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

   ◎開議の宣告 

○議長(細川勝弥君) おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は 20名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                  (午前 ９時３０分) 

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

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長(細川勝弥君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定により８番、白尾君、９番、田畑君を指名

いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長(細川勝弥君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

 ４番、川端君。 

          [４番 川端克美君登壇] 

○４番(川端克美君) おはようございます。壇上から一般質問を行います。 

 私は、３件通告しておりますので、まず１点目、空き家対策についてでありますけれども、町

は、空き家等対策の推進に関する特別措置法により町内の空き家の実態調査を実施しております

が、空き家は少子高齢化と人口の都市への異動によって確実に増えつつあり、また、特定空き家

等は住民生活への危険と環境の悪化をもたらしています。不在所有者の確認やその意向など、対

策を進める上で困難も推察されますが、空き家の整理と活用を通して本町がよりよい環境を獲得

し、まちづくりを進める上で大切な事業だと考えております。以下の点について、お伺いをいた

します。 

一つ、空き家実態調査の進捗状況はどのようになっているか。二つ目で、推進体制としての協

議会や計画はどういうような状況にあるか。三点目は、取り壊しや活用に対する誘導措置をどの

ように考えているか。以上の３点であります。 

 大きな２点目の自動車運転免許証の返納と交通手段の確保についてであります。高齢者の自動

車運転に対しては、心身機能の低下によるものと思われる交通事故等を未然に防ぐため、免許証

の更新時の講習や免許証の返納を呼びかけるなど、地道な活動をしております。市街地を離れた

地域にあっては、自動車は極めて便利な移動手段としてと生活全般にかかり、なくてはならない

ものとなっております。買い物や通院などは、町の公共交通で大きな不便はないものと考えてお

りますが、日常生活をしていく上や地域活動、仲間との交流を行うための短い距離の移動に大変

な困難を生じているのが実態であります。人的資源や費用負担など難しい問題はありますけれど

も、だれにあってもこうした短い距離での移動手段を確保していくことが心豊かな住みやすい地

域をつくっていく上で必要だというふうに考えております。お考えをお伺いいたします。 

一つ目は、これまでの運転免許証の返納数はということでございますが、先日の畑端議員の一

般質問において答えをいただいておりますので、それで了解をいたしております。二つ目は、公
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共交通、これはタクシーを含むものでありますけれども、こうした公共交通は現状の需要を満た

しているかどうかということについての見解をお伺いしたいというふうに思います。三点目は、

免許返納者に対する交通支援の拡大を考えているのかどうか、ということであります。四つ目は、

ＮＰＯ法人等の活用方法を検討して地域内交通の充足を図れないか。以上の４点で要件でありま

す。 

 最後の３点目ですが、総合町民センターの建設についてお伺いをいたします。総合町民センタ

ーは、町民の大きな期待のもとに、今年６月 10日にオープンし、役場総合支所、図書館、ホール

を備えた複合施設として利便性が高く、多くの町民に喜ばれ利用されております。この施設は、

財政状況が大変厳しい中、設計提案がコンペ方式により実施され、多額の予算補正を行いながら

完成したものであり、外見のみならず充実した施設となっていることが期待されていました。提

案されていた内容と異なっているものについてお伺いをいたします。 

一つ、音響重視の舞台システムということになっておりまして、音響反射板が設備されるとな

っておりましたが、設備されておらず、音響的に問題があるので設備する必要があるのではない

かというふうに考えております。この点についてのしっかりした答弁をいただきたいと思います。

二つ目は、ミニシアターは防音対策が施されることになっておりましたが、音が室外に漏れてい

るというような状況にあります。利用に支障があるので防音対策をするべきではないかというも

のであります。三点目は、ミニシアターの椅子に可動式の筆記台、収納式のものなんですけども、

これが当初つけることになっていたようです。これがついておりません。ぜひ、つけてほしいと

いうことが強く要望されております。つけるべきではないのかというふうに思っておりますので、

ご答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

 以上、壇上からの一般質問を終わります。 

○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) おはようございます。川端議員からご質問の大きな項目の一つ目、

空き家対策についてと、二つ目の自動車運転免許証の返納と交通手段の確保についてをご答弁い

たします。 

 まず最初に、大きな項目の一つ目、空き家対策についての１点目、空き家実態調査の進捗状況

はについてでございますが、９月定例会で建部議員のご質問にもご答弁しておりますが、本年２

月末に空き家等実態調査業務委託が終了し、この調査結果においての空き家等と思われるデータ

に基づき空き家等の所有者調査を実施し、空き家等データベースへの入力作業を継続して進めて

いるところでございますが、現在の作業過程での状況を申し上げますと、所在地番について調査

を行うため契約管財課から地籍図等の情報提供を受けるとともに、税務課からは固定資産税課税

台帳情報、さらには住民票情報や近隣住民等への聞き取りを行うなどして空き家等と思われる家

屋の所有者の特定につなげているところでございまして、作業の進捗率は、９月定例会時には７

割程度完了している状況と答弁いたしました。その後におきましても、残りの３割程度について

同様に作業を進めているところでございますが、所有者が既に亡くなっている物件も多く、また、

所有者が転居しているケースも見受けられるため調査に時間を要しており、現在の進捗率といた

しましては８割程度作業が完了しているところでございます。 

 次に、２点目のご質問の推進体制としての協議会や計画はどういう状況にあるかについてです
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が、これも１点目と同様に、建部議員への答弁の繰り返しになりますが、推進体制の一つとして

協議会の位置づけがございますが、空き家等対策の推進に関する特別措置法第７条第１項におい

て、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織するこ

とができるとしておりまして、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本

的な指針では、協議会の構成員の具体例も示されており、市町村長のほか弁護士、司法書士、行

政処し、宅地建物取引業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、大学教授等を例にあげて構成され

ているところでございますが、これら資格を有する方を委嘱し協議会を立ち上げるには、ハード

ルが高くなるものと考えており、道内の自治体においても法定協議会とせず、任意協議会での設

置としている自治体もあることから、当町においても任意協議会として設置することで内部の協

議をしており、協議会の構成につきましても当町の実績やニーズに合った構成にし、協議会を設

置しようと考えております。また、同法第６条第２項に規定があります空き家等対策計画につき

ましては、対策の対象となる地区、対象とする空き家等の種類、対策に関する基本的な方針など、

定めることとされる事項について規定されることになりますが、これら計画作成協議を進めるた

めのたたき台として現在の資料作成に着手しており、対策計画の作成並びに協議会設置につきま

しては、今年度中には作成できるようさらに事務を進めていきたいと考えております。 

 次に、３点目のご質問の取り壊しや活用に対する誘導措置をどのように考えているかについて

でございますが、倒壊の危険性があり解体などの緊急度が極めて高い物件も実態調査により把握

しておりますが、現時点では管理が不十分な空き家での草刈りがされず、衛生上問題があるとの

地域の方からの苦情対応が数件あるところとなっておりますが、所有者等を確認して環境改善に

努めていただくよう口頭あるいは文書により依頼をすることでの対応をしており、今年度におき

ましては、４件の対象物件の所有者宛に草刈り等の依頼文を通知いたしました。今後におきまし

ては、建物の取り壊し等が必要となる特定空き家等の認定基準を空き家対策計画の中で定めてい

かなければならないものでございまして、空き家の活用につきましても同じく空き家等対策計画

の中で活用方法を定めていきたいと考えております。そのためにも、現在進めている所有者調査

を第一に考え、さらには、所有者を特定した後には所有の活用に対する意向調査を実施していか

なければならないと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、大きな項目２点目の、自動車運転免許証の返納と交通手段の確保についてご答弁申し上

げます。まず一つ目の、これまでの運転免許証の返納数についてでございますが、静内警察署に

運転免許証を自主返納された人数については、平成 28年が９名でございまして、平成 29年１月

から 11月末現在で 75名でございます。 

 次に、二つ目の公共交通は現状の需要を満たせているか、三つ目の免許証返納者に対する交通

支援の拡大を考えているか、四つ目のＮＰＯ法人等の活用方法を検討し、地域内交通の充足を図

れないかとのご質問でございますが、さらに高齢化社会が進む中で高齢ドライバーの数は増え続

けることが予想されるところでございますが、その中で、運転免許証の返納者に対する支援の拡

大につきましては、財政的にも公平感という観点からも難しいものと考えてございます。また、

公共交通や地域内交通による移動手段の確保に関しましては、皆さんが満足している状況にはな

いものと考えておりますが、ＮＰＯ法人等の活用方法についても有料化に伴う法的制限など課題

も多くあり、過疎地域における緩和策などの要望をするなど、今後十分に検討しなければならな

い問題だと認識しております。 
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 以上、答弁とさせていただきますます。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

          [社会教育課長 中村 敏君登壇] 

○社会教育課長(中村 敏君) おはようございます。川端議員のご質問の大きな３番目、総合町民

センターの建設についてご答弁申し上げます。 

 質問の１、音響反射板に関してでございますが、音響反射板は、演奏者間のアンサンブルをと

りやすくするための設備としまして、当初計画では設置を想定しておりましたが、利用頻度や建

設費、維持管理経費を考慮しまして、施設設備として設置優先順位は低いと判断したことと、施

設稼働後に簡易なものでの対応も可能であることから当初での設置はしないことといたしました。

今後、利用状況を見まして、公民館など類似施設の対応を参考にしながら簡易なものでの設置に

ついて検討してまいります。 

 次に質問の２、ミニシアターの防音対策についてですが、ミニシアターにつきましてはシアタ

ールームと言い換えさせていただきます。シアタールームの防音性能は、学校における音楽室や

視聴覚室と同等程度を想定し、設計したものでございます。これは、隣室における騒音環境が、

静かな事務室程度を目標としており、工事といたしましては、壁を強化石膏ボードの二重両面張

りとし、そこにグラスウールを重点したものとなっております。扉につきましては、防音扉を前

室を設けた二重形状としており、目標としました防音性能は達成されておりますが、シアタール

ームでカラオケを利用しているときに、隣の和洋室に音が聞こえる状況となっております。この

ため、カラオケ利用者には音量調整についてご協力をお願いし、和洋室に音が聞こえないよう努

めておりますが、カラオケを楽しんでいただくことを考慮しますと完全に音が漏れないようにす

ることは難しいことから、カラオケ使用と和洋室の利用時間が重ならないよう調整するなど利用

に支障のないよう努めているところでございます。 

 次に、質問の３、可動式の筆記台についてですが、これは建設検討委員会で伺った意見の中の

一つであったと認識しておりますが、シアタールームの利用方法や利用頻度を考慮しとたことと、

はまなすホールの可動席に筆記台を設置することとしたことからシアタールームの座席には可動

式の筆記台を設置しないこととしたものでございます。シアタールームの座席に可動式の筆記台

を設置することとした場合、今後、座席を入れ替える必要があり多額の費用を要することから、

今後におきましても設置する考えはございません。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端端君。 

○４番(川端克美君) 一通りご答弁いただきましたので再質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の空き家対策の関係なんですけれども、進捗率が 80パーセント、以降調査はこれ

からであると。それから、協議会は任意的なものとして、今後組織すると。計画も今後つくって

いくということで、実態を把握してからということになるでしょうと。すべてはこれからという

ことになるようですけれども、空き家が廃屋としてそういった雰囲気を持つようになると地域環

境が一気に悪化していきますし、所有者には早期の対応を促していっていただきたいというふう

に思います。何度も繰り返しにもなるんですけども、協議会というか、明確な方針を持ちながら

推し進めていくということがやはり空き家を近在に持っている地域としては、非常に空き家の存

在自体が気になっております。そうしたことから、今年度中に協議会を設立する意向だというこ
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となんですけれども、そうした協議会を設置するに当たって、現在町が、何か空き家所有者に対

して個別にでも対応するお考えを現在持っているのかどうか、お伺いをしたいと思います。 

○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、先ほど壇上では空き家の管理

が不十分で衛生上問題となっている苦情対応についてご説明をさせていただきました。空き家が

廃屋となり地域環境、景観等が悪化しているものへの対応についての関係でございますが、今ま

で何度か苦情を受けたところでありまして、周辺に建物の一部が飛散するなど危険のあるものに

ついては、所有者が判明している場合には電話連絡や文書により所有物件の改善等をお願いして

おりますが、金銭面等の理由により対応をいただけない場合があるところでございます。空き家

法による対応につきましては、今後これからということになるんですが、空き家の立入調査を行

って、特定空き家に認定しまして、その後、助言・指導というふうになります。従わない場合に

は、勧告・命令・戒告を順次行いまして、改善等されない場合には、行政代執行の措置を行うと

いうことになりますが、これらの措置を執行するためにも空き家対策計画を作成しまして、また、

特定空き家の認定基準の作成、そして、行政代執行により取り壊しを行った費用の請求、さらに

は、この支払いがされなかった場合の対応も検討をしていかなければならないというところです。

現在の状況としましては、任意のご協力お願いすることになりまして、強制力はございませんの

で協力を拒まれた場合ですと粘り強く説得を継続していくことで対応をさせていただいておりま

す。過去の対応状況について少しご説明させていただきますと、吉野町２丁目の文化通りの旧文

化劇場跡地に隣接する建物なんですが、スナック等が数件、飲食店ですが、入っていた空き店舗

でございますが、これが老朽化により屋根部分が崩れている状況となっておりまして、建物の一

部が飛散するなど倒壊の恐れがある危険な状態となっていた建物です。これが平成 24年 11月ご

ろから地域の方からの苦情等の通報を受け対応してきたものでございます。所有者を調査し、対

応等を所有者に対して説明等をしてきたところなんですが、撤去の対応について努力したいとい

う当初回答をいただいていたところだったんですが、資金繰りがうまくいかないという状況でな

かなか改善のほうには向かなかった状況でございました。そこで、25 年 12 月に建築物の維持保

全についてということで通知をいたしまして、26 年 11 月にも電話でもって再度説明を行い、同

年の 12月には再度、空き家等の管理についてということで依頼の通知を出しております。さらに

同じ時期に、日高振興局のほうに建築基準法に基づくの措置をお願いするということで、文書で

依頼をいたしました。この後また、多少時間がかかっておりますが、平成 28年３月末で所有者に

よりまして解体が完了したというような例がございます。 

 また、定住に活用できそうな家屋に対する優遇措置についてということですけれども、現在ま

だそこまでの考えには至っていないところでありますが、国や道の補助事業等について確認をし

てまいりたいと思います。以上でございます。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) 大変ご苦労されているような状況を説明いただきましたけれども、法的にい

ろいろ統治していくってことは大変難しいということが、現実的に、現実としてやっていくって

ことは大変難しいと思うんですね。ですから、先ほどの答弁にもありましたように、地道って言

うんですか、丁寧に説明しながら理解を得て進めていく、これしか方法ないのかなというふうに

思います。ただ本当に、いろんなところにいろんな形態の空き家ありまして、窓にベニヤ板を打
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ちつけているとか、本当に見た目も余りよくない。建物の管理としてはそれで良いのかもしれな

