果になってるかなと思います。

それから、今コンビニの関係で言いますと、全国的にコンビニでの住民票などの証明なんかも相
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当増えてきておりまして、当町といたしましても、今検討段階に入っているところでございます。

ただ、経費がちょっと多大にかかるものですから、そこの解消は必要かなと思っておりますし、

またマイナンバーカードがないと証明書というのはコンビニでは取れないことになってますので、

マイナンバーカード等の普及のほうも一緒に力を入れていかなければならないかなと思ってござ

います。このマイナンバーカードが普及することによって、さらに例えばコンビニ収納のことだ

けではなくて、例えば図書館のカードに利用できるとか、いろんな部分で行革の対応にできるか

なと思っておりますので、コンビニ収納だけでなく、コンビニの利用も当然ですけども、このマ

イナンバーカードを普及していくことによって、もっといろんな形で行政サービスをいろんなと

ころで使えるのかなというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) ２番、志田君。 

○２番(志田 力君) マイナンバーのそれに触れようと思ったんですが、今、答弁の中に出ました

ので、ただ、決算審査のときに確認したら、まだ当町は７パーセントぐらいだそうです。まだま

だ全国的にまだ普及されておりませんけども、今課長が述べられたように、今後の考え方として、

そういったことが、当然出てくるんだろうと、それで、コンビニなのかそれに変わるものになる

のかわかりませんけれども、いずれにしてもそのマイナンバーカードを使った形でのそういった

サービス形態がだんだん出てくるんだろうなというふうに思ってはいます。ただ、なぜコンビニ

が行政サービスを自分たちの市場としてとらえているよというのは、注意してほしいんですよ。

地方の自治体というのは、窓口業務というのは、ものすごい大切なとこだと思ってまして、そこ

に住民が来なくても利便性は確かに良いんですけど、税のようにここまで来なくても払えるとか

っていうようなものは良いんですが、特に戸籍謄本だとか、証明書もそうなんですが、窓口にく

るということをは、それなりに理由があるんですよね。それで、その困って人はとにかくそうい

ったものをついでに行政に相談することとか、相談業務というのが、必ずついて回るので、まっ

たくそういったことを否定はしないんですが、そこのところを慎重に経過を見ながら、取り入れ

るものは取り入れていく、あるいは効果的なものであれば、十分に取り入れていく、否定はしな

いんですが、今後そういった流れにきっとなってくると思うので、この辺も慎重に検討していた

だきたいなと思っておりますので、今後については、たまたま答弁の中で、コンビニの具体名が

出ましたんで、私の質問でコンビニの具体名出して良いとは思うんですが、例えば、今セコマに

なっていますが、セコマは全道１店舗数が多いんですが、これの９割以上がもうオーナー制じゃ

ないんですよ。一つの企業体なんですよね。ですから、いろんな小さな町に例えば商店がないと

ころにコンビニができたよとか、美談的に報道されたりもしていますが、その裏に隠されている

戦略っていうのを見ていかなきゃだめ、小さな町は。それと、例えばローソンは新しくこう進出

してきて、件数は少ないですから、当然 7.6 パーセントになっていますけど、ローソンは、全国

的に見れば介護の戦略を持っています。店舗に。介護商品を扱ったりとか、そこに町の地域包括

支援センターを小さなコミュニティーをつくろうとしている展開を全国的にしてきているんです。

ですから、そういったことも含めて、コンビニを利用するのは良いんですけど、社会    と

してとらえるのは、前段でも、前にも言いましたけど、そういうふうにとらえるのは良いんです

が、じゃあ、それが果たして当町にとって良いのかどうかっていうのを、十分検討した上で取り

組んでいただきたいということを申し上げてコンビニのほうは終わりたいと思いますが、議長、

５時半まで良いんですか。休憩しますか。 
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○議長(細川勝弥君) 継続されて結構ですけども。どうぞ。 