いんですけれども、環境的にやはり、いいなというようなことにはなってこないような状況にあ

る建物も結構目につきますので、留意して進めていっていただきたいなというふうに思います。 

 それから、もう一つ答弁ありましたように、移住定住に対して活用できないかということで、

移住定住もどの程度実態として希望があるのかと。私も三石地区ですけれども、２、３件、移住

定住で建物を購入して入っている方を知っていますけれども、それは、比較的というか、本当に

いい状態の建物というふうに限られているのかなというふうなことも思います。ただ、空き家を

空き家としてそのまま置いておくっていうよりは、むしろ資源としての活用をってことも考えて

いくべきじゃないかというか、そのほうが町全体としても良いのではないかというふうに思って

おります。この点についても関係課とも十分に連絡をとって進めていっていただきたいな、それ

が地域全体にとってのよい環境を維持していくということにつながると思いますので、空き家っ

ていう単独の物件としての処理を考えるっていうことでなくて、全体としてどういうふうにして

いくのが町全体にとってもいいのかなというような点から、上手に各課との連携の中で進めてい

っていただきたいなというふうに思います。 

 次に、交通の関係なんですけれども、私、ここで大変危惧しているというか、役場の対応がど

うのこうのということではないんですけれども、特に農村部において交通手段というのは本当に

ないような状態なんです。例えば、タクシーがあったにしても、タクシーが 10キロ先のところま

でいって、またさらに奥、３キロの先のところまでいってくれるのかとか、そういった非常に考

えづらいというか、経済合理性って言うんですか、何とも考えづらいような状況になってるんで

す。ただ、住民の生活としては、地域内交通、本当に短距離の移動というのが必要な状態なんで

すね。私、老人クラブのほうの関係もやってるんですけれども、免許証を返納したことによって

老人クラブの集まりにも行けないというような方が出ておりますし、そして、昔であれば、ひと

昔前であれば乗せてってあげるよというようなことも気軽に行われていたかと思うんですけれど

も、今はなかなか事故があったときの対応とかの問題がありまして、自分が乗るのは仕方ないけ

れども人を乗せるのはやめてくれというようなこともあって、なかなか交通手段を確保していく

っていうのが難しい状況にあります。それで、例えば、企画で検討されている地域交通というの

は、人体で言えば動脈をどうするかという問題だと思うんですけれども、主には福祉施策という

ことになるのかもしれないんですけれども、網脈的な隣のうちまでとか、隣のうちまで行くのを

どうしていくのか、やっぱり人が住んでるわけですね。不便な地域にどうして住むんだって言わ

れることもかあるのかもしれませんけれども、現実に多くの町民の方々が住んでいると。この交

通をこれから先、高齢化が進んでいく中、人がいなくなっていく中、担い手の若い人たちが少な

くなっていく中で、組織的にどういうふうにしていくのかっていうこともやはり考えていただき

たいなって、制度的なことについては、やっぱり住民の方、私もそうですけれども、住民の方は

やっぱりよくご存じないと思うんですね。そして、現在のある制度、あるいは、今なくても何か

制度をつくって、町なりに制度をつくって、あるいは国の制度、道の制度等を利用しながら、そ

れにまた制度を加工するって言うんですか、応用しながら進めていっていただきたいな、そうい

うふうに思うわけです。そういった住民の足、その細かいところの住民の足の確保について、課

長の難しいという答弁は本当に難しいということは承知してるんですけども、難しいというとこ

ろでやめないで、もう一歩踏み込んでいただきたいなと。行政的に各課横断しながら、もう一歩
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踏み込んでいただきたいなというふうに思いますので、これについて町長・副町長、どのように

随分悩んでいることですし、今始まった問題ではないんですけれども、具体的にこうしたほうが

いいんでないかとか、こういったこともできるんでないかというような方法も長い間の中でお考

えになっているかと思うんですけれども、ご意見を聞かせいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 今おっしゃってること、本当に耳の痛い話で、本当に困っておられる方、

たくさんおります。今までもこの地域公共交通の関係については、白尾議員が何度もご質問いた

だいて、行政が今、とりあえずっていう言葉悪いですけども、まずは生活の最低限として通院で

すとか、それから温泉行くだとか、そういうふうな皆さんが必ず利用するような形態については

検討させていただいていて、そこの部分についてもなかなか住民の方々からは有料化にすれと。

金払ってでもいいから乗せてもらいたいんだということがあるもので、その有料化の問題で、ご

質問にもありますけど、ＮＰＯやなんかにお願いできない部分が出てきています。これ何度も陸

運ともやっているんですけれども、タダがよくて 100 円とるのはだめだと。ハイヤーの２分の１

をとりなさいとかっていう。だから、3,000円なら良くて、100円ならだめだっていう理屈なもん

ですから、今のさばきがですね。ですから。ここ自体がもう非常に北海道にとっては難しい問題

だと思います。ですから今、病院に行くんでもそういうような状態、バスに乗れる方はまだいい

んですけど、恐らく、おっしゃっているのはもう免許も返納する方で、あるいはバスのステップ

も上がれないような方々はどうするんだというところに特化してものを言ってるんですけど、な

かなか。通院の話を申し上げますと、確かにＮＰＯさんやなんかでハイヤーはあるんですけど、

三石地区にもハイヤーはあって、ただ、病院にくるのに片道６千円かけて、奥から、現実的でな

い話。ですから、過疎地有償運送だとか、そこら辺の話に今度いくんですけれど、今、隣接して

いる、例えば老人クラブの例が出ましたから老人会の集まりに行くときにもなかなか足がない

方々、これが過疎地有償運送、福祉有償運送というのがＮＰＯ法人、今やっておられるので、そ

こら辺のコミュニティーの利用というところでなかなかそこまで行政はちょっと時間がかかると

思います。ですから、バスに乗れる方々というのは、何とか今後、循環バス型の動かしはできる

ような気がするんですけど、個別運送となるとやっぱりコミュニティーの利用が不可欠でないか

なというふうな認識で今現状おります。とりあえずそんなようなご答弁で申し訳ありませんけど。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) 今ご答弁あったように大変難しいというか、現実に対応するには難しい問題

だということは重々承知してるんですけども、それでもやっぱり何とかやっていただきたいなっ

ていう思いっていうんですか、そういうふうに考えていらっしゃる地域住民の方もたくさんいる

と思うんですね。私も、例えば自動車の返納で言いましたら、自動車を持つっていうこと自体に

大変なお金かかりますんで、それをやめてその分を交通のほうにお金をまわすということも十分

に合理性はあると思うんです。程度の問題でありますけども。いずれにしても、先ほど副所長の

ご答弁ありましたように、過疎地有償運送であるとか福祉有償運送であるとか制度的なものも字

面通りにはいかないんだっていうようなお話も伺っているんですけれども、さらに制度を研究し

ながら進めていっていただきたいなということをお願いだけいたしまして、この件について終わ

りたいと思います。 

 ３点目に、総合町民センターの関係になるんですけども、これで、私、本当にどうしてこうな
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るのかっていうふうに思うわけですけども、この施設を建てるのときに、当初、本体工事で 15

億円予算を持ちました。それから、設計単価の補正ということで、途中で１億 8,000 万円ほど、

それから部材費の上昇を１億 6,500万円見込んで、追加工事さらに１億 700万円ほどを見込みま

して、総額４億 5,000万円ほどの補正を行って、本体工事の総額が 19億 5,000万円ということに

なって、そういった予算の中でつくってきたわけですけれども、ですから、途中で当初提案され

ていた内容から大幅にって言うんですか、提案されていた内容から施設のレベルというか、施設

の内容が落ちてくるというふうには考えていなかったんですよね。ですから、充実した施設にな

っているんだろうなというふうなことを思っていました。もちろん旧福祉センターから比べると

大変すばらしい施設であることは間違いないですし、住民の方も大変喜んでおります。それはそ

れとして何点か質問したいと思うんですけれども、先ほどの答弁の中で音響反射板は今後設置し

ていくということは、これはそれでよろしいですね。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 壇上の答弁にもございましたが、ただ、利用がどの程度あるかとい

うことも含めまして、今想定しているのは公民館の対応。公民館にも今は音響反射板はございま

せん。ただ、必要に応じて簡易なものですが、それをつけて対応しているということがございま

す。総合町民センターとステージの大きさも変わりますので、そのままその対応ができるかどう

かというところも含めまして、ちょっと検討させていただきたい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) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) 音響反射板、これについてはちょっと住民の方もこだわりがあるみたいで、

ステージの上、随分高いんですよね。この間、吉鷹さんのコンサートもあったんですけれども、

音がステージの上でピアノが鳴ってるなっていうそんな感じなんですね。音がこないというか、

それはなんとなく感じられた方も多かったんではないかと。そういうような状況だったんです。

この音響反射板の設置について、今、この建物を建設するときには建設検討委員会っていうのが

あって、建設検討委員会からもいろんな意見を聞きながら基本計画等を作成していったというふ

うに思っています。現在、総合町民センターの運営に関して、より良く運営していこうというよ

うなことから運営企画委員会というのができているかと思うんですけども、こういった運営に関

して一生懸命やっていこうと、町とタイアップしながら利用促進を図っていこうという任意の団

体あるわけですけども、この団体の意見を聞くとか、そういった関連の中で施設の運営をしてい

ったらいいんでないかというふうに思ってるんですけども、どういうふうなことをお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) ただいまご質問のありました、はまなす検討委員会という名前で活

動されている団体ですが、以前にもこの議会でご答弁したと思いますけれども、あくまでも自主

的に企画運営で催し物をやる団体ということで、そこから施設についてのご意見を伺ってそれを

反映していくという委員会ではありません。私どもとしては、利用される方からのご意見という

ことで一般町民だとかの皆さんからご意見いただいたことについて検討させていただきますので、

委員会が特別、意見を述べる団体というふうには私どもはとらえていない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) ４番、川端君。 
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○４番(川端克美君) 町のほうで自主的に、町のほうで主体的に判断をして進めていきたいと、そ

れは結構だと思うんですけれども、先ほど、この音響反射板をどうなってるっていう質問をする

ものも、町のほうの独自の判断というか、主体的な判断でこれはこの程度でいいだろうというよ

うな判断の中でつくられたと思うんですね。それが十分でなかったと。十分でなかったってこと

はご答弁の中でも十分に検討して進めていきたいというようなご答弁でした。それはまた、あれ

ですか、自分たちだけで判断して設置あるいは設備をしていく、簡易な設備をしていく。自分た

ちに任せてくれということなんですか。ちょっと不安を、大きな不安を感じているんですけども。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 音響反射板につきましては、常に必要なものではないということで、

まずご理解をいただきたいと思います。必要に応じてということになりますので、主に必要なも

のが先ほど壇上でご答弁したように演奏者間のアンサンブルが必要なときというふうに理解して

おりまして、日高管内、音響反射板を設けている施設は浦河と新冠の施設となります。そのほか

については、音響反射板を使用しないでやっているということもありまして、ただ、利用者のほ

うから、これでは、ということでご意見をいただいている部分もありますので、全く必要がない

というふうに考えてはございません。ただ、どういう形で対応をするのがいいのかということで

検討をさせていただきたいということで、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) 十分に対応できるような、十分と言いますか、それなりに対応できるような

もので、対応していくというようなご答弁でしたので、それはそれで了解しました。これについ

ては、本当にそれがコンサート等のときに十分なものであったかどうかってことはまた、都度都

度、検証させていただきたいというふうに思います。 

 あと、シアタールームの可動式の筆記台の関係なんですけれども、収納式の筆記台ということ

ですけれども、これは、もしつけるとすれば椅子の取り替えをしなければいけないから多額にな

って、利用等の関係でそれはできないと、する考えはないというお話でしたけれども、これは、

どうしてもつけるということになれば、全部椅子を取り替えなければいけない。不可能だという

ことなんですか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 専門業者のほうに、一応対応について聞いてみたんですけども、対

応としてはそのまま椅子を取り替える方法しかないということでご返事をいただいております。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) 椅子の取り替えに多額の費用がかかる、おおよそこのぐらいかかるんだよと

いうようなこともお話聞いてるかと思うんですけども、どのぐらいかかるというふうなお話なん

ですか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 正式な見積もりではないので正確な金額とはなりませんが、おおよ

そ１脚あたり 17 万から 18 万程度かかるということで、あそこは 51 席ありますので想定としま

しては 900万から 1,000万の間というふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) それと、先ほどシアタールームの可動式で収納式の筆記台の関係だったんで
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すけども、ここに、建設検討委員会のほうでは、シアタールームのほうについては 50 席程度で、

いろんな用途に使いたいから、使えると思うからつけて、こっちのほうにつけてほしいというよ

うなことだったと思うんですけれども、それが 300 席のほうの椅子に全部ついてるというような

ことで、どうしてそういうことになったんですか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) シアタールームの可動式の筆記台についてですが、これは、検討委

員会が視察で他の施設を見たときに、その施設についていたものがいいんじゃないかということ

で同等のものということで意見が出ていたというふうに記憶してます。ただそのときに、同じ意

見の中で、大きなシアターについているのもいいという意見も出ていたということがございまし

て、内部で検討して、利用度を考慮して大きなほうにつけたほうが利用も上がるし、利便性も上

がるのではないかということで、そちらのほうにつけた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) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) そうしますと、収納式の筆記台については、どちらかについていればそれは

それで用足りるんでないかと。そして、利用の観点から言って、51席のほうのシアタールームよ

り大きな 300 席あるほうのほうが筆記台を使う用途のほうが多いだろうという判断に至ったとい

うことですね。それはそれでわかりました。そういう判断だったっていうことですね。 

 あと、シアタールームの防音対策の関係の壁の構造等についてのお話もあったんですけれども、

それは当初からそういう壁を想定していたということなんですか。そして現状、音が、二重扉と

いうか、外扉、内扉と二つついてるんですけども、それを通して廊下のほうに音が漏れてくると。

ああ、歌ってるなっていうことが十分わかるぐらい漏れてくると。それも当初からの想定の中だ

ったということですか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) シアタールームの設置につきましては、検討委員会の中で研修室・

会議室をどのように使うかということで検討いただいていた内容だと思います。その中で、例え

ば映画を見れる部屋だとか、そういう音楽を鑑賞できる部屋だとかということで設置をされたも

のというふうに理解をしておりまして、防音の効果ということで言いますと、全く音を遮断する

ような、例えば録音ルームだとかスタジオだとかという想定をしたものではないということで、

その程度については先ほども壇上で説明したとおり、学校の音楽室あるいは視聴覚室ということ

を想定して防音設計をした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) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) 防音工事って言うんですか、防音対策についてはそういうことだということ

なんですね。それで、ちょっと本当に細かい話になるんですけども、現在、カラオケをしている

ときに、音がうるさい、大きすぎるということで、カラオケ本体から外部スピーカーへ接続して

いる接続が今できていないような状況になってるかと思うんですけども、そして部屋の利用調整

をしながら利用についての配慮をしていくっていうようなお話でしたけれども、外部スピーカー

への接続はどうするんですか、今後は。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 利用方法につきましては、特別何かあって外したとか、つけたとい
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うことではなくて、先ほどもご説明したとおり、音が聞こえて支障が出るという状況が、隣の和

洋室で静かな会議だとか、お茶、お花などをやっているときというふうに考えております。カラ

オケを使って音が外に聞こえていたとしても、外にいる人に支障が出ないようであればカラオケ

やっていただいてというふうに考えておりますので、外部のアンプだとかに繋いで利用するとい

うことに関しては、今までどおりというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) わかりました。あと、建設検討委員会は、先ほども言ったんですけれども、

基本計画の策定にかかわってきたということであります。幾度かの計画の変更等あったかと思う

んですけども、そのときに建設検討委員会、こういったものをつくってほしいんだと。計画の変

更、内容変更があったときに、この建設検討委員会とは、どのような対応をしていたんですか。 

○議長(細川勝弥君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 建設検討委員会につきましては、総合町民センター建設に関するご

意見を伺うということで設置された委員会だったと思います。最終的に町の案として決定したの

が、実施設計を終えた図面になるかと思いますので、その時点では建設検討委員会はもう条例上

なくなっていたという状況がございますので、形として建設検討委員会に報告をしたということ

はございません。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) つくるにあたってご意見を聞いたと、あとは町のほうに任せてくれというよ

うなことなんですね。 

 町長にお聞きしたいんですけれども、町長、一昨日、４期目に向かっての立起表明をしていた

と。もちろんこれは積み残されている課題を成し遂げていくと。それから、よりよいまちづくり

について努力していくということのあらわれだというふうに思っております。町長在任中という

か、まちづくり基本条例、これをつくって町民主体のまちづくりをしていくんだというようなこ

とで条例をつくられたわけですけれども、こうしたいろんなまちづくりの観点、それからこうし

た一つの事業をやっていく上でご意見を聞いたよと、あとは自分たちに任せてくれというような

スタイルで今後ともいくことになるのか、それとももう少し違った、町民がまちづくりにもう少

し、あるいは一つ一つの事業に最後まで主体的にかかわってくるというような施策を進めていこ

うとされているのか、町長のお考え、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今ほどのご質問の後段の部分が望ましいあり方だと思います。すなわち、意

見を聞いたからあとは任せてくれということで行政のペースで進めるというよりは、やりとりと

言いますか、そういったことをある程度行って、行政していくというのが理想的だとは思ってお

ります。今ほどのご指摘にもありましたように、そういったところで、もしそういった意見とい

うものが出ているということであれば、これは何といっても、あの当時の膨れ上がった事業費、

結局、人件費高騰、資材費高騰でそういったもののしわ寄せがそういったところにいっていると

思いますが、それらについては、今後もできる限りの改善策というものを、これも当然、財源の

相談があります。何を優先すべきかというところからすると、日々の暮らしのもちろん一番大事

なところ、食べることから衣食住の世界だとは思うんですが、そういった音の問題ですとかそう

いったことについては早期にということにはならないかもしれませんけれども、課題として頭に
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納めて取り組んでいくべきことだとこのように思ってるところでございます。 

○議長(細川勝弥君) ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) 今ご答弁いただきましたように、町民を主人公に据えた町民主体のまちづく

りについてさらに一層配慮しながら進めていっていただきたいなということをお願いしまして、

一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午前１０時２９分 

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

          再開 午前１０時４０分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 17番、城地君。 

          [17番 城地民義君登壇] 

○17番(城地民義君) それでは、ご質問させていただきます。 

３点、大きく分けて３点ですが、まず１点目ですが、町有施設の評価に係る町民文化系施設の

見直し方針の対応についてでございます。そのうちの一つでございますが、施設評価後の対応と

経過についてでございますが、施設の方向性、町側としては３分類に分けておりますけども、こ

れについては、存続、廃止、選択といった３分類に対する今日までの自治会との協議経過につい

てお伺いします。存続はよろしいんですが、特に、廃止、選択というところについて、それぞれ

のものの自治会と協議されているところと思いますけども、協議の経過について可能な限り経過

をご説明願いたいと思います。２点目ではございますが、私は自治会の活動状況と利便性を踏ま

えた評価を最優先と考えますが、これについて考え方をお伺いいたしたいと思います。それから

３点目でございますが、評価の中で見直し等の対応にあたりいうことで文言でうたっております

が、自治会の合意を基本としている進めていると考えておりますが、その考えでよいのかを伺い

たいと思います。 

 二つ目の町の象徴、いわゆるシンボルとしての町木、町花についてご質問させていただきます。

町木として旧静内町、町史を読みますと町木として旧静内町はエゾヤマザクラ、旧三石町はアオ

ダモ、そして町花として旧静内町はエゾヤマツツジ、旧三石町はハマナスを平成 18年７月 14日

に制定されておりますが、その後の町民に対する周知は図られているのかということについてお

伺いをいたします。私どものほうでこれまでの経過について町史を見させていただきました。そ

の町史を見ますと、まずは旧三石町の木、アオダモは開基 110 年を記念して昭和 60 年３月１日

にその記念式典におかれて発表されておるというふうにうたっております。アオダモは千島、朝

鮮、北海道や、本州の北部などの広く分布する落葉広葉樹でございまして、材質が緻密で強靭な

ため野球のバットとして用いられているということで、昭和 55年の５月に、いわゆる三川国有林

において、全国で初めて研究見本林としてバットの森を認定をされたことなどから町の木として

選ばれたというふうにうたっているところでございます。また、旧三石町の町花の花につきまし

てはハマナスでございますが、ハマナスは北海道の花としてよく知られておりますが、道内のど

このところでも海岸に見られ親しまれている花でございますが、旧三石町では東蓬栄、鳧舞の海

岸沿いに自生しているとの理由であるというふうにうたっております。次に、旧静内町の町史を
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見ますと、昭和 63年４月に古くから多くの町民に鑑賞用として親しまれている町木はエゾヤマザ

クラ、町花はエゾツツジということで選定しているというふうにうたっておりまして、多分これ

らをもとにいたしまして先ほど言いましたように合併時の平成 18年７月 14日に町木、町花とし

て制定されたというふうになっておりますが、これらに対する町民に対する周知についてどうさ

れているのかということを、先ほど言いましたようにまずは伺いたいと思います。２点目でござ

いますが、学校教育での指導について、総合的な学習の時間あるいは学校林での植樹などのよう

に指導を行っているのかどうかということも含めて教育委員会の考え方を聞きたいと思います。

３点目でございますが、町木、町花の校外区域の現状での分布状況を把握されているかどうかに

ついて伺いたいと思います。この３点目でございますが、市街地以外の郊外、いわゆる郡部でご

ざいますが、山林を含めての区域の現状での分布状況について把握されているかお伺いしたいと

思います。それから４点目でございますが、このアオダモは丈夫なことから家具などの身近な道

具として利用されていておりますが、町有林、道有林、国有林そして民有林ごとのおおむねの樹

林面積はどの程度になっているかお伺いをしたいと思います。５点目でございますが、アオダモ

についてでございますが、アオダモは特にやや湿り気の多いところに生えるという樹林でありま

すが、環境条件をとらえまして中長期的に職員計画を行うべきと考えるところでございますが、

その考えはないのかをお伺いしたいと思います。 

 次でございますが、大きな３点目でございますが、さけ・ます増殖河川のいわゆる三石川と静

内川流域の「魚つき林」、これはサケの生活環境を守る森としてでございますが、これの計画につ

いての取組についてお伺いをしたいと思います。本件につきましてはご承知だと思いますけども、

今年度は非常に、秋サケ定置が非常に厳しい状況下に置かれておりまして、先だっての 12月８日

の新聞を見ますと、一概には言えませんけども、まずは平成 29年度と 28年度の比較が出ており

ましたが、特に日高管内では三石・静内の増殖事業所、サケ定置関係についての厳しい数値が出

ておりました。ちなみに三石では、漁獲量では前年比 39.9パーセントの前年比となっており、静

内においては、漁獲量は前年比 45.5パーセントですか、そんなふうになっておりました。そして

さらに金額でございますが、三石の定置におかれましては前年比 56.6パーセント、静内におかれ

ましては 57.6パーセントですか、こういった状況で非常に厳しい状況の中で各漁業者、定置の漁

業者は今年度の収入をしようとして、大変なことだというふうに考えておりますが、特にこのデ

ータを見ますと、私は日高管内ではこの三石沿岸、そして静内沿岸のこの数値が非常に低いとい

うことはやはり今日までいろいろうたわれている水温の問題もある思いますけども、何らかの対

応で町も計画を取り込むべきじゃないかという考えでご質問をさせていただきました。そこで、

質問の要旨でございますが、今期の道内の秋サケ漁が日本海側を除き記録的な不漁となり、さま

ざまな原因が考えられますが、海水温の急激な上昇や下降といった気候の変動の影響が大きいと

言われておりますが、これらの専門的分野は別といたしまして、私は町としての当面は、まずは

河口から増殖施設等までのサケの生活環境を守るいわゆる森林、「魚つき林」の計画的な取組を計

るべきではないかというふうに考えますが、その考えはないのかということでございまして、ま

ずは当面の考え方といたしまして、一つ目は、河川堤内敷地、いわゆる河川堤内敷地というのは、

堤防よりも住宅側というか、山林、放牧地側あるいは畑側、水田側という意味でございます。河

川堤内敷地等の植林等の環境整備のため、北海道との連携を図るべきと考えるが、いかがかと。

これについてお伺いいたしたいと思います。２点目でございますが、北海道が認定している北の
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魚つき林としての協議会への取り組みを図るべきと考えますが、その考えはないかということで

ございまして、私が知り得る範囲では、北の魚つき林の森につきましては全道で多分、15の市町

村がこの協議会でもって取り組みをしてるというふうに考えておりますけども、こういった考え

はないのかということをお伺いしたいと思います。 

 以上、３点についてご質問させていただきますので、よろしくご答弁のほどお願いいたします。 

○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) おはようございます。城地議員からのご質問の大きな項目の１点目、

町有施設の評価に係る町民文化系施設の見直し方針の対応についての小さな項目の１点目、評価

後の対応と経過について、施設の方向性分類に対する自治会との協議経過は。２点目の自治会活

動の活動状況と利便性を踏まえた評価を最優先すべきと考えるがいかがか。３点目の見直し等の

対応にあたり自治会の合意を基本として進めていると考えるが、その考えで良いか、についてご

答弁申し上げます。 

 小さな項目の１点目についてでございますが、建部議員のご質問に対します答弁と重複いたし

ますので簡潔に述べさせていただきますが、現在、計 18回の自治会協議を開催してございまして、

71単位自治会との１回目の協議を終えております。いまだ協議を終えていないところにおきまし

ても早期に協議を進めていきたいと考えております。１回目の協議の内容としましては、基本的

な計画内容、すなわち総論部分についての理解と具体的な見直し方針の説明及び意見交換などを

行っているところでございますが、これまでの協議では、総論部分はおおむねご理解をいただい

てると考えております。 

 ２点目についてでございますが、町民文化系施設の見直し方針の決定には、統一的及び客観的

な評価基準を定めた利用対象自治会等、床面積当たり利用者数、現地目視評価の３項目をそれぞ

れプラス２からマイナス２までの５段階で評価し、その３項目の合計点により存続・廃止等の判

定を行っており、基本的には一定のエリア内にある複数の類似施設を統廃合するという方針とな

っております。議員もご承知のとおり、町民文化系施設につきましては、一部の休止施設を除き

ましてすべてが地域活動の拠点となってございまして、自治会の活動状況と利便性を最優先いた

しますと、そもそも廃止することは困難になります。現在、関係自治会との協議を進めていると

ころですが、当然のことながらこの間の協議におきまして、ご質問の活動状況と利便性に対する

意見・要望等をいただいております。町といたしましては、先に申し上げた評価基準に基づいた

見直し方針をもとに、１回目の協議を行っておりますが、まずは一巡をして、それぞれの意見、

諸課題の集約をしながら協議を進めてまいりたいと考えておりますのでご理解願います。加えて

申し上げますと、地域活動の拠点として利用されていることは十分理解をしておりますが、当該

活動がその施設でなければならないものかどうか、拠点を点でとらえるのではなく、地域を面で

とらえることはできないものかどうか、この面を将来を考えたときに更地にして考え、再び数カ

所の集会施設が必要なのかという観点から協議をしてまいりたいと思います。 

 ３点目についてでございますが、町といたしましては、今申し上げました観点を持って関係自

治会との合意が得られるよう鋭意努力をしてまいりたいと考えておりますし、建部議員からのご

質問に対する答弁でも申し上げておりますとおり、協議の中でいただきましたご意見・ご要望等

を整理した上で、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
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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。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) おはようございます。城地議員ご質問の、町のシンボルとしての町木、

町花、このように表現させていただきますけども、この１点目、町木、町花制定後の町民に対す

る周知が図られているかということにつきましてご答弁申し上げます。 

 城地議員おっしゃるとおり、新ひだか町の町木、エゾヤマザクラ、アオダモ、町花、エゾヤマ

ツツジ、ハマナスは、町章及び町民憲章の制定とともに平成 18年７月 14日に指定されたもので

ございます。その後の町民への周知でございますが、指定時には広報静内におきまして町木、町

花指定の記事を掲載、以降 18年度中に発行されました広報裏表紙に毎月、写真の掲載や町木、町

花を載せた町民憲章スタンド看板を作成し、静内庁舎、三石庁舎に設置したところでございます。

また、これまでにも町公式ホームページ、町勢要覧、表彰式のしおりへの掲載、博物館特別展で

の展示、紹介などで周知してきたものでありますので、その点ご理解をいただきたいと思います。 

以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

          [管理課長 片山孝彦君登壇] 

○管理課長(片山孝彦君) 城地議員からご質問の大きな二つ目の、町のシンボルとしての町木、町

花についての２点目、学校教育での指導についてご答弁申し上げます。 

 町木、町花についての学習は、主に小学校３年生を対象に社会科や総合的な学習の時間におい

て行われております。主な内容としましては、教育委員会で作成しております３・４年生の社会

科副読本「新ひだか」の前段に町木、町花を掲載しており、３年生の社会科の学習の最初の段階

で町木、町花について学習しております。学校によっては、総合的な学習の時間で新ひだか町を

テーマに取り上げた際に改めて町木、町花について学習したり、クイズ形式で児童同士が問題に

したりしている実践事例がございます。また、本年度取り組まれた特徴的な実践として、三石小

学校では今年度新設された総合町民センターはまなすの名称に関して町花であるハマナスのこと

を取り上げたという事例もございます。なお、城地議員お尋ねの中の学校林での植樹という点で

ございますが、現在、当町の小・中学校において学校林は設置されておりませんことを申し添え

させていただきます。 

以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 石丸水産林務課長。 

          [水産林務課長 石丸修司君登壇] 

○水産林務課長(石丸修司君) 城地委員ご質問の大きな２点目の町のシンボルとしての町木、町花

についての３点目から５点目についてご答弁申し上げます。 

 まず、３点目の分布状況について町木となっているエゾヤマザクラ、アオダモにつきましては、

森林地帯の各所に生育していることは確認しています。また、町花のエゾヤマツツジですが、森

林の奥地の尾根沿いに自生しており、ハマナスにつきましては、町内の一部の海岸沿いに自生し

ていることは確認しておりますが、近年は特に桜については個人の庭などにもかなりの数を植え

ていただいておりまして、各町木、町花とも分布状況等につきましては把握はできていないとこ
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ろであります。 

４点目の、植栽面積についてですが、町有林内では静内農屋地区において平成元年にアオダモ

0.08 ヘクタールの植林を行っております。また、国有林内では昭和 55 年からアオダモの植林が

始まり、新ひだか町内には 1.10ヘクタールの植林がされており、日高南部森林管理署管内ではト

ータル 7.04ヘクタールとなっております。道有林、民有林においては、植林した経緯はないこと

は確認しております。 

５点目の植林計画についてですが、城地議員もご存じのとおりアオダモは北海道内に広く自生

しておりますが、成木となるまでは約 80 年から 100 年と言われる長い年月を有し、しかも垂直

でなければ製品にならず、植林に係る経費等、そして生育状況は決して良好なものではないこと

から、植林を計画することにつきましては現在のところ難しいものと考えております。 

続きまして、質問項目の大きな３点目、さけ・ます増殖河川の三石川と静内川流域の「北の魚

つき林」としての計画取組についての一つ目、河川堤内敷地等への植林等の環境整備についてで

ございますが、現在の各河川の河川堤内の現状は、静内川では河口から上流３キロメートルまで

は鳥獣保護区となっており、そこから豊畑ふ化場まで両岸敷地には柳などの樹木が多く茂ってお

ります。また、三石川の河口から三石ふ化場までは農地や一部公園敷地が隣接しており、その他

の河川敷地については柳などの樹木に囲まれており、現時点で両河川とも自然環境は良好である

ととらえております。一方、河川堤内についてはそのほとんどが民地であり、当町の主要産業で

ある軽種馬産業に必要不可欠な放牧地や採草地が広がっている状況であります。町としましては、

河川周辺の環境については水質の保全や水源の確保を第一に考えており、これらに配慮した森林

づくりを進めていることから、現段階においては河川堤内の敷地等の環境整備のための植林は考

えておりません。しかし今後、サケなどの生育環境を守るべく漁協やふ化増殖事業を実施してい

るさけ・ます増殖事業協会といった関係団体等からこれら要望がございましたら検討していかな

ければならないと考えておりますが、両河川とも堤防や河川敷地も含めた河川の管理は北海道で

あり、また、堤防隣接地は民地が多いことから環境整備を行う際や堤防本来の役割も含め、管理

者や土地所有者に理解をいただくとともに十分な協議・検討が必要であると考えております。 

 続きまして、２点目の「北の魚つきの森」としての協議会への取組を考える考えはないかにつ

いてでございますが、「北の魚つきの森」認定制度は、平成 14 年度創設され、その内容は地域住

民による自発的な森林づくり活動の促進を図るべく北海道がこれら活動に顕著な地域を認定し、

植樹活動等の技術指導やＰＲなど、地域と一体となった取組を進めているもので、道内では 15

地域が認定されており、日高管内では平成 17年に「新冠北の魚つきの森地域協議会」が認定され

ていることを確認しております。当町における同様の活動につきましては、昭和 40年代から旧町

にそれぞれ緑化推進委員会が組織されており、各々、植樹活動が進められ、平成 18年の２町合併

時にも引き続き静内、三石の各農協、ひだか漁協、日高東部・中部の各森林組合、商工会、観光

協会、建設協会、北海道静内農業高校等の主要関係団体を中心に新ひだか町緑化推進委員会を組

織し、森は海の恋人運動による植樹活動や啓蒙普及活動といった森林づくりに取り組んでおり、

「北の魚つきの森」が意図するものも十分含まれていると考えております。このようなことから、

本認定制度を活用した今後の取り組みにつきましては考えておりませんが、今後も新ひだか町緑

化推進委員会を中心とした森林づくり活動の充実を検討してまいりたいと考えております。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 
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○17 番(城地民義君) いろいろとご答弁ありがとうございました。それで、まずは１点目の町有