○２番(志田 力君) まちづくり会社と、次のまちづくり会社と町の係わり方っていう部分は、ご

答弁にもありましたけど、私も実は期待してるんです。この間、先般、議員としての私じゃなく

て、商売上、息子のところにあいさつに来てくれたんですよ。それで、こういったパンフレット

というか、いただきまして、今日たまたま名刺ちょっと忘れてきたんですが、これをいただいて、

そこでちょっと時間がなくて、立ち話でちょっと失礼で終わっちゃったんですが、おおよそのこ

とは、お話で聞いて、意気込みみたいなのも聞いて、ぜひ今後とも協力、この電気のことも含め

て協力してほしいということでお話があって、たまたまそのときに出資という言葉が、会話の中

で出ていましたので、帰ってからはてなと思って、この中身を見させてもらうと、合同会社から

あくまでも合同会社っていうのは、前段のまちづくり会社をというものをつくるための前段のと

っかかりの会社だとかという図が示されていましたので、じゃあここにその本格的なまちづくり

会社を設立するための出資なのかなというふうに捉えたんですよ。出資という言葉が出てきたの

で。それで、このまちづくり会社が今でもある行政の受託業務だとかそういったものを仮に、こ

の会社がやっていくとすれば、私は公平性が保たれていれば、十分このまちづくり会社が、行政

の効率化にも資するとすれば、もしやっていったほうがよいと思って、期待はしているんです。

だから、期待を込めての考え方だと思っていただきたいんですよね。それで、私たちに出資をそ

ういう出資ということを投げかけて帰られたものですから、これは今までの経過から見て、その

出資という部分のことを考えた場合、町としては、そのまちづくり会社に出資はしないんですか、

するんですかっていう部分ではお答えいただけますか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 今、志田議員よりいろいろお話をいただきまして、私どもの馬力本願プ

ロジェクトの将来的な形として、こういうまちづくり会社が出来たら良いなということで、今ま

で２年、３年とお話をさせていただいた中で、ようやくその合同会社から、新しいまちづくり会

社へと、今、進もうとしている中で、啓発活動で今いろいろ各町内を回らせていただいてる中で、

今、その出資ということの啓発のほか、ごあいさつの中で話しが出たということもございますけ

ども、町としましては、当然、もう既に民間として、民営民設で合同会社も進んでございます。

ですから、町としては一切出資とかは関わりなく、壇上でもご答弁申し上げたとおり、情報の提

供ですとか、援助というのは、町としての何かできるものは、ということの支援みたいなものは

考えておりますけども、資金的な提供等は、今は考えてございません。 

○議長(細川勝弥君) ２番、志田君。 

○２番(志田 力君) 出資、出資は考えておられないということなんですが、これもまだ経過を見

ないと、私らも何とも言えないんですが、本当にこれが株式なのかどうなのかというのもわかり

ませんけども、そういった意味で民間に、民間の我々に出資を募ってくるという想像は、もう既

に出来ますよね。その方から出資の話が出たわけですから。ただ、それにしても、それにしても

出資する側としては、その趣旨にしても見合う会社なのか、どうなのかというのは当然、担保物

件として、考え方の担保として、それはやっぱりそういうふうに、そういう視点で見ると思うん

ですよ。ですから、あえて、出資に、町として出資しないのかっていうのは、町が第一株主にな

れとは言いませんよ。町長の責任のとれる範囲内で、金額も今は言いません、その程度なら私は

許されると思っているんですよ。町長の責任の範囲内で、ぐらいで、出資するんであれば。 
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ただ、これが設立のとき、これが営業していった中で暗い過去があるわけですよ、うちの町もね。

福嶋さんがよく、ずっと継続して、ずっとこう問いかけておられる、その例のピュアのときにと

か、他の町にもあるわけですよ、前例が。たくさん。過去。ですから、そういうことに対してで

も、心配事はありますよ。ですから、それはきっと提案されても許されないことだな、私は思い

ますよ。だけど、設立くらい、応援してあげててもいいんじゃないかなとは思うんです。思って

いるんですよ。町長が責任を負えるぐらいの出資だったら。町長はお考えありますか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 大変、前向きなお話と受けとめさせていただきました。ただ、先ほども