施設の関係の、いわゆる町民文化系施設の見直し方針の関係でございますけども、ご答弁ありま

したけども、この第１回目の協議経過は今、ご答弁を聞きますと基本的な話でお互いに意見交換

をしたんだという程度のものだというふうに考えておりますけども、さまざまな多分意見があっ

たと思います。59施設のうち、私が危惧しているのは、郡部、市街地の今の言ったこの施設関係

よりも郡分にある現存している自治会館、生活会館、そういったものに現状で使っている自治会

の方々が非常にやはり今回の町側のいろんな意見に対して意見があるところでございます。多分、

時期的なものは別にして、先ほど言った第１回目の意見交換の中では総論のみだというふうにし

てますけども、町側の投げ掛けたご意見では、あたかも町の考え方で進めていきたいんだという

ような意見交換の内容だったというふうに聞いてますけども、今の回答ではそうではないという

ことで私も安心しましたけども、やはりもう少し２回目あるいは３回目の段階では、きちんと地

域の自治会の意見を尊重しながら今までその施設を今日まで歴史的な施設の中でお互いがコミュ

ニケーションをつくりながらまちづくりをしてきたわけですから、それをまず尊重していかなけ

ればならないというふうに考えております。そこで、その中で 65のうち、存続は当然いいとして

も、廃止と特に選択の部分、これらについて特に投げ掛けられた問題について支障のない範囲内

で意見を聞かせていただけるとありがたいんですけど。 

○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) 今、廃止と選択の対象自治会からどのような意見があったかという

ことなんですけども、一昨日の建部議員さんの質問の中でも多少答えてはいますけども、やはり

廃止となるところにつきましては足が遠のくということで、高齢の方はやはり歩いて、例えば老

人クラブの敬老会を施設でやるだとかという場合には歩いてきている方が多いと。そこを集約す

ることによって距離が遠くなる。そこはやっぱり歩いていきづらくなるのではないかということ

で、足に対する懸念というのは大きかったと思います。 

 それから選択のほうにつきましては、今回、町側のほうで数値の差が余りないところにつきま

しては、一定のエリア内に必ず存続するようにするんですけども、選択という形をとったところ

がかなりあります。その選択につきましては、自治会同士で決めるものなのかというようなご意

見がありました。町側のほうである一定の指標を持ってもう少し踏み込んでくれないのかという

ような、自治会同士で決めるというのはちょっと難しいなというような意見はありました。 

 いずれにしましても、一部分の意見を申し述べましたけども、今後、先ほど壇上でも申し上げ

ましたとおり、１回目の協議を速やかに終えまして、自治会の意見を集約しまして対応方針を考

えていくということになろうかと思いますけども、先に豊畑が廃止と存続で、廃止の部分でどう

しても地域に残していただきたいということで、町としての方針は廃止だったんですけども結果

的には自治会が所有したいという意見もありましたので、この一般質問の後に議案として上程さ

れますけども、自治会のほうに無償譲渡という形、こういう何と言いますか妥協的な決着と言っ

たらおかしいんですけども、そのような形になったケースもありますので、一旦集約をしまして、

町の基本的な方針、これを大幅に見直すということはちょっと難しいとは思いますけども、自治

会さんの細かなそういう意見を聞いて対応方針を考えて、第２回目に協議に入ってきたいという

ふうに思っておりますのでよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 
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○17 番(城地民義君) わかりましたけども。それで、特に、先ほど言いました自治会の、課長さ

んから言われた自治会の関係で、結局例えば町の考え方が３つを一つにしたいという、例として

あった場合に、市街地であれば距離がそんなに遠くない中で交通の便もありますから、すぐ統合

されたときに来れることは可能だと。しかし、郡部はやはり距離が遅いわけですから、しかも高

齢化時代ですから、お年寄りのお父さんお母さんが今までそこの場所に行って、輪を持っていろ

んな意見交換をしながら、桜まつりだとかあるいはちょっとした自治会の仲間同士の困ったこと

の相談だとか、あるいは新年会だとか忘年会だとか、夏のお盆のころのみんなで集まっての会だ

とか、こういったことがあるんですね。それがもし、例えばですよ今言ったのは、３つが１つに

なったことによって非常に遠くなると。そのことによって、先ほども車の問題で免許をとれなく

なって車を運転できないと。こういったことがこれからますます多くなると思うんです。したが

いまして、施設を一つにするという、郡部に対しましては一つにするということは、私はあまり

好ましいことではないと。ただ、建物が老朽化して耐用年数がきたからすぐその要点に入るとい

うことではなくて、耐用年数がきても管理がしっかりしていれば、例えば建物が 25 年・30 年が

40 年でも 50 年でも十分使えるわけですから。そういった状況を見ながら、現状の施設の状況を

判断しながら可能であればそこの自治会の十分意見を聞きながら残していくということが大事だ

と思います。ただその中で、その間に意見交換をしながら急がずにそういったことを取りまとめ

ながらやっていくと。そのことが私は、町民に対する親切な行政だというふうに考えております

ので、私は急ぐべきではないと思います。特に郡部についてですね。建物が古ければ仕方がござ

いませんけども、自治会の意見を十二分に尊重して急がずやっていただきたいというふうに考え

ております。そしてまた、ある人の意見を聞きますと、高齢化になってくると今でもあまり出た

がらないで家に、極端な言い方したら変ですけども、ひきこもりの状態で家にばっかりいるとい

う老人が増えてきております。なお一層、会館を３つを１つにしてしまうとそういった足の確保

ができなくて、一層会話ができなくなる。そのことがそれぞれの高齢者の方々のマイナスの要素

になるのではないかというふうに危惧しておりますので、何度も言いますけども、十分意見を聞

きながら、また高齢者のことを十分踏まえながら急がず自治会のそれぞれの責任者の意見を聞き

ながら私は進めていただきたいなと思います。それから、自治会の中での予算の面で町側の方で

いろいろと投げ掛けているようですけども、私は自治会の年間の予算、それぞれの自治会におい

て町からも助成していると思いますけども、あまり助成のことで、財政のこともあるんでしょう

けども、そんなに大きな自治会に対する町の助成は多くないわけですから、助成のことで３つを

１つにしたいんだとか、そういうことはあまり私は好ましくないと考えていますので、そのこと

も十分踏まえて協議をしていただきたいなというふうに考えてます。やはり利便性とかそういっ

たことも含めてご検討していただきたいということをお願いしたいんですが、もう一度、ご質問

に対して意見があればご答弁願いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 壇上でも 18回の自治会協議を行っているということで、私もそれ

に出席しております。１日だけ同日で２カ所あったもんですから、それは片方しか出れなかった

んですけれども、17カ所、私出席させていただいております。いろんなお話をさせていただいて、

町の考え方を一方的に押しつけるということはいたしておりません。まずはいろんな意見を聞き

たいと。ただ、この総合管理計画、まずこの趣旨を住民の方、地域の方にご理解をしていただか
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ないと始まっていかないということで、その趣旨を説明させていただいて、すべてではないです

けれども、おおむね町が今、こういう状況にあって、施設の利用形態も従前と変わってきている。

静内地区においては、例えばもともとは葬儀も必ず生活館、会館でやっていたものが今、セレモ

ニーホールができている。それから、三石地区についても、地域の生活館で葬儀をやっていたも

のが、基幹集落センターだとかそういう大きな施設でやっているというような状況の変化もあり

ますし、地域の方に聞きますと地域の役員会だとか集会だとかという回数も減ってきているとい

うようなお話もお伺いさせていただいております。それで基本的に、ちょっと話前後するかもし

れませんけれども、自治会に対する助成の話については、一切この協議の中ではしておりません。

まずは、この今の施設、これ置かれている状況が今後維持をしていくとなると、その維持経費っ

ていうのは全体のこの 65、廃止する施設、何百万から多くて 1,000万ぐらいだと思います。ただ

それは、いつかは修繕の経費も古くなればどんどんどんどん大きくなってくる。それで、昨日も

言いましたけれども、それが、その 65施設、将来ずっと続けていくとなるとどこかで建て替えだ

とか大規模修繕でてくる。それで、その経費を考えると大きな経費になりますと。そこについて

は、地域の皆さんはそうだねということで理解はしてくれています。ただ、個々にいろんな状況

もありますから、極端にに言えば、もう廃止してもいいんじゃないかって言ってくれている自治

会もあります。ただ、廃止はオッケーだけれども廃止するまでには何年かかかるでしょうと。一

遍には廃止って１年間でできないものですから、何年かかかるとすればそれまでにはちょっと使

わせてほしいなとかというようなご意見もありますから、そこら辺の話も十分に聞いていきなが

ら進めたいと思っております。それで、この利用状況についても我々も静内地区でいけば福祉課、

それから三石地区でいけば町民福祉課あるいは農政課で施設を所管しておりますから、そこから

情報をもらって、どんな会議をやってるんだろう、どういう集まりをやってるんだろうというこ

とも把握をしながらいってます。ただ、書類だけではどうしてもわからない部分があるので、そ

こについてもお互いにどんな状況なのっていうようなお話もさせていただいてます。 

 それから、地域が集約することによって遠くなるというお話もありますけれども、生活館、会

館が高齢者のためだけの施設ではありません。地域の住民の方が使っていただく、なかなか地域

の役員も高齢化になっている。若い方が自治会活動に出ていかないという中で、例えば、多少遠

くなるかもしれませんけれども、そこに行くときにちょっと声をかけて乗りあわせをしていくだ

とかっていうことによって、より地域の深まりが深まる。それから、そういう会合にも出席をし

ていただけるチャンスにつながるんでないでしょうかっていうようなお話もさせていただいてお

ります。これらについても決して町の考え方を押しつけるということではなくて、十分地域のほ

うのご意見も聞きながら進めていきたいというふうに思っておりますので、そこについては本当

に本当に本当にご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17番(城地民義君) 意見を尊重しながら進めていただきたいことを申し上げたいと思います。 

 次でございますが、町のシンボルの町木、町花の関係でございますけども、１点目の関係です

が、周知については確かにそうなのかもしれませんが、私が思うには、私もこちらに来てそんな

に経っていませんけども、良く聞くと何だったっけなっていう感じなんですね。それなりの有志

の方でもあんまりわかっていないので、今言ったように周知はしているということも目に見えた

理解をさせるような方法が大事かなと思ってますんで、一番いいのは広報とか、そういうところ、
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あるいは大きな式典とか何かのときに、町木、町花を表示して理解してもらうというのがいいの

かなと思っています。それは、企画の方でいろいろと考えているから私がどうこうっていうのは

ございませんけど。成人式やなんかのときには、一般的には私は、町木、町花を明示して、名前

だけでなく写真も入れながらやっていると思うんですけど、私も出席してまだしっかり見てなか

ったんですけど、それはどんなふうになってましたか。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。そのまま席でお待ちください。 

          休憩 午前１１時２５分 

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

          再開 午前１１時２７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。 

 上田教育部長。 

○教育部長(上田 哲君) お時間をとっていただいて大変申しわけございません。成人式のほうを

確認しましたところ、しおりのほうに写真付きで載せて周知をさせていただいてるということで

ございます。大変申し訳ございませんでした。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) ありがとうございました。それから、２番目の学校教育での指導について

の関係ですが、通常は、今聞いたら、本町には、学校にはないということですけども、私にすれ

ば残念だなと思ってますけども、一般的には学校林というのは、子どもの教育のために確保して

るっていうのが通常だと思うんですが、ないということですから、ないんでしょうけども。文科

省の考え方では、今日、学校林は過去から振り返れば、統合とか廃校で、学校林があったものが

なくなったってことなんですけども、今日、学校教育における中での、文科省で言っているのは

小学校・中学校、高等学校は道立ですけども、小・中学校において学校の基本財産形成や児童生

徒の環境に関する教育体験活動を目的に学校が保育している森林とはなっておりますけども、こ

の学校林についてですが、平成 12年から文科省では今言われてましたけど、総合的な学習時間の

中で導入されたなどのきっかけで学校林が再び注目されてきているんですよね。近年では、地域

住民や森林ボランティア団体、またそのほかに森林組合等の企業が一体となって学校林を保全し、

教育の場として活用する取組、そして教科では単なる木ということでなくして、国語だとか算数

だとか理科だとか社会とか、こういったさまざまな教科の中で学校林として生かすカリキュラム

を工夫しながら行われているのが現状だと思います。やはり、子どもたちの人間形成や幅広い知

識習得の場として、学校林を生かしたその活動を継続をしていくことが、私は教育現場における

緻密な活動の積み重ねをしていくべきだというふうに考えておりますけども、現在はないにして

も、今後これからの子どもたちには教育として重要だと思いますので、教育委員会として学校林

を設ける考えはないのか。僕は大きな面積でなくてもいいので、今後のことも含めて検討すべき

ではないかというふうに考えておりますけども、その点はいかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 学校林についてのお尋ねで、私、壇上で現在設置しておりませんという

ご回答をさせていただきました。それで、学校林もともとなかったかということではなくて、旧

静内町、旧三石町それぞれ昭和 30年代ということで設置されてきた経緯がございまして、合併後

もそういった形で学校林という形では残っておりましたけれども、少子化の関係ですとか、それ
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までやはり一番の問題となったのは、学校林の管理という部分があったということで、そういっ

たようないろいろな経過から平成 23 年４月１日に廃止ということで条例制定されているという

ことでご理解をいただきたいと思います。そういったことで今後についても今のところそういっ

たような計画の中ございますし、その状況というのは今も取り巻く状況というのは変わっていな

いということで考えておりますので、学校林設置についての今後の考えということは、教育委員

会のほうでは現在のところ考えてることはございません。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) 独自でないということですけども、やり方によっては、全道・全国的な学

校林としての取り扱いについては、国有林あるいは道有林、道外に行けば県有林なんでしょう。

そこを分収林としての扱いにしていただいて、学校林としての目的を達成し、子どもたちの教育

に活用しているというのが多いわけです。だから、こういう方法もとれるわけですから、私はや

はり教育が今一番、子どもたちに重要なわけですから、こういった取り扱いをしっかりとすべき

だなというふうに考えておりますけども、教育委員会としての国あるいは道に対してのそういう

取り扱いをどう考えているのかお伺いします。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今、城地議員ご指摘の部分、国・道の指導ということもございますでし

ょうけれども、先ほどお答えしたように現時点では当町の状況からいって学校林という形での設

置は考えていない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) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) 考えはそうなんでしょうけども、私は道有林・国有林の中では分収林とい

うのはお金がかからないわけですから、実質的な収入も得られるわけですから、今後、課題とし

て取り組むべきだなというふうに考えております。そんなことで検討していただきたいなという

ふうに考えております。 

 それから、３点目のさけ・ます増殖河川のいわゆる三石川と静内川流域の「魚つき林」の関係

でございますけども、ご答弁はいただきましたけども、先ほど私が冒頭申し上げましたけども非

常に海水温等の自然環境中でのサケの漁獲が非常に落ちてきているわけですけれども、関連とし

てはやはりそれ以外の私が今回ご質問いたしました環境、河川流域における環境が大きく変わっ

たということによる河川における水温の上昇あるいは下降によって、増殖事業所から放流される

稚魚等が海に戻るまでの間にいろいろとマイナス点が出てきているというふうに専門的な方から

は聞いておりますけども、一喜一憂ですぐにできるものではございませんけども、こういった森

林、「魚つき林」をつくるということは、緻密に中・長期というよりも長期的に毎年少しずつ木を

植えていくということが大事だと思いますので、これらについては、当然これには漁業者、農業

者、それからそれらの関係団体とのコミュニケーションも必要でしょうけども、町としてのそれ

らの問題について積極的に加わるべきだなというふうに考えております。ご答弁でありました独

自の協議会でやっておりますけども、私が申し上げたのは増殖河川である三石川と静内川へのサ

ケの遡上にかかわるサケの生活の環境、これを守る森として長期的に考えている。やはり大事な

のは、木を植えるということが大事だと思いますので、これを課題として取り組むべきだなとい

うふうに考えておりますけども、改めて今後の課題としての取組はアメリカるべきだねというふ

うに考えていますけれども、その点についてお伺いしたいと思います。 
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○議長(細川勝弥君) 石丸水産林務課長。 