壇上でご説明させていただいたとおり、設立準備会議、その有志の方が集まって、何回も協議を

重ねてどういう会社にしようとか、どういうふうにやろうというお話をしている中でできるなら

ば、行政からの支援は受けずに単独での事業展開をしていきたいという総意のもとで、今回、合

同会社、そして、将来的なまちづくり会社にしようということで、お話し合いが、もう経過が出

たということなものですから、それに伴いまして、私どもは、じゃあできる支援はさせていただ

きたいというようなことで今進めているところでございます。だから、資本の関係につきまして

は、どういうような動きをしてるかというのは、実際私どものほうはわからない状態ではござい

ますけども、一応、今後そういう法人に向けた活動されている、その前には町内に新しくできる

合同会社を継発しているという動きは、承知してございます。以上です。 

○議長(細川勝弥君) ２番、志田君。 

○２番(志田 力君) できたばかりで、この会社の足引っ張るつもりもございませんし、今後その

推移を見守って、私たちが応援できるものがあるとすれば、それはそれなりに、私も会社の代表

者でもありませんので、息子と相談してということになるかもしれませんけど、応援できるもの

は応援し、頼めるものは頼んでいこうかなと思ってますけども、そこでもやはり注意しなくては

いけないのは、こういう試みっていうのは当町にとっては初めてのことですから、慎重にならざ

るを得ないというのはわかります。で、応援したいという私たちの気持ちもあります。ただ、や

はり、例えばここの会社からこういうことをやりたい。新しく提案されてくるものというのに期

待しているんですよ、私。で、既存のものを、この会社に、なんていうんですか、やってほしい

なっていうものが今までと同じようにやる場合はやっぱり競争性というのが求められますし、今

やっている業者さんがいるとすれば公平性というのは、当然求められますので、その点だけは十

分注意して、この会社にやっていただくのは、何もやぶさかではありませんけれども、注意して

やっていただければなと。今の段階では、そのことだけお願いしておきたいと思います。それで、

この点に関しても、他の方も質問事項にありますので、私はここら辺でとめておきたいと思いま

すが、それで・・・ 

○議長(細川勝弥君) 志田君、この件についてはここで終わりますか。 

○２番(志田 力君) 終わります。 

○議長(細川勝弥君) それではここで休憩したいと思いますけど、よろしいですか。 

○２番(志田 力君) はい。 

○議長(細川勝弥君) はい。あらかじめ時間の延長をいたします。暫時休憩いたします。10 分程

度休憩いたします。 

          休憩 午後 ４時５１分 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ５時０１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。 

 ２番、志田君。 

○２番(志田 力君) 次の交流人口の拡大に向けてということでお聞きしたいと思いますけれど

も、先般の、今日もいただいたんですが、静内高校の生徒さんによる事例発表も、交流人口の拡

大については、いろいろ考えておられて、私たちの考え方とも、考え方としては、よく若い人な

りに心配も含めて考えておられるんだなという実感はさせていただきました。そこで、ご答弁に

もありましたけれども、外国人の、当町に来ているタイですか、一番多かったのは、そこでのモ

ニターツアーとかっていうのも答弁いただきました。そこで、町長の観光に対する考え方も、Ｊ

Ｒ日高線に取り組む姿勢も、私は体感がすごく重要視されていると思うんですね。体感の部分、

体験というのも含まれると思うんですが、食べることも含めて、買うことも含めてそういった行

為も含めて、全体とすれば、体感、私の語彙不足かもしれないので、この体感という表現が良い

のかどうかというのも迷うところですけども、一応体感とさせていただきましたけど、ここの部

分を非常にこれから重要視して、取り組んでいただきたいなと思いますし、馬力本願プロジェク

トで取り組んで、ずっと取り組んでおられる、その地域おこし協力隊員さんの活動も、たまたま

浦河の町長さんが、選挙で無投票でしたけど、当選されて決意を述べられておりましたけれども、

そのときにＪＲ問題も含めて、自動車ですか、日高自動車道と。それと観光についても、今後は、

前から言われてることですけれども、一つの町で取り組むんじゃなくて、オール日高あるいは向

こうは三角ロードと言って、十勝、広尾町とも連携してやっておりますけれども、そういった意

味での広域連携というのが、非常に重要視、これからされてくると思いますので、ぜひこの馬力

本願プロジェクトで取り組んでいる部分で、管内と連携できるもの、これもっともっと広げてい

ってほしいな。これは答弁要りませんけども、そういう方向で考えていただきたいのと、これか

らも、体験あるいは体感のメニューづくり、これをもっともっと調査なり研究していただきたい

な、そういうふうに思います。当然食べるものも全部含まれますけど。そういった業者さんには、

そういったものを開発していただくとか、あるいは馬に関するものにでも、これからまたグッズ

ですとか、こういった新しい会社で、いろんなものを考えてくれるかもしれません。そういった

可能性を探ってほしいなと思います。 

 それと、みなさん時間も気にしておられるようですし、なるべく５時半前には終わりたいと思

っていますので、はしょるとこはしょってきますが、次の民泊新法についてに移りたいと思いま

す。ご答弁では、メリット、デメリットも答弁いただきましたけども、この法律は、私個人とし

ては、なぜ全国統一して同じ考え方で、この民泊法に基づいて、進めていかなきゃならないのか

っていうのは、疑問符なんですよね。地方にとって、じゃあどれだけメリットがあるのかという

と、よくよくこの考えてみないといけないなっていうのがあって、言葉は悪いですけど欠陥法だ

と思ってます、私は。それで道の条例は、今２月に設定して３月にすぐ募集もうかかるんですよ

ね。だから、今回の 12月定例で取り上げないと間に合わないものですから、ただ、町がこぞって

これは良いぞ良いぞ、良いものだよっていうふうにとらえると、大きな勘違いをしちゃう部分が

あると言っているんです。それが、恐らくこれは大きな東京オリンピックも見据えてのことだと

思っておりまして、じゃあオリンピック終わった後に、今の当町を含めて日高管内の宿泊施設は
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減少しています。確かに。というのは、過去、公共事業が減らされて、そういった経済的な影響、