○水産林務課長(石丸修司君) 壇上でもお答えのとおりに、私どももやはり河川堤内の植林も城地

議員おっしゃっておりますけれども、私どもとしては川に直接流れ込む、各沢から流れてくる小

さな川だとかそういうとこの水質だとか、また水源の確保が十分必要だっていう一つの考えにた

って今造林事業などを行っております。木というものは、どこでもどんな木でも植えれば育つと

いうわけではありませんが、適地適材っていう考えもありますので、十分そこの環境にあったそ

ういう木だとかを今後の考えながら植栽して、自然環境を守っていかなければならないのかなっ

ていうことで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

失礼。町長。 

○町長(酒井芳秀君) 城地議員お尋ねの「魚つき林」とも言いますが、この場合は「北の魚つきの

森」ですか。昔から「魚つき林」という言葉はあったようです。それで、町の緑化推進委員会の

事業として植樹活動をしておりまして、それで私が就任いたしましてから、たまたまそれが「あ

っ」ということで頭に入ったんですが、宮城県で「森は海の恋人運動」ということで、そういっ

た冊子を出して取り組んでいる方がいまして、結局豊かな緑、そこにはいろんな虫が発生したり

して小動物もいると。そういったことで、糞と言っても、そんなすごい害になるような糞じゃな

いんですが、そういったことが川に流れ込んで、あるいは虫が川に落ちて、そして海の魚介類に

プラスになるというようなことで、森は海の恋人なんだということでそれを取り入れまして、今

年まで事業としてやっております。ただ町有地を主に植えていたものですから、なかなか十何年

かやってますんで、植えるところがなくなってきて、今度はどこに植えようかっていうようなこ

とで結局川のふちとかは、かなり植えられているところが多いということなんですが、ご提言の

ことは大切なことだと思います。それから、植樹活動で議会議員の皆様もご参加いただいたり、

あるいは団体の方々、男性の方、女性の方ということでやってまいったんですが、教育面から言

いますと、子どもたちも参加できるような学校が休みの日に、子どもたちにも今回はどこの学校

とかっていって声かけて参加者を募って植樹作業をするということというのは、非常に何でもこ

のデジタル社会のテレビゲームですとか、今はテレビゲームって言わないのかもしれませんけど、

そういったものよりも非常にいいと思ってますので、こういったことはずっと毎年のように何ら

かの工夫をしながら取り組んでいくべき課題だと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) いろいろとご答弁ありがとうございました。最後ですけれども、１点だけ

ちょっと意見を申し上げるの忘れたので、１点だけよろしいですか。 

○議長(細川勝弥君) はい、どうぞ。 

○17 番(城地民義君) 先ほど言った町のシンボルとしてアオダモが歴史ある町の木になっており

ますけども、ちょっと調べたんですが、隣の新冠町では毎年 0.2ヘクタールずつ平成 15年からず

っと継続してアオダモの木をお願いして植えているということで、新冠町では平成 15年から昨年

度までで約 5.63ヘクタール、ようするに毎年 0.2ヘクタールのアオダモを植えているということ

でございます。町は、町のシンボルがアオダモですから、いろいろと条件はあると思いますけど

も、できるならば長期展望に立って町のシンボルであるアオダモを国有林と南部森林管理署等に

お願いしながら、毎年 0.2 ヘクタールであれば２反、１反であれば 0.1 ですけども、長期的にそ
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ういったところを植えて、町のシンボルとして町民に見ていただくというのも、将来長期展望に

立ってすべきだと思いますので、その点はお願いして、これで質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。 

 午後１時、再開いたします。 

          休憩 午前１１時４２分 

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

          再開 午後 １時００分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き、一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 19番、谷君。 

          [19番 谷 園子君登壇] 

○19 番(谷 園子君) 壇上からの質問をいたします。初めにＪＲ日高線についてです。１、ＪＲ

をめぐっては、10 月 28 日、道内の学者らが中心となった北海道の鉄道の再生と地域の発展を目

指す全道連絡会が設立され、当町でも住民団体主催でＪＲ日高線復旧等を踏まえた日高の未来を

考えるフォーラムも開かれました。町長はそのどちらでも講演し、地域にとって鉄道はなくては

ならないと表明しています。ＪＲ北海道は 100 パーセント国が株主であり国有財産です。国民の

財産を一地方の判断でなくしてしまっていいものではありません。今、北海道全体の衰退を招き

かねない問題が地域の問題にすりかえられています。今後、町長は日高線において国土保全、海

岸保全としての災害復旧とオール北海道での鉄路存続をどのように進めていくのかお聞きします。 

 ２、日高線の不通で代行バスになってから、利用者にとっては列車の頃の速達性、定時性、快

適性が失われています。住民は不便や困難を強いられ、特にバスに乗れない足の悪い方、高齢者、

障がい者は当たり前だった移動手段が奪われています。列車の頃の利便性に近づけるのはＪＲの

責任です。町では、現在利用して困っている人の状況をどのように把握し、改善しているのか、

お聞きします。そして今、何よりも切実なのは低床バスです。様似‐鵡川間に最低でも１日１往

復は低床バスを走らせるよう強く要求すべきではないでしょうか。 

 次は、福祉灯油です。今年は 11月から厳しい寒さが続いています。これから本格的な冬を迎え

るにあたり、灯油店頭価格が連続上昇し、３年ぶりの高値になっています。当町でも５つの販売

店の１リットルの平均価格が税込みで、10 月 76 円。11 月 80 円。12 月 88 円と値上がりしまし

た。12月５日時点で、当町の一番高いところで 92円、安いところで 84円、昨年秋の平均 68円

台から大幅値上げです。町民からも福祉灯油をぜひやってほしいの声があります。この緊急の福

祉灯油、管内でも実施するところがあります。事業の最終決定は町長の決断が求められますが、

新ひだか町でも実施する考えはないかお聞きします。 

 最後は、子ども医療費助成制度拡充についてです。１、６月議会において、就学前の子どもに

ついては窓口無料化を検討しているとの答弁をいただいています。来年度実施に向けての検討が

なされているのかお聞きします。２、７月に結成された子ども医療費無料化を求める北海道ネッ

トワークによる高橋知事への中学卒業まで無料を求める署名は、11 月現在で 34 の自治体の首長

さんが賛同署名しています。町として高校生までの医療費無料化を展望しつつ、当町の子ども医

療費助成制度の拡充をどう図っていく考えであるか、来期に向けた町長の政治姿勢としてもお聞



 

 - 24 - 

きいたします。 

 以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

          [何事か言う人あり] 

○19番(谷 園子君) ああそうですか。ご審議は意見書でした。 

 ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) 谷議員の項目の一つ目、ＪＲ日高線についてご答弁申し上げます。 

 まず１点目の、日高線における国土保全・海岸保全としての災害復旧とオール北海道での鉄路

存続についてでございますが、平成２７年１月に高潮や台風により被災を受けたＪＲ日高線は、

地域の重要幹線として日高地域の総意のもと災害復旧による全線運行再開を要望したところでご

ざいます。ＪＲ北海道からは、災害復旧での運行再開に必要な復旧費は 100 億円と、あまりに膨

大な金額が提示されまして、本年２月にＪＲ北海道よりＪＲ日高線の復旧断念並びにバス等への

提案に向けた協議の開始のお願いの提示を受けまして、日高町村会・町長会議協議の結果といた

しまして、３月に今後ともＪＲ日高線の復旧を断念することなく、復旧に向けての取組を行って

いくことの確認をしております。その後におきましても、定例会等における行政報告においてご

説明しているとおり、中央省庁、国会議員、北海道、道議会議員等に対しまして、国土保全と海

岸保全としての災害復旧の要望活動を継続しているところでございまして、今後とも粘り強く要

望活動を行ってまいりたいと考えております。また、オール北海道での鉄路存続につきましては、

先日もＪＲ北海道再生推進会議からの提言もあり、これからの北海道の鉄路を早急に結論づける

ことが必要との内容で、高橋はるみ知事や各沿線自治体等に通知されたとこであり、これらの動

きにも注視しながら、全道的には北海道町村会などにおいて協議を進めていくこととなるものと

考えてございます。 

 ２点目のご質問でございますけども、まず、最初に、現在利用して困っている人の状況をどの

ように把握してるのかということでございます。ＪＲ日高線が運休してから間もなく３年になり

ます。運休に伴う列車代行バスにつきましては、日高線列車運行ダイヤに合わせた運行をすべく

続けておりますが、利用する方々より時間帯や便数についていろいろご意見をいただきながら、

改善や工夫を凝らしながら、現状の運行となってございます。しかしながら、列車の速達性や運

送能力に対しまして、やはりバス輸送では劣るところがあり、ご利用の方々から苦情をいただい

てるのは事実でございます。その中で、議員もご承知と思いますが、寄せられた苦情やご意見等

は、速やかにＪＲ北海道へ連絡し、その対処をお願いしているとこでございまして、少し時間の

かかった案件もございますが、その対策・改善は徐々に行われていると思っております。今後に

おいても、現状運行の利用に関する支障がある場合は、利用している方々の直接のお声を伺い、

日高線代行手段としてのバス運行をＪＲ北海道とともに考えていくことが重要と考えてございま

す。 

 次に、低床バスの導入についてでございますが、こちらにつきましては６月定例会においてご

答弁申し上げておりますが、現状の列車代行バスは貸切登録をしているバスを使用することとな

っておりますことから、全線バスの低床化対策などに対応できないのが現状であります中、鵡川

‐静内間の貸切契約会社においては、低床バスを登録しておりませんが、静内‐様似間の貸切契
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約会社による運行バスは、低床バスを運行しております。いずれにいたしましても、今後におけ

るに利便性の高い列車代行バスとするためにも、町及び地域としてもＪＲ北海道に対して低床バ

スへの対応のお願いをしていこうと思っておりますのでご理解をお願いいたします。 

以上、ご答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

          [福祉課長 米田和哉君登壇] 

○福祉課長(米田和哉君) 谷議員からのご質問の、大きな２点目、福祉灯油の実施についてお答え

いたします。福祉灯油につきましては、灯油価格の高騰に伴い高齢者世帯等への経済的負担を軽

減するため、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、当町においても過去に何度か実施

してきたものでございます。具体的に申し上げますと、平成 25年度は、石油原産国情勢の諸問題

による原油価格の高騰、平成 26年度は、原発の停止の影響により電気料が高騰したことから、暖

房費助成制度を制定し、町民税非課税世帯に対して助成した実績がございます。ただ、現在の灯

油価格につきましては、今年の価格の推移をみますと 10月頃から徐々に値上がりしてきておりま

すが、まだ価格が著しく高騰し生活を圧迫し、今後の生活に支障を期すものとは考えておりませ

んので、現段階におきましては福祉灯油を実施する考えはございません。 

 続きまして、大きな３点目、子ども医療費助成制度拡充についての１点目、就学前の子どもに

かかる医療費窓口無料化の検討についてお答えいたします。本年６月定例会の谷議員からの一般

質問に対し、未就学児までを対象とする医療費助成について、平成 30年度から国保の減額調整措

置を行わない、いわゆるペナルティがなくなることから医療機関等受診時における現物給付、い

わゆる窓口無料化について研究・検討していく旨お答えをさせていただきました。窓口無料化を

実施していくためには、国保連合会、社会保険診療報酬支払基金及び医療機関等と事務的に調整

を要するほか、現在使っているシステムでは窓口無料化の請求行為等に対応することができない

ことから、新たにシステムの改修が必要となり、それらを含め期間的には予算確保後３カ月程度

はかかるものと判断しております。また、費用面につきましては、初年度に先ほど申し上げまし

たシステム改修に約 90万円がかかるほか、毎年かかる費用として審査支払手数料と医療費の端数

分等で新たに年間 200 万円弱の費用の増加が見込まれます。これらが窓口無料化にかかる作業及

び費用でございますが、この年間 200万円弱、５年で 1,000万円弱の負担増につきましては、町

の負担が大きく検討の素材の一つになると考えております。それらも考慮した上で、実施の検討

についてはご存じのとおり、現在行っている健康づくり商品券の効果と比較することになります

が、谷議員の言われる無料化の部分を 500 円単位の商品券として交付するもので、一旦患者様に

ご負担をいただき商品券を介することになりますが、実質的には無料化に近づけた政策予算であ

り少子化対策や経済効果も勘案した中での制度としております。これらのことから、来年度に向

けた検討をした結果でございますが、現行の健康づくり商品券の制度を継続する方向で進めるこ

とといたしましたのでご理解をお願いします。 

 次に、２点目の高橋知事への中学卒業までの無料を求める署名に町長は賛同署名しているが、

町として高校生までの医療費無料化に向けた町の医療費助成制度をどう考えているか、というご

質問にお答えします。まず、さきに町長が署名しました知事に対する北海道の子ども医療費無料

化拡充を求める署名につきましては、北海道として中学校卒業までの通院・入院にかかる医療費

の無料化、いわゆる現物給付を実施する要請に賛同したものでございます。次に、当町における



 

 - 26 - 

高校生までの医療費窓口無料化につきましては、平成 29年の６月定例会において谷議員にお答え

しておりますとおり、国保に対するペナルティなどにより、さらなる多額の一般財源を表するも

のであることから、現段階におきましては引き続き中学生までの医療費に対する健康づくり商品

券交付事業を継続することで対応してまいりたいという考えに変わりはございません。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) ＪＲの質問なんですけれども、先の志田議員との答弁で今までとスタンス

は変わらない、町村会で議論して災害復旧は断念していないと。それで道議会、全道町村会、全

道市長会で決議をあげているって、存続は道民の総意であるということと今後は調査結果をもと

に、ＪＲ北海道や国、国会議員に働きかけていくっていう答弁だったと思いますがそこまでで間

違い、そこまでででよかったですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 災害復旧大前提という総意はもう間違いございません。そして、今回、

この日高線をどのように復旧するかということで、３つのモードで報告書の提案を受けておりま

す。今後は、その提案の内容につきまして町長会議等で協議を進めながら、どの手法がこの日高

地域に合ってるのかということの協議を進めることとなりますので、中央省庁とかっていうんじ

ゃなくて、一応、日高管内でそれは話し合いをさせていただくというような流れになると思いま

す。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) まず最初にＪＲ再生会議のことに触れたいんですけれども、ちょっと一つ

指摘をしたいんです。再生会議の言っていることなんですけどね、ＪＲ北海道の経営が破綻する

という問題を地域に責任を持たせようとしていると。ＪＲの経営が破綻するって、経営が行き詰

って資金がショートするって言って、それに住民が責任をとる筋合いのものではないはずなんで

す。それなのに最初から 13 億 4,000 万を地元で出せとか、富川まで走らせれば３億かかるとか、

地元が費用負担できないなら廃線というようなこともずっと言われてきてました。何でＪＲ北海

道が破綻するかというと、民営化のときのスキームが壊れたということです。国のつくった運用

益のスキームが壊れたんだったら国がそれを直せばいいわけで、このＪＲの問題というのは国の

政治、国の政策の問題だっていうことなのに、地域ごとに論議して地域で決めていけっていうふ

うに言っているっていうのが議論の前提から違っていると。まずそのことを押さえておきたいと

思うんです。で、高橋知事なんですけれども、ずっとのらりくらりとリーダーシップをとらない

できたんですけども、ここで道がＪＲに財政支援をするということを言いました。公費負担を示

すことで沿線協議を進展させて、それで国からの抜本支援につなげたいと。でも一方で、沿線自

治体にも負担を求めていくみたいなことも言っていますが、今後知事に対してどのように働きか

けて沿線協議会というものをどう進めていくのかっていうことをちょっとお聞きします。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ここのところ、ＪＲ北海道再生推進会議の有志から声明という形でコメント

が出されました。それを見ますと、確かに谷議員感じておられるとおり、法的拘束力のないあの

方々がＪＲ北海道と国土交通省と、それから北海道と市町村に物申すという形で出されたわけな

んですが、そのものの言い方と言うのはどうも昔で言うと、お上が下々の者にものを言ってるよ
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うな感じだなということで、私は非常にこの声明はいかがなものかと考えております。このこと