あるいは東部３町の三角ロードにしても、黄金道路がトンネル化したことによって、バイクのツ

ーリングは少なくなりましたし、自転車旅行も極端に減りました。黄金道路、今までの黄金道路

は危険性とか、津波とか通行止めとかありました。それでトンネル化されたんですが、それを逆

の意味で、人が来なくなってしまった。そういった危機感も東部にはあります。ですから、ＪＲ

問題も含めて、意識がやっぱり観光に対してもあるんだろうなと思います。それで、一応、民泊

の累計というのが、その条例で規制しようとしている制限する区域というのが、小中学校周辺の

半径 100 メートル以内、これは概ね旅館業法と同じ姿勢だと思うんですが、それと別荘地、それ

から道路事情がよくない集落というのは、これは、渋滞とかそういった意味のことでありますが、

それで住宅専用地域という項目が出てきます。これが住宅専用地域っていうこの法律でいきます

と、第１種住宅地域という言葉が出てきます。これが映画、 

建設課にちょっとお聞きしますと、都市計画法に基づいて、地図でいうと緑で囲まれていまして、

一番わかりやすい例は柏台だとか、清水丘だとか、そういった住居専用地域、まさに住居専用地

域ってそういう団地があったり、そういった部分のことを指しているそうですが、その次に第２

種という専用住宅、住居地域というのが出てくるんですけど、とりあえずここでは、第１種住居

地域という規定が出てきます。そこを、そこでの民泊は規制しようということで、出てくると思

うんですが、よくよく考えてほしいのは、旅館業は確かに減ってきています。大型投資ができな

くなってきた時代があった。後継者もいなくなった。自分たち歳とってきた。廃業せざるを得な

い。そういった形で、少しずつ少しずつ減ってきたんですね。今になって、そういった書を行っ

た宿泊業者が減ってきて、受け入れ体制が減っていっているというのも事実なんですが、一番心

配するのは、土木作業員ですとか、その小さな旅館とか、ホテルも今そうなんですが、せっかく

再開したホテルもあります。当町にはね。そういったビジネス客だとかの取り合いにならないか

という懸念しているんです。で、オリンピック終わった後に、旅館業とかホテル業は生業です。

生業。でも、この民泊は、いくら規制しても副業です。オリンピック終わってみたら、副業が残

って、生業がなくなっちゃったという心配があるんですよ。そういうことを考えると、諸手を挙

げてこの法律は良い法律だと、私には思えないんですよね。そこら辺の解釈はどう解釈します。 

○議長(細川勝弥君) 柴田企画課主幹。 

○企画課主幹(柴田 隆君) 今のご質問ですけども、法律の定めに基づきますと、制限をかけるル

ールはありますが、あくまで民泊というものが、周辺生活環境に悪影響を及ぼすという合理的な

理由がある場合のみの規定でございます。これに基づきますと、今、志田議員がおっしゃったよ

うな既存事業者への経営の圧迫という部分については、現法令化では制限できないという状況に

ございます。ただ、ご心配されてるような既存事業者への影響というのは、先ほど壇上でもご答

弁申し上げましたけども懸念される部分ではあります。また、一方では、今、この時期に来てい

ない新たな宿泊客を呼び寄せられるかもしれないという可能性も秘めているかと思いますので、

町としましては、その辺を十分見きわめた中で町にとってプラスという判断ができるような状況

であれば、積極的に活用する場面もあるのかなというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) ２番、志田君。 

○２番(志田 力君) これ法律、国の法律ですし、条例は道の条例をこれからつくろうとしていま

す。その中で、その規制の部分では道の条例においてはれてくるとなることになると思いますけ
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ども、一番心配されているのは、学校周辺だとか、そういった危険性、犯罪だとか、そういった

防犯上のことだとかということが、規制、念頭に置いて小学校周辺の関係 100 メートル以内とい

うことになってくるんだと思いますが、注視しておいていただきたいのは、保育所、幼稚園、高

校も含まれるのかどうかとか。で、今の段階では、これ道の条例ですから、町が規制するわけに

いきませんよね。だけど、経過を見ながら、どこに問題点、当町にとってですよ、当町にとって、

どこに問題点を、視点を向けたら良いのかっていうのも、あえて道の条例ができてくるときに、

注目しておいていただきたいんですよ。だから、まったくこれ民泊を否定できないんですよ。当

町としてもね。だからその空き家問題だとか、これから抱えてる問題が出てくるとすれば、全体

的な宿泊数、施設も減ってきていますから、必要な部分等、それはやっぱあると思います。だか

らまったく否定もできない。でもそういった問題点も抱えているっていうことでとらえておいて、

当町としては、どういった課題が残るんだろうかという視点をもっていただいて、今後に当たっ

てほしいなと。それで、やはり町の進めていこうとする大きな意味での観光政策は、体験だとか

体感だとか、バームステイだとかグリーンツーリズムだとか、町民も認めてくれるような方向性

の政策を政策としての観光を進めていっていただきたい。そうすれば既存の宿泊業者も認めてい

くでしょうし、納得するでしょうし、その中で淘汰していけば良いのかなというふうには考えて

います。それで、そのことはお願いして答弁要りません。 

 それから、ＪＲ日高線問題なんですが、これもいろんな方が質問されております。それで町長

が答えづらいという部分もわかります。町長一人で我が町の町長、酒井町長一人だけで結論出せ

る問題ではありませんから、当然、答弁にありましたように、各管内の町長さんたちと協議した

上で、判断されることになると思うんですが、やはり気になるのは、ちょっと日にちは、新聞報

道の中で、この報告書が出来てきた段階でいただいた沿線地域の公共交通に関する調査資料がで

きたよって、一番最初の新聞報道が出たときに、どこの町長さんかわかりませんが、これでよう

やく本音の会話ができるなっていう言葉が載ってたんですね。これが何を意味するのか、ちょっ

と理解に苦しむところなんですが、ただ、酒井町長にもお願いしておきたいのは、ＪＲの本音、

これは町長の口から言えないでしょうから、私申し上げますが、これが、これもこれとて想像の

世界だと言われればそこまでなんですけど、国の本音、道の本音、これらの本音というものを各

町長がどれだけ、どういうふうにとらえて、それで今後に向けて、どういう結論を出すのかって

いうのは、踏まえておいてほしいなと思うんです。ＪＲの本音というのは、きっと日高線は一番

最後で良いと。一番お金かかるから。一番最初に発生した問題なんだけども、一番お金のかかる

とこだから、下手すると最後までほっとけやと。線路も何もトンネルのそのままぶん投げておけ

ばよいというような、極端な言い方ですけどね。そういうふうに考えているかもしれないです。

町長は答えにくいでしょうから、一応、国の本音や何やら、私の創造範囲で言いますから、あれ

ですけども、国も、お金のことに関しては、一向に災害の部分で町長さんたちが協議して、要望

したにしても、一向に災害の部分をうんともすんとも言わない。道も動きが、北海道も、災害と

いうか海の海岸被害、漁業被害とか、そういったもの含めての災害被害にも積極的にも取り組ま

ない。何か意図的なものを感じざるを得ない。なおかつ、今思えば、ＪＲだけに特化した考え方

でなくて幅広く考えなきゃいけないよという、いろんなさまざまな考え方があって当然なんです

が、今、せっかくこういう調査を、資料が出てきて、選択肢をどうしようかと考える段階に、今

もう最終段階に来ていると思うんですけども、どうも同議会議員だとか国会議員の取り組み見て
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ると、与党側の議員が、なんか早くにＪＲを諦めれっていうような動きをはやくに、今思えば速

すぎたんじゃないかというような気がしているんですね。なんか意図的なものが、感じざるを得

ないだから、この辺のＪＲの本音、私が言っているのが正しいとは言いませんけれども、想像の

域でしか言いませんが、町長もそういったＪＲ側の本音、あるいは国の本音を見据えながら、果

たしてそれで今後のＪＲ問題どう取り組んでいくのかっていうのは、ほかにも沿線の 13沿線です

か、そういった部分も、これから出てくると思うんですよね。そういった視点でもって、今後ど

うするかっていうのを管内の町長さんと協議していただいて、できれば、やはり日高管内、胆振

も含めて、できればまとまった形でもって動いていただければなと。ＪＲ再生会議ですか、これ

が、道にも判断を１年以内に求めるというような意見も出ていますのでね、ここら辺を踏まえる

と、この１年、やはり他の沿線も含めて経過を見なきゃならないなというふうに思ってます。Ｊ

Ｒが不通になってからもう３年近くも経ちますから、当初は、私はもうだめかなとあきらめの気

持ちは強くなってきましたよね。でもやはり、浦河の町長さんでないけれども、あれだけ強い決

意を述べられると、また、いやこれは、もう一度考え直さなきゃならないなっていう、やっぱり、

今、時間のない中での最終局面に来ているかもしれませんけど、最大限、やはり努力はするべき

なのかなとは思います。町長、ここだけちょっと見解があれば、お伺いして終わりたいと思いま

す。それと、ついでですので、もう終わりますけれども、地方分権、決して、町長も今の地方分

権だけで満足しているとは思いません。それで、先般の衆議院選挙でも、一時、地方分権の言葉

が出ましたけど、かき消されてしまいました。今後もこれ続いていくんでしょうが、最後にここ

の部分では、自治法が改正されまして、議員選出の監査委員を必ずしもおかなくても良いという

法改正がされました。これに関しては、議会側もまだ議論はしていません。それで、これに対す

る見解だけちょっとお聞きして、この２点だけお聞きして終わりたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 最初にお尋ねのＪＲ日高線問題についてでございますが、志田議員におかれ