は、昨日の新聞にも知事も不快感を表したと。知事もメンバーなんですけど、会議に出ていない

ものですから、結局有志でそういう提言を出したと。その有志という方々はほとんど北海道住ま

いの方は一人しかおられないのではないかと私は思っております。そこで、本州と北海道の鉄道

事情、取り巻く環境も違うっていうようなことも言えば長々となるんですが、いずれにいたしま

してもここへ来てご質問のとおり過疎債を使って、上下の下をやれば過疎債は約７割ですから３

割の沿線自治体の負担ということになるとか。そういうような一つの考え方として出てます。そ

れから鉄道車両の更新とか駅舎の改築のほうに知事が言っているのはそれですね。あれは、ＪＲ

２分の１、道４分の１、市町村４分の１なんですが、そこで車両なんかを更新するときの負担な

んていうのは大きなものになりますので、ここのところはやはり道としても北海道町村会の会長

もそのとき一緒に行かれるという話を聞いていましたので今、私もなかなか札幌に行けないもの

ですから町村会長宛てに手紙を書いていたんですが、結局過去の経緯とかいろんなことを踏まえ

て、安易に沿線自治体が負担が求められるようなことはいかがなものかということで、そういう

ことに頭に置かれてやってほしいということ、手紙に書いていたんですけど、これは市長会長に

も北海道にも皆送ろうと思ってるんですが、結局交付税措置で 100 パーセント沿線自治体分を見

てくれるだとか、とにかく財源的には今まで取り組んできたような、前にも申し上げましたが、

駅舎の修繕とかその程度のことは沿線自治体はできるけれどもそれ以外はいかがなものかという

考えです。それと、そういう負担論になってきますと、沿線自治体ばかりが鉄路のメリットを受

けるわけでないと。日高は町がずらっと東から西まで並んでますからいいんですが、空知とか上

川とか内陸部にいきますと、駅のあるところに降りて、駅のないところの町で消費する。要する

に経済効果を発揮するという利用者もいるわけで、そうしますと北海道全部の自治体が負担すべ

きだという論議もできるわけでありまして、だから慎重であるべきという趣旨の考え方で、今後

そういった文書による活動ですとか電話もありますし、この日曜日、17日には道主催のフォーラ

ムが札幌プリンスホテルパミール館という相当人数が入るところでやられますんで、私も行って

まいりますがそういったとこでも発言の場があればそういった発言をして、ここのところは例え

ば再生推進会議のほうから１年を目途にとかと言われても、よくじっくり構えて深謀遠慮の上、

対処していくべきだというようなことを含めていろいろ申し上げたいと、このように考えており

ます。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) 粘り強く道に働きかけていくという答弁だったと思うんですけども、知事

に今まで沿線自治体とか町村会とか市長会とか議長会も知事に求めていたのは存続のリーダーシ

ップなんですよね。ですから、知事のほうから国に北海道を過疎にはできませんと。今、観光立

国に北海道を発展させようっていうときに鉄路をなくすということはできないというふうに知事

から国に言ってもらうっていうふうに今後もやってくことが大事だと思います。今後、調査検討

結果をもとにＪＲ北海道と協議し、国会議員にも働きかけるって言ったんですけど、ドーコンの

調査の結果というのは、町はどのように分析していろいろと損益とかお金が幾らかかるとか、い

ろんな数字も出てきたりしてますけれども、町はどんなふうに分析して今後どういうふうに話を

持っていこうとしているんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 
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○町長(酒井芳秀君) 先日も志田議員のご質問にお答えしましたが、まず本音で話ししましょうと

いうことで１回話をしました。結局、今からこれだというふうには決める、それこそ急ぐべきで

ないということで、全道の 13 線区のうちこちらが１線区ですから、12 線区の動きですとか国と

か国会議員の考え方ですとか、そういうものをよく見極めて対処していかなきゃいけないという

ことであると思います。安いからそれでいいんじゃないかという論議は、私は単純な論議ではな

いですよと申し上げたいと思います。そんなことで、あれが数字として出ましたので、それに対

してもいろいろ意見は出てきます。ですから、そういったものをまた次回の町長会議あるいは議

員の皆様方も何かそういったことでいろいろご提言ですとか、そういったことがあれば当然耳を

傾けさせてもらいながら、また住民の声ですとか観光団体、商工関係の団体ですとか、ひいては

全部の産業にかかわるこの問題ですけども、そういったところの意見を伺うというようなことも

今年ということではなくて、話の進展とともにどこかで必要なことだとこのように思っておりま

す。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) これからいろんな団体とかいろんな人たちから意見を聞いて進めていくっ

ていう答弁だったと思うんですけど、あれ見させてもらいましたらＤＭＶがバリアフリー化にな

って運用開始するまで 11年から 14年かかると。あとで取り上げますけど今困っている人たちに

は本当に間に合わない状態です。で、ＢＲＴも国道の下を走るバス、どうみても。ということと、

バス転換のバスのほうは、今の代行バスとほとんど何も変わらない。所要時間にしても本数にし

ても、ダイヤということにしても、不便さがそのまま  ？？  なっているというふうに読み

ました。３つの方策の中に鉄路というもの、列車のものも入ってなかったんです。それで読んだ

限り、見た限り列車の利便性というか、列車の優位性というのが、ますますあれを見たらすごく

感じました。一つここで確かめておきたいというか、確認しておきたいのは、災害復旧、まず何

度も言ってますが、国の責任で災害復旧をさせて、全線復旧を大前提に進めていくっていうこと

じゃないかと思うんです。すごくお金がかかるって 100億円災害復旧でかかるっていうんですけ

ども、日勝峠はもっとすごい莫大な費用をかけて、６年かかるというところをすぐ直ったんです

よね。それと日高の高速道路もトンネル掘ってますけれども、厚賀のところ、あそこも１キロ 40

億とか、本当にすごいお金がかかってやってまして、日高線のほうもそういうこと考えたら、復

旧も劣化したレールを取り替えるとか、そういうこともやろうと思えばできないことじゃないん

ですよね。本当に大前提として国の責任で災害復旧をまずさせるということ。まずは、全線復旧

ということを下ろさないということでやっていくってことを確認したいんですが、どうですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは先ほど課長からも答弁したとおり、そういうことで走っておりますの

でそれは変わっておりません。特に大狩部海岸の漁業被害のこともありますので、結局、例えば

ＤＭＶはバリアフリーの問題があるのと、それからあのスケジュールは 17台、ＤＭＶを新車をつ

くるというそこら辺の論議があるんですけども、結局並行して必ず海岸災害復旧のことを考えて

いかなきゃ日高のみならず北海道の海岸は非常にこれから特に温暖化で高波、高潮の力も強くな

ってきておりますので、ここのところは非常に大きな問題で国会議員とかにも言ってますけど、

粘り強くやって、要はおっしゃったように道路は国が直轄だから幾らお金かかってもやると。復

旧すると。ＪＲは 30年前のいわば冷たい分割でＪＲの財産は自分で守りなさいということでこう



 

 - 29 - 

なっちゃってると。そこに 30年間で最初の制度設計から狂っちゃって、約 3,700億円がＪＲ北海

道に入っていないという、こういうようなことをいろいろわかってくると、それら海岸災害復旧

に関すること等も含めて何といっても国、それから当然国会議員、このあたりの考え方がどうな

のか、その辺いろいろ、いろんな人と話してるといろんなことがあるんですけど、やっぱり北海

道としては北海道人は他人事のように思っていると。これ、藻谷先生という方がフォーラムで言

ったんですが、他人事のように思っていて我がことのように考えてないとか長いものに巻かれや

すいとかお人よしだとか、こういうところがあって北海道開発予算も一時、7,000 億あったのが

5,000 億まで減っていると。結局西日本のほうにお金が流れてますよなんていう話もされるわけ

ですよね。ですから、そこのところにいかに政治家が物事をとらえて活動していくかということ

もあります。ですから、道路予算を鉄路のほうに使ったらどうだっていう大学教授もいますけど、

そういう単純なものでないですね。結局道路予算が削られると日高道の延伸も遅れると。だから、

昔のように開発予算のパイを増やして、増えた分で鉄路をやってくれと。そこまで行くにも大変

なことですけど、やっぱりそういう声を出していかないとお人よしの話になってしまうのでない

かと。ちょっとそういう言い方して、雑駁な言い方して失礼しますけれども、そう思っておりま

すので今後とも心してやってまいりたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) 今までもＪＲ海岸というか法改正も含めて災害復旧を求めていたと思うん

です。全道で結束して本当にそういう鉄路存続という動きを今、全道では動いているので、町長

もそこに参加してそういうところと一緒に災害復旧ということも本当に本気でぜひそこで強く進

めていってもらいたいと思います。国会議員も日高・胆振から２人も出てますし、本当にそんな

ふうに働きかけてやっていっていただきたいと思います。 

 それで、次の質問に入ります。ＪＲの利便性ということで、いろいろ町でも苦情を受けている

と。そして改善もいろいろしてくださっているんですけど、具体的に差しさわりない限りでどの

ような苦情があって改善を具体的にどういうふうにしてきたかっていうことをちょっとお答えく

ださい。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 数あるので全部はちょっと思い出せませんが、まず高校生の通学時間帯

の増便ですとか、代行運転しているバスの乗車切符、これにつきましては買う場合は駅、支払い

は降りたところの最寄りの駅というふうになってましたところをバスの中に乗車券を投函する箱

を設けたということなどございます。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) いろいろ町も努力してきてくださってると思います。様似と静内間の代行

バスなんですけれども、本当にすぐ改善してほしいということは昇降機とか乗ってないんですね。

昇降機とかスロープが無い低床バスなんです。走っているのが。それは本当にＪＲにすぐに言っ

てほしいと思います。全線で低床バスを走らせてほしいというところなんですけれども、高校生

が試験のときに一斉に帰るときに、本当に１台じゃ間に合わなくて、今２台に増便、そのときし

てもらってるんですけど、それはやっぱり列車の優位性というか、予約しないと満車になったら

乗れないっていうバス、そういうのあるんです。それで高校生に対してもう満杯だから次のバス

で帰ってくださいって言わないんです。それは列車なら当たり前に乗れた。高校生は。だから２
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台に増便していると思うんです。そういう意味で本当に今、代行バスに乗れなくなっちゃってい

る人たちっているんですよね。高齢者、足の不自由な方、そういう人たちにもやはりＪＲに高校

生と同じ対応を求めることが大事だと思うんです。同じだと思うんですよね。列車にあたり前に

乗れたんですから。本当に今までも代行バスに乗れなくて息子に仕事を休んでもらって病院に連

れていってもらうとか、本当に列車と違って体力ないと乗れないと、疲れてもう乗れないとか。

特に大変なのは、体が不自由な方で病院に通えない、バスに乗れない。家族も高齢だと病院に車

で乗せていくのもそれもできないと。冬はとっても家族もとても運転できないとか、タクシーだ

と本当にお金がかかってしまうとか、本当に定期的に治療を受けなきゃならない人にとったら大

変なことなんですよね。病院に通えないでいるっていう人も本当に現にいまして、それは命も脅

かされているっていう状況も実際あるんです。そのほかにもバスに乗るのに介助が必要なので、

１か月前に予約してくださいと。もしその一カ月過ぎてしまうともう乗れないというような状況

もあったりします。こういうふうに必要なときにいつでも乗れないというのが、もう公共交通じ

ゃない状態なんです。そういうところでＪＲのほうに利便性、元通りの列車通りの利便性に本当

に近づけてくださいと。こんなに困っていますと、生活のインフラが失われているということを、

やっぱりせめて低床バスを走らせるっていうところで、やっぱりそれは本当に強くＪＲに要望し

てほしいんですけど。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 壇上の答弁でもご説明させていただきましたけども現状で申し上げま

すと、貸切の契約をしているバス会社において低床バスを保有してないというところが今一番の

問題となっております。ですから、ＪＲ北海道に対しまして低床バスを導入してくださいってお

願いはできますけども、契約をしているバス会社、貸切バス会社なんですけどもこちらのほうで

準備ができるかどうか、これが最大の問題となってきますけども今の現状につきましては私のほ

うからＪＲ北海道の担当のほうにはお話をさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) 札幌とかにも走っている低床バスとかもあるんです。本当にそういうのを

日高の現状を訴えて、生活の足、本当に普通の生活できなくなっているということをきちっと訴

えて、そういうのあるところから回してもらうとかそういうふうに強く町村会としても言ってい

っていただきたいと思います。免許返納のこととか今までの議員さんも取り上げてるんですけれ

ども、今後、本当に運転できなく、そういうふうな低床バスでないと乗れないような人たちって

いうのはこれからも増えると思うんです。ぜひそれは強く言ってほしいということとこれはあく

までも列車が動くまでというか、ちゃんと問題が解決するまでのことなんです。本当に今困って

る人に手をうってほしいというふうに思います。ちょっと一つだけ紹介というか、したいものが

あるんですけれども、国鉄が民営化したときに制定された法律が鉄道事業法ってあるんですけれ

ども、その第１条なんですけど、それはそこに利用者の利益を保護する、これ鉄道事業の一元管

理を図るべくっていう民営化のときに制定されたんですが、利用者の利益を保護するとともに鉄

道事業などの健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とするというふうに民

営化のときにそういうふうに定められています。本当にローカル線もなくさないし、よりよく便

利にするというような国会の中の審議もありました。ですから本当に強くそれを言っていってほ

しいと思います。 
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 次の質問に移ります。福祉灯油のほうですけど、本当にけんもほろろな答弁をいただきました

が、本当にお金がない、今この町は財政的に厳しくてお金がないということもあると思うんです

けど今、切迫した値上がりじゃないと。そんなに生活に支障を来たすほどじゃないので、という

答弁だったんですけど、昨年と比べたら何十リットルでも何百円も違って、100 リットルだった

ら 2,000 円近く違うんです。やっぱりこの福祉灯油、切実な住民要求なんです。ちょっと住民の

声を紹介しますと、灯油をせめて生活保護ぐらい援助してほしい。日中はなるべくストーブを消

す。夜は早く休むようにしているとか、国民年金でせめて１万円くらいは助けてほしいとか、冬

は灯油の分が生活に食い込んで苦しい、5,000 円か 8,000 円ぐらいは出してほしいとか、役場の

人にも老人の苦しさを解ってほしい。ひと冬で２万も３万もいってしまうと。それで食べるもの

を削るしかないっていうような声もありました。こういうふうに冬の間、年金ぎりぎりとか、そ

ういう人たちの生活にくい込んでくるということです。値上げというのは、本当に全部の家庭に

も影響するし、自営業の方とかそういう人たちにも本当に全部影響するのは事実なんですけれど

も、それで今年、浦河で実施するのも調べてらっしゃると思うんですけれども、浦河でひとり親

世帯、低所得の高齢者、障がい者世帯対象に給付見込みが 550世帯でした。給付額は 5,000円、

275 万円の予算額なんです。単純にうちの町と浦河の人口比を約 1.8 倍として考えましたら、う

ちの町なら 990世帯位かな、約 500万円ぐらいの予算でできるのではないかと、単純に計算して

みたんですがどうなんですか。もうやらないって言ってました。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 先ほど浦河で実施するというお話がございました。日高管内の状況も調

べてみたところ、今やると言っているのは浦河町だけで、やらないと言ってるとこもございます。

ほかはうちと同様に今現在では実施する予定はないというふうに壇上でお答えしたとおり、この

後の例えば上昇していくのか、高いまま推移するのかというのも全部考慮しまして、見守ってい

きたいという形で考えております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19番(谷 園子君) 過去にも福祉灯油、10年ぐらい前かなやってたし、100円に高くなったと

きに暖房費対策、それは 1,000 万ぐらいでしたか、電気料も高くなったりしたときにやってたっ

ていう実績もうちの町、町民が困ってるっていうことで実施した実績があるということなんです

よね。今後の推移を見守ってって言ったんですけど、やっぱりお金が町にあるかないかとかって

いうんじゃなくて、やっぱり町民が困ったらやるものじゃないかと思うんです。今年は食料品と

かお米とか値上がりしてて、本当にこういう今年の実態、これから推移を見てということでした

けれども、本当にそういう町民が困っている声というのを受けて、緊急の対応策っていうものを

できないものか、ちょっと町長にお尋ねします。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 先ほど壇上でもお答えしたとおり、灯油が上がる大きな要因としては原

油が上がるというとこなんです。過去には原油産油国の情勢が悪化したとか、それから先ほど申

し上げましたとおり、原発が停止したためとかっていうそういう明らかな理由があって、それも

また長続きするだろうという予測がありましたので、高騰、そのまま続いていくと。それで今ま

で福祉灯油とか燃料費の助成とかやってきた経緯がございます。ただ今年の原油の状況、ちょっ

と調べてみたところ、12月に入ってから若干下がり気味だというものが入っておりますので、こ
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れからそれが国内の灯油の単価にどれだけ影響するかというのも見守りながら検討していきたい

と思っております。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19番(谷 園子君) 12月に入ってから落ちつくっていう、100円になるかならないか見るとか、

そういうことかと思うんですけども、やっぱりうちの町、緊縮財政で行政サービスを減らしてい

くと何度も何度もお答えになってるんですけど、町民にとっては大きな建物というか、大きなも

のにはぼんとお金が出るのに、何で暮らしの部分には金がない金がないって言うのかなっていう、

やっぱりそういうのはあるんです。ぼんと出すお金があるんだったら、やっぱり暮らしのほうに

も振り向けてほしいっていうそれは町民の願いだということはお伝えしたいと思います。ぜひこ

ういう暖房費対策というか、福祉灯油っていうようなものを今年も推移を見てということですけ

れども、今後こういうことって冬になったら絶対に灯油が上がれば、生活本当大変になるってい

うようなこともあって、町としてこういうものに対する制度の位置づけとかそういうものってい

うものも必要ではないかと思うんですが、どのようにお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 谷さん、質問の中で町の財政がうんちゃらっていうお話してますけ

ど壇上でも、こちらのほうの答弁でも、福祉課長のほうからはそういうお答えしていませんから。

町のほうでこの福祉灯油の関係いろいろな説明はしましたけれども、そういう状況を見て判断を

すると。ですからどうしてもこういう政策をしないとならない福祉灯油だけでなくて政策をしな

いとならないときには、そのための財源を見つけてやらないとならないときもあるわけです。た

だ今回については、いろいろな情勢を見た中で今のところ現段階においては、今まだこの福祉灯

油としての部分については考えていないということで答弁させていただいてますし、先ほど 100

円というお話をしていましたけれども、今回 100円というお話もしてませんから、こちらのほう

で。それだけはよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 

○19 番(谷 園子君) 100 円というのは過去にそういうことでやったのではないかということで

取り上げました。次の質問に移ります。推移を見てということで、了解いたしました。了解する

ことにします。 

 子ども医療費のほうなんですけれども、初年度だけで 90 万円初期投資がかかりますと。毎年

200 万円かかるということだったんですけど、この子どもの医療費、国の推移を見てペナルティ

がなくなるかどうか、ペナルティがなくなったらやる方向というようなこともずっと答弁されて

いたと思うんです。これもお金がかかるか、かからないかじゃなくて、子どもの命と健康の問題

ということで、うちの町で今、商品券で後から戻してくれて本当にそれは大きな子育て支援をや

ってくれてると思っています。お母さん方もそういうのは助かっていると思うんです。経済効果

っていうことも地元の商店街に 28年度は 1,670万円ぐらい換金額あったと思うんですけども、そ

ういうのも本当に大きな効果があると思っています。ただやっぱりお金、就学前だったら３歳以

上の子どもたちがお金の心配なく病院に行けたらっていうのは、子育てのその窓口で無料だって

いうことが大きな安心という前も取り上げたんですけども。やっぱり道の調査でも子どもに受診

させたかったけれども行かせられなかったっていうのが 17パーセント以上あったり、その中の理

由がお金がなかったというのが 26パーセント以上あったりしています。この町で地方創生のアン
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ケートとったときも子育て世代からの返答が経済的支援、保育料とか医療費とかっていうような

ことも出ていたんです。今、商品券をやってくださっているというのはわかってるんですけど、

窓口っていうものが大きいと思います。それで一つ、医療費、コンビニ受診が増えるんじゃない

かっていうようなことも、無料にしたらっていうお話もあると聞いたことあるんです。でもちょ

っとここで紹介したいんですけども、貧困率がすごく高い沖縄県の南風原っていう町で、今年の

１月に中学校まで医療費無料化にしたんです。そしたら、医療が必要な子どもしか受診してなく

て、逆に重症にならなくて早期に治療したので医療費が抑制になったと。窓口負担があると、お

金のない人が病院に行けないって、結果的に重症化すると。負担がなくて病院にかかりやすいと

軽症で済んで医療費の削減につながるっていうそういうような事例が全国でもあるので、ぜひ。

今回はもうしないというような結論をさっきおっしゃられたんですけれども、今後そういう事例

も調べていただきたいということと、もう一つ低所得地域で入院減っていうような研究結果もあ

って、これ慶応義塾大学の助教授たちが低所得地帯と高所得地帯に分けて、36万 6,566人の６歳

から 18歳の子どもたちの医療費助成をしている地域で研究・調査した結果、入院する子どもが５

パーセント、低所得地帯で減ったっていう結果を海外誌に研究発表をしています。この助教授た

ちは経済的理由で病院に行けず慢性的な病気にかかりやすかった子どもたちが外来診療を受けや

すくなった可能性、低所得地域では特にぜんそくやインフルエンザ、肺炎など外来治療で入院を

防げる病気について入院を減らす効果があるっていうようなことを指摘しています。ぜひ今後、

こういうようなこともぜひ検討の材料に加えていっていただきたいと思います。医療費、健康づ

くり商品でやりますっていうふうに、来年はっていうことだったんですけど、町長さんに窓口を

無料にするっていうことの必要性っていうことは、町長さんはどんなふうに認識しているのかっ

ていうことと国とか道にそういう医療の制度を求めていくっていうことについてどういうふうに

お考えか最後にお聞きして終わります。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 国のほうでも子育て支援とかそういった貧困で、まず食べることが先でって

いう子どもたちのことなども当然声が届いていて何かをやろうとしてますが、医療費については、

そういうの自治体まかせというかということで、結局例えばの話、ふるさと納税なんかがすごく

集まるところはそういうことやったりしてますけど、これは恒久的なことになっていくという財

源問題でそういったことを考えるとなかなか慎重にかからなきゃいけないということだと思いま

す。ですから確かに中学生までの方が病院行ったときには、もうお金を持たなくてもっていうの

は非常に病院に行きやすいというようなことではメリットはあると思います。今やってる方法は

健康づくり商品券で、後で負担分をいただいた方々がそれこそ灯油代だとか、ほかの生活必需品

のほうにまわっている例が多いんだと思います。そういうことからするとそういった第一次産業

に対するメリットもあるということでずっとそういう方策をとっております。このことは、今の

年度は当然そういうことでやっておりますが、来年度となると改選期でありますので、いろいろ

財源の相談等しなきゃならないっていうのが現実の問題であります。ですから国とか北海道にお

いて、国・道がみずから財源を負担して全国一律にやるというのが公平なのではないかというこ

とで何回か答弁させていただいておりますが、そんなような思いがあるということでございます。 

以上です。 

○議長(細川勝弥君) 19番、谷君。 
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○19 番(谷 園子君) ぜひ国とか道の制度になるように町長のほうからも後押しをしていただき

たいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 ２時０６分 

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

          再開 午後 ２時１７分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 13番、福嶋君。 

          [13番 福嶋尚人君登壇] 

○13 番(福嶋尚人君) 通告に従い壇上から、１ 列車が約３年間運行休止となっているＪＲ日高

線について、２ 馬力本願プロジェクトとまちづくりについての２項目について、町長に質問を

いたします。志田議員、進藤議員、谷議員も同様な質問をされていますので、できるだけ重複し

ないようにしたいと思います。 

 まず、列車が約３年間運行休止となっているＪＲ日高線について、質問をいたします。ＢＲＴ(高

速バス等)の視察についてですが、日高町村会が 10月 16日及び 17日に岩手県に気仙沼線、大船

渡路線のＢＲＴの視察をした旨の新聞報道がありましたが、株式会社ドーコンにＢＲＴを含む委

託調査をしている中で、町村会として、なぜにＢＲＴの視察をしたのか、その理由・目的をお伺

いいたします。 

次に、11 月 30 日に開催された日高の未来を考えるフォーラムにおける町長の基調講演につい

てですが、当初のパンフレットにおいては新ひだか町長として紹介されていましたが、フォーラ

ム当日には新ひだか町長と日高町村会会長の基調講演と紹介されていました。このことは、新ひ

だか町長だけでなく日高町村会長としての公式の立場でも講演をなされたものとして理解をして

よろしいのかをお伺いいたします。 

次に、株式会社ドーコンの調査報告書と今後の対応についてですが、町長はＤＭＶによる日高

線の利用を提唱されてきましたが、この調査報告書によれば、初期費用は乗合バスで約２億 6,000

万円であるのに対し、ＤＭＶでは約 47億 1,000万円、運行開始にかかる期間は乗り合いバスでは

約２年であるのに対し、ＤＭＶでは約 14年という時間がかかるという調査報告をどのように受け

とめておられるのかをお伺いしたいと思います。 

 次に、２番目の馬力本願プロジェクトとまちづくりについて町長に質問をいたします。新ひだ

か町が誕生してから来年３月で 12年となりますが、この間の新ひだか町の、いわゆるまちづくり

は、すべての町職員と町民の皆さんで、いわばゼロからのスタートでつくり上げてきたものであ

ります。そのような中で従来のまちづくりの仕組みを馬力本願プロジェクトによる、まちづくり

として、合同会社ひだかコミュニティー及び日高まちづくり会社に国の地方創生という政策を理

由とするのは、町長はこれまでの 12年間のまちづくりの方策を変更しなければならないと、従来

から考えておられたことからなのかお伺いいたします。 

 以上を壇上からの質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 
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          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) 福嶋議員のご質問にご答弁をさせていただきます。一つ目は、列車が３

年間運休休止となっているＪＲ日高線についてでございます。１番目のＢＲＴ等の視察について

でございますが、本年 10月 16、17日の日程で日高町村会として岩手県大船渡方面へＢＲＴ視察

を行ったところでございます。16 日は空路花巻空港到着後、ＪＲ東日本盛岡市内へ向かい、15

時半より担当の方よりＢＲＴについての説明、質疑応答を行い 16時 20分に終了してございます。

17日は９時５分にＪＲ大船渡線盛駅よりＢＲＴに乗車し、約 20キロほど体験乗車をして、10時

過ぎに陸前高田駅で降車しており、そのまま花巻空港へ向かい帰路についたところでございます。

ＢＲＴへの転換を図った主な理由といたしましては、被害が甚大かつ広範囲で鉄道復旧に相当な

期間を要することからＢＲＴによる仮復旧の提案がございまして、地域における協議において地

域に合った整備が進められたものと聞いてございます。町村会といたしましても協議の中で日高

線への復旧の手法としてＢＲＴの検討も行なっており、東日本大震災で鉄道が被災しＢＲＴで本

格復旧されたということで現地視察を行ったところでございます。 

 ２番目といたしまして、日高線の未来を考えるフォーラムにおける町長の基調講演についての

ご質問にお答えさせていただきます。11 月 30 日町公民館において日高線の未来を考える会主催

によるＪＲ日高線復旧等を踏まえた日高の未来を考えるフォーラムにおいて、地域にとっての鉄

道と題し基調講演を行ったところでございます。内容的にはＪＲ北海道との協議の経過、ＪＲ北

海道からの復旧断念とバス等への転換提示に対し、日高町村会として全線復旧前提で被災現場等

の状況等からＤＭＶ、ＢＲＴなどの検討をしてきた経緯を説明してございます。あくまでも主眼

としているところは、ＪＲ日高線の鉄路存続の必要性を復旧への問題、課題点などを検証して述

べさせていただいたものとなってございます。 

最後の３番目、株式会社ドーコンの調査報告書と今後の対応についてご答弁申し上げます。本

調査報告書につきましては、志田議員等からの一般質問においてもご答弁させていただいており

ますが、そのため内容が多少重複することをご了解いただきたいと思います。ＪＲ日高線沿線地

域の公共交通に関する調査報告書が先月まとまり、各議員の皆様に調査報告資料を配付させてい

ただいております。報告書の中では調査検討事項を５点に絞り、３つのモード、ＤＭＶ、ＢＲＴ、

バス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、事業体制、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、地域への影響により設置されており、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、時期等につき

まし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

すので今しばらく時間をいただき協議を進めることについてのご理解をいただきたいと存じます。 

 福嶋議員の２点目、馬力本願プロジェクトとまちづくりについてご答弁申し上げます。平成 18

年３月に２町が合併し新ひだか町が誕生して以来、それぞれの地域のよさを生かしつつ融和と一

体を図りながら「公平・思いやり・郷土愛」の精神のもとに「涼夏少雪の郷 優駿桜国 新ひだ

か町」の魅力を国内外に発信するとともに、総合計画にもありますとおり「いきいきすこやか誰

もが主役になれるまち」を目指して、快適で安全・安心な生活環境づくり、健康で生きがいあふ

れる暮らしづくり、地域資源を生かした安定型の経済基盤づくりなどに積極的に取り組んでまい
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りました。しかしながら、当町の人口を見ますと合併後 10年の平成 28年３月末で２万 3,440人

と、合併時の２万 7,165 人に比べ、3,700 人以上減少し、特に 15 歳から 65 歳までの生産年齢人

口の減少はこの町の経済活動を支え、税収・出生・地域コミュニティー活動など、あらゆる面で

町の活力となる年齢層が縮小していくこととなり、町全体の衰退に直結する極めて深刻な状況に

あると言わざるを得ません。このような状況を踏まえ、町では平成 27年 10月に新ひだか町人口

ビジョン及び新ひだか町創生総合戦略を策定するとともに、改めて日本一の競走馬の生産地とい

う特異性を生かして、このまちに新しい人の流れを生み雇用を創出し、将来にわたる活力ある地

域を形成していくことを目指して、平成 27年 12月より馬力本願プロジェクトに取り組むことと

いたしました。馬力本願プロジェクトにつきましては、これまでも説明してまいりましたとおり、

２年間にわたり多くの町民の皆さん、関係機関、関係団体の参画を得まして、精力的に議論をし

た結果、馬文化の伝承、おもてなし環境・基盤の整備、移住定住の促進の３本柱を掲げることと

し、これを推進するためには民間のスピード感や新たな視点、発想が重要であることから民間主

体のまちづくり会社の設立を目指すこととなったところでございます。本年４月からは馬力本願

プロジェクトの住民ワークショップメンバーの有志とともに検討を重ね、町の趣旨等を伴わない

民設民営によるまちづくり会社立ち上げに向けた準備が進められることとなり、11月にはその前

進となる合同会社日高コミュニティーが成立され既に運営が開始されております。合同会社はま

ちづくり会社の運営の基盤となる新電力事業の取り次ぎ業務を行いながら、まちづくり会社設立

に向けた準備を進めていくとの説明を受けておりますが、今後、合同会社が順調な運営を進める

ことにより、まちづくり会社へスムーズに移行し、本格的に稼働できるよう期待されるとこでご

ざいます。今後も続くと思われる人口減少社会に対応し、この町に新たな人の流れを生み出し活

力ある地域社会を維持、発展させるためにはますます町民主体のまちづくりが重要でありまして、

行政と民間が適切な役割分担のもとに連携して取り組んでいけるよう努めてまいりたいと考えて

いる次第でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 壇上からご答弁いただいたんですけども、私の質問に対する答弁として一

致している部分と質問と違う部分がありますので、以下の質問については事務方に答弁されても

私もなかなか納得できないと思いますので、町長にぜひご答弁をお願いしたいと思って質問いた

します。それでＢＲＴの視察について、視察に行ったんですけどもどのような感想を町長はお持

ちでしょうか。これについてまずお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 10月 16日でしたから、あの時期に参りましたということなんですが、16、

17ですね。それでなかなか各町長が揃っていけないものですから、日程調整してこれになったと

いうことです。それでまずはドーコンに委託し調査を依頼しております。それでＤＭＶ、ＢＲＴ、

バスということでしたので、実はＤＭＶについては当時 10 年前くらいから、10 年以上前開発さ

れてますので、それのＤＶＤがあるんですね、それこそ。きちっとつくったＤＶＤがあるんです

よ。それで見ればわかるんですが、ＢＲＴについてはパンフレットにもわかりづらいなっていう

感じでしたので、やっぱり実際行って見て、そして結局これからの論議にも当然役立つことにも

なるしということで行ってみてまいりました。それで先ほどの答弁にあったとおり、体験乗車も
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してきたわけですが、これはなかなかお金のかかることだなと。すなわち線路と枕木をはがして、

そこにもともと線路の路盤後ありますから新たに何もないところにつくるよりは、安いんですけ

ど、それでも枕木のあった路盤にまたこう整地して路盤をもう一層ぐらい重ねて、それから舗装

をかけるということでした。それでそこ走るＢＲＴ、普通のバスだと思ってもらえば良いんです

が、それに乗って専用道ですから、結局信号機もそのＢＲＴが走ってきますと途中私道だとかほ

かの道路の県道だとかが横切っているところは遮断機がおりるんですよね、それの遮断機の操作

が何とリモコンでＢＲＴのドライバーがやってるというので、結構なんと言うか、今どき原始的

なことやっているなという感じがあったんですが、それでもあまりスピードがでないということ

で、これは結局舗装道路ですから少し縦揺れがあって、それで幅４メーターなものですから、そ

れで幅４メーターですからドライバーの方が非常に慎重で安全を第一にしてるということで、時

速 40キロ程度でしか走ってないんですよね。そんなもんですから、正直言ってこれはどうかなと

いう感想を持ったということであります。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ちょっと町長ね、もう少し、いつもそうなんですけど説明が非常にあれで