ましても、いろいろ深くお考えになっておられる、その疲労がございました。ああいう調査結果

が出ましたけれども、これについては、あれが、私どもが今後、ＪＲ北海道、また聞いてくれる

のであれば、国会、国、国会議員とか、当然、そのあたりの意志・考え方が大きく左右すると、

この問題を左右すると思いますので、そこが肝要だと思ってます。それから、対道、対道議会に

対しましても、こういった結果ではあるが、結局、全道町村会、全道市長会で決議しております

国の抜本的支援というところがありまして、そうしますと、それこそ今お話の再生会議、第三者

委員会と通称言われてますけど、あそこがここ１年以内にというような言い方をして、法的拘束

力はないので、それであればちょっと言いすぎじゃないのかという、私は疑問を持っております。

それが、国土交通大臣とか、そういったところから言われるのであればともかくですね、裏でど

うつながってるのかわかりませんけれども、いろいろＪＲ北海道、あるいは国土交通省、鉄道局

初め、関係の方にもまだまだ聞きたいことはあります。それで、その第三者委員会は情報開示を

ＪＲ北海道を持ってやりなさいとも言ってるんですが、そこのところが、どうも小出しにという

か、そういう状況でありますので、最初、私どもが昨年いただいた不信感がどうしてもぬぐえな

いと。それから管内的な町長方の意見の取りまとめについては、先般この三つのモードについて、

報告がありましたので、それを受けて本音の議論をしましょうよということで、11 月 28 日、東

京での要望、国会議員、北海道選出全部の国会議員、それから、この鉄道に理解の深い三方の国
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会議員でしたか、それから国交省と歩いた後に、どうしてもあそこでしか時間取れなくて、終わ

った後に会議室を借りまして、約 90分ぐらい本音の話をしました。そこでも、結局、今の段階で

は、私ども日高が性急にと言いますか、物事、私ども日高だけ結するわけにはいかないと、とい

うことは全道の町村会の決議がありますから、そういうことになっていて、今までと同じスタン

スで年をこすと、こういうことになると思います。それから、この管内的には結局、より札幌と

か苫小牧に近い町と遠い町とのその思いの違いはあります。先ほどの交流人口のこともありまし

て、結局、例えばここの市街地はかなりにぎやかで、管内の町の中ではにぎやかで、ある程度、

交通の利便もあるというところでの物の考え方と、そうでないところの考え方、これらもありま

すので、よくそういったところを本音で、これからも出していただいて、方向性を決めていくと。

それで、この第三者委員会が何を根拠に言っているのか。結局１年以内ということは、もう来年

の国家予算の夏の概算要求、すなわち来年の７、８月ごろの案件ではないと。ですから、さらに

年を越して、再来年の７、８月の要するに概算要求に向けたところの案件かなというふうに、思

わせるような１年以内でございますので、そういったペースを考えながらということになるのか

なと、こういうふうに考えております。いずれにしましても、それぞれの町長さん方の思いあり

ますけれども、今は、今までのスタンス、すなわち災害復旧は断念していないと。それで、しか

るべき運行のためにレールを使った運行を望むということであればＤＭＶ、これについてはお話

し申し上げましたかと思いますが、バリアフリー上の課題がありまして、それをクリアしなきゃ

いけないということがあります。そんなことで、それであれば、レールをどうしても使うという

ようなことであれば、列車を１両ずつトラックで運搬して、静内‐様似間をピストンで走らせる

と、そして駒場の災害を直して、新冠‐様似間を運行するとかいうようなことと、門別本町まで

の運行という、いろいろあるんですが、そうでない場合も考えて、結局、私の立場としては、町

村会長ということで取りまとめる立場ですから、ある方が私に  しゃがんたい  かかってる

んでないかと、こういうふうに言ったんですけど、私はブリンカー付けているつもりはありませ

んので、そこのところは、  しゅうぎ  を経て、そして、着地点を求めていきたいとこのよ

うに思ってます。 

○議長(細川勝弥君) ２番、志田君。 

○２番(志田 力君) 時間もきましたので・・・ 

          [何事か言う人あり] 

○２番(志田 力君) 答えれます。簡単にで、簡単で。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ごめんなさい、失礼しました。地方分権についても、志田議員の思いと同じ

だと思います。北海道と九州で同じような対農業ですとか、対漁業ですとか、対商工業ですとか、

そういったふうに参りませんので、そういった面では、地方分権が道州制につながるという抵抗

感があったんですけど、多いに進めていただいて、道庁へ足を運べば物事が決まると。わざわざ

東京まで行かなくても、東京までぐるぐる回って要望に行かなくてもというような思いがありま

すので、志田議員のご指摘と同感の思いでございます。 

○議長(細川勝弥君) ２番、志田君。 

○２番(志田 力君) 終わります。ありがとうございました。 

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



 

 - 68 - 

◎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 ５時３２分) 