すので私質問するときもう少し、申し訳ありませんけれども要点を言ってご答弁していただきま

す。それで今、私、次に町長が主導されている主としておっしゃっているＤＭＶについてお聞き

しようと思ったら、それについては、  レコードプレーヤー？  みたいなのがあるから行か

なかったっていうんですけども、それは行かなかったら行かなかったで良いんですけども、実際

に体験してみないとわからないと思うんですよね。マイクロバスですから、大きさは。で、その

ときに身体障害者とか高齢者とか、実際本当に乗って乗れるのかどうかトイレはどうなのかとか、

さまざまな課題があると思うんですけども、それについては町長は、町長はＤＭＶを主導された

わけですから。単に、映像見たってわからないと思うんですけども、ぜひ私はＤＭＶは、ＢＲＴ

は言ったんだけども、ＤＭＶを視察されなかったら、ちょっと片手落ちだとは思うんですけども、

それで短くだけ答弁してください。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 実は町長に就任してから２年目か３年目だったと思いますけど、苗穂の工場

へ全部の町長で行ってＤＭＶに少し乗ってきてるんですね。そのときの町長と入れかわった町長

も今はおりますけど、ですからそれは体験もしているし、ＤＶＤというか映像でわかるというこ

とでありました。あれは実用化されてないんですよ。なものですから、それでもってこのバリア

フリーのところで、今回課題になってきたということであります。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) たしかＤＭＶは徳島県かどこかで実用化されているって、町長何回か答弁

されてますよね。まあそれはいいです、行かなかったんだから。それで、11 月 30 日に開催され

た日高の未来を考えるフォーラム、私も出席させていただきました。その中で町長は、先ほど私、

壇上から質問のときに答弁されてませんけども、これは町村会会長としての講演だということを

理解してよろしいんでしょうか。それは答弁してください、後で。それで町長はその講演で、町

長は次のように述べられております。「どうしようもなくて、バス転換の方策をとる場合でも」、

私はメモしたから、これ絶対間違ってませんよ。「どうしようもなくて、バス転換の方策をとる場

合でも日高道は市街地のはるか向こうを通るから、そこを繋ぐのはどうするのか。千歳を結ぶ直
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行便の話だとか、いろんなことを頭に置いてやっていくから時間はかかるので、ここは理解して

ほしい」と言われました。町長もバス転換の選択肢を必ずしも否定してはいないことだと思いま

すが、バス転換の場合には日高自動車道を走行するということが前提でもう既に決まっているん

ですか。町長にお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 結局日高道はもう門別本町まで来てて、来年の春ですから３月までというこ

とになってますから、あと４カ月ぐらいで厚賀まできます。これは大体、牧野とか現道よりも奥

を走っているということはご承知のとおりであると思いますが、それが４、５年と言っておきま

すけど、そうすればこの神森のあたりまで来るということになります。これは市街地から離れて

いるので先ほどから質問にありましたように、そこまで例えば日高道を走る高速バスの恩恵を受

けようと思うにもそこまでこの市街地からどういう足をつくるか、これは昨日でしたか要するに

町内交通網、域内、新ひだか町という地域の域内交通の話であるんですが、それまでもやっぱり

ＪＲ線が市街地の要する中を走っていたことから考えると、同じようなメリットを受けるために

はそういうところまでＪＲ北海道と交渉するのであれば、そういうところまでいわば条件をつけ

てやっていかなきゃいけないとか、こういう話です。それよりも、前にも話しましたが、今走っ

てる道南バスに助成する程度の話ししか出てませんので、だから時間はかかりますよね。２年と

いうのは、何と言いますか、今の代行バスで走ってるものをそのままという感じだと私は受けと

めております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私、９月のときにも言ったことを覚えてると思うんですけど、失礼ながら

安倍さんと同じです。何回も言いますけど、町長は。阿部総理大臣と同じです。答弁に着実に答

えておりません。それで、先ほど私は日高町村会会長としての立場も公式であるんですかってこ

とに一切答えておりません。それで、今もよくわからない答弁されたんですけども、町長すごく

時間かけていただきますので、次に移りますね。その基調講演で町長は、中古の市電を買って日

高線を走らせるという考え方をお話しされましたけども、これまで私は、少なくても私は中古の

市電を買って日高道を走らせるっていうお話を聞いたことはありません。これは町村会で決定し

たことなのか、これについて町長、簡単に説明してください。中古の市電を買うということを言

っているんですよ。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 新ひだか町長として話しても、私は今、図らずも日高町村会長ということに

なったものですから、大勢の受けとめは日高町村会長また新ひだか町長が話しているなという受

けとめになると思います。ただ、私はそういう今の福嶋議員のようなご質問があるかと思って、

最初は、新ひだか町長酒井芳秀で記載するようにお願いしておりました。ところが当日、そうい

うことだったということであります。いずれにしましてもそういうことでしたが、あとは市電、

実は要するにＤＭＶに、これはあそこで北海道新聞さんに持論としてと、要するに持っている論

ですね、持論としてそういう披瀝があったとこういうふうに書いてますので、ただ日高町村会の

町長方の前でも話してます。結局、ＤＭＶがバリアフリーの関係で開発するのに少し時間がかか

るとすれば、答弁どうして長くなっちゃうんですが、14 年もかかるというような、これ 17 台Ｄ

ＭＶを新車で発注するという、すべてが連結が許されないから、１台ずつ単車で高校生の通学の
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ときは３両ずつ、１台ずつ走らせるという要するにドーコンはそういう事務的にそういうものを

重ねてやってますので、そこなんですが、いずれにしてもこれは徳島県があれ試験運行です。試

験運行、実用化されてないということで試験運行なんですがやってて、徳島県がそういうネック

に当たったと。で、今、国土交通省とやってるんですけども、これはそこをクリアできるともっ

と車両勢作に着手できるのは早くなるとだろうと。それから連結もクリアできるということであ

ります。それで市電は、それであればＤＭＶの実用化がなるまでの間に、列車を静内駅まで運ん

できて、そしてクレーンで釣って下ろしてということなんですが、  きは  っていうディー

ゼルカーは、ああいうつくりですからかなり重いと。で、札幌市電の中古、これであればそう重

くはないと。それから安く買えるんじゃないかといいようなところが頭をめぐってまして、それ

は各町長方の前でも言ってます。そして運行すると。ただ市電の場合は電車ですから、これ引っ

張るディーゼル、コンパクトなディーゼルカーありますね、引っ張り専用のディーゼルカーをく

っつけなきゃいけないんですけど、いろいろ運行のしようはあるという意味で持論として申し上

げたということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) 持論は結構なんですけど、新聞報道 200人ぐらい集まった皆さん、市電も

あるのかと考えなんですよね。それで、私はまた  パンタグラフ？  がなくても走れるのか

って聞こうと思ったんですけども、それは電車で引っ張るというんですけどもね。それが、私、

他のちょっと観点を考えて聞きますけども、市電をレールの上を走らせるというのは鉄道法とい

うんですか、法律はよくわかりませんよ。それは可能なのかということと、列車が通ってないこ

とによるレールのゆがみ、枕木、これをちょっと解決しなきゃなりませんよね。そうすると、な

かなか非常に時間もかかると思うんですけども、それについて町長どうお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それはＪＲ北海道がそこまで交渉に乗ってくれるかどうかなんですが、それ

はＪＲ北海道の責任においてレールをきちっと整えてということなんですが、あとの保守管理は

車両が軽いために  きは系  のディーゼルカーよりは維持管理費を、保線の費用はかなり安

く上がるだろうと、このように見ております。 

          [何事か言う人あり] 

○町長(酒井芳秀君) それはですね、富山県のほうでＬＲＴと、すなわちライトレールトランジッ

ト、ＬＲＴということで、そういうふうに切りかえた例があります。同じレールで。そしてレー

ル幅も外側同士で 118.5 センチ、内側で 106.5 センチ。これはびったり一緒ですから、そういう

ことです。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 鉄道法上、走らせるかどうかについて答弁されてませんけど、富山県かど

っかにあるというんですけども、北海道の場合、町長ね、雪降るんです、雪。除雪の問題がある

んですよ。 

          [何事か言う人あり] 

○13 番(福嶋尚人君) 富山県もあるか。北海道の場合はね。そっかすみません。余計なこと言わ

なくていいから。それでね、凍結したりいろいろあるんですけど、いろいろあるんですけど、こ

れは大丈夫なんですか、町長。こういうのは研究されているんですか。 
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○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そこのところは要するに日本海側の雪の質と降り方の量、この辺の降り方、

さらさらの雪か重たい雪かということからすれば、こっちの方が楽であると、このように見通し

ております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 市電の話ししても時間がありませんので、それでドーコンの調査報告書に

ついて、私は壇上から調査報告書によれば、初期費用は乗合バスで２億 6,000 万と、ＤＭＶでは

47 億 1,000 万と、運航開始に係る期間は乗合バスでは約２年で、ＤＭＶでは 14 年ということに

ついて、町長はこの調査報告についてどのように受けとめておられるかということについて、答

弁されておりませんので答弁をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 金額の数字については思ったとおりだというふうに思います。バスはいつで

もとれる最後の方法であるがしかし、また長くなりますけど、結局ＪＲに匹敵するようなサービ

ス、乗り心地、速さ、そういうものを確保するためには、2.6億どころではないと、ましてや、そ

のＪＲ北海道バスが乗りこんでくるなら良いですけど、道南バスが果たして民間の会社がそれを

委託されて、将来どうなるんだとなれば、相当な何十年か分の基金をいただかなきゃいけないと

か、こういう発想になってくると私は思ってます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それでちょっとはしょりますけども、11 月 14 日付で私たち新ひだか町議

会議員宛に調査報告書について、これらの資料につきましてはＪＲ日高線(むかわ‐様似間沿線地

域)の交通のモードを決定したものではなく、あくまでも今後の検討資料でありますことを申し添

えますというふううに出されました。それは、我々町議会議員は、どこか誤解していることがあ

ったら困るよっていう意味でご丁寧にこの文章の最後に付けていただいたと思うんですけども、

これは 11月 14日付けですよ。これが 11月 13日にこの同じ文書がですよ。なお、これらの資料

につきましては、ＪＲ日高線(むかわ‐様似間沿線地域)の交通モードを決定してものではなく、あ

くまで今後の検討資料でありますことを申し添えますと、日高町村会会長 酒井芳秀。これ誰に

宛ててます。これ各町長に宛ててるんですよ、町長。我々議員に充てるのは良いですよ、それを。

このあんぽんたんってところ、私たちにもありますから。ね。私のことを言っている、あんぽん

たん。ね。ところが各町長に対しても、このようなあくまで今後検討資料でありますことを申し

添えますとかさ、交通モードを決定したものではないという、これ各町長に宛てたという意味が

よくわからないんですよ。これはなぜなんですか、町長。町村会会長としてですよ。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは、日高町村会の事務局長のもとで、そういうような文書を起案して、

結局、私が各町長に行ったものが各町の議会に説明するということになるだろうということでそ

の一文が入っていると、こういうことであると思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) そうすると日高町村会会長 酒井芳秀と書いてありますけども、この文責

は、文章の責任ですよ、酒井町長じゃなくて事務局にあると、そういうことを町長はおっしゃい

たいんですか。 
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○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 文責は私にあります。私の名前で出てますのでね。ただ要するに町長方に来

たものが、各町の議会議員に午前中に何らかの方法で知らせないといけないって、たしかそんな

ようなことで、皆様方にもお知らせしたということであります。ですから、それには最後に一文、

それを入れておかないと、それぞれやっぱりこれからの検討のための資料だということを入れて

おかないと、そういう言い方して悪いですけども、あらぬ誤解を招きかねないという配慮だった

と思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) こんなことをあまり言っても仕方ないですけど我々議員に言うなら良いで

すよ。それは、先ほど言ったようにね。各町長に対しても同じこと言うのは、私は失礼でないか

と、そういう趣旨で言っているんですよ。ね。日高町村会の会長、いや町長さん方は皆さん、１

年以上かけていろいろとやっているんでしょう。その中で我々議員とは違って、非常に高度な政

治的判断していろいろ議論しているはずなんですよ。その町長方に対して交通モードを決定した

ものではなく、あくまで今後の検討資料でありますことを申し上げますなんて、私は失礼ではな

いかと言っている。それだけ言っておきます、私は。それで一昨日の志田議員に対する町長の答

弁を聞いて、よくわからないことがあったのでお聞きしたいと思います。それで、町長の志田議

員に対する答弁を聞いていると、町村会の中には本音で、11 月 28 日に東京に陳情行ったときの

約 90分間で本音の話しをしたと、そうすると管外的には、より札幌や苫小牧近い町と遠い町との

間には思いの違いあると、これからも本音を出して方向性を出していく、それぞれが町長思いで

あるということは、各町長の間にはかなりの温度差があると、そういう理解でよろしいんですか。

それと町長ご自身はその中で、志田さんに答弁の中で、町長自身は災害復旧による日高線の全線

を復旧を考えているようなことを述べられておりましたけども、志田議員に対する答弁ですよ。

それと壇上からも先ほど、谷さんの質問に対して全線復旧というようなことを言ってますから、

これは町長はそういうことで良いということで、全線復旧という立場をとらえてるんですねって

ことを私は確認させていただきたい。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それを決めたのは３月 25日ですけど、それは今も日高町村会の意思として

続いております。またその管内各町でかなりの温度差っていうような受けとめはされたのかもし

れませんけどそういうことはありません。非常にざっくばらんな、よく相手の意見を聞き、また

自分の意見も述べるということで、結局苫小牧に近いほうの線はやっぱり門別本町まで、当然こ

ちらのほうのことも心配してますよと。それから、こちらから様似までについては苫小牧札幌圏

から離れれば離れるほど非常にこの切実感を感じていると、要するに今まで走っていたものがな

くなるということに、そういうふうな思い。それから様似から今後また広尾までＪＲバスが走っ

てますけども、これを１便減便するという話が出て、それはすぐＪＲ北海道バスはひっこめたん

ですけど、これの要望でも言ってます。10月の末頃だったと思いますが、そのようなことで様似

‐えりものほうは、今度バスの減便のほうのことが心配になってきていると、こういういろんな

話が出たということだと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 違うんですよね。志田さんに対しては、管内の町長の意見の取りまとめに
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ついては、３つのモードについて、３つですよ、ＤＭＶ、ＢＲＴ、バスの３つのモードについて、

本音の議論をしようということでしたけども、管内的にはより札幌や苫小牧に近い町を遠い町と

の思いの違いがあるというふうに町長、志田さんに言っているんですよ。３つのモードですよ。

について、管内の町長には、思いの違いがあると言って、これ私は温度差があるんじゃないかと

聞いているだけですよ。３つのモードについて言っているんですよ。昨日、一昨日かな、志田さ

んに答弁したのは。町長、すごく記憶力が良いので覚えていると思いますけども、これについて

は指摘だけしておきますよ。３つのモードですからね。それについての管内町長には、それぞれ

の想いの違いがあると言ってるんですから。それで町長は全線復旧については変わらないような

ことおっしゃってますけども、私もこれ何回か言っているんですけどね、もう一度言っておきま

すよ、町長これについても簡略に言ってくださいね。復旧をいつまでも求めるのはいかがかとい

うことで巨額を要する災害復旧工事を回避して、災害復旧工事を回避して、徳島県で本格的実施

を進めているＤＭＶを日高線に導入して被災箇所は回避し、被災箇所は回避し、ＤＭＶのタイヤ

で国道を走行し、静内駅の新冠側からＤＭＶの車輪を出してレールに戻り様似駅まで走行すると

いう策を町長会議で協議し、調査検討会議を設置してその実現に向けて取り組むことになりまし

たと。合わせてＪＲ北海道から提案のあったバス転換についても、同協議会で精査検討していく

こととしましたというふうに、だから私、町長に頑張ってくださいと言ったでしょう。ＤＭＶの

考え方違うけども町村会でそういうふうにやったらね、ほかの災害の復旧と言ったら時間かかる

から、そういうふうに町長考えているならば町村会はまとめてやってくださいって、私、言いま

せんでしたか。ところがいつの間にか災害復旧箇所を含めて全線復旧って言えば違うんですよ、

町長。違いますか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ３月 25日に決定して当時は小竹町村会長ですから、小竹会長からＪＲ北海

道の島田社長宛ての文章には災害復旧は断念しないと。ただ巨額の費用をこれは日高町村会とし

てＪＲ北海道が取り組み、少しでも取り組みやすくて時間的な短縮を図れるという方策としてＤ

ＭＶ、それはＪＲ北海道が盛んに開発してたわけですから、それを日高において実用化して災害

起きた場合にはそれで回避するという手法あるよということで、それについても検討していくこ

ととしましたという文章になっております。ですからそのとおりであるということなんですが、

これはですから、町長会議で決定はしておりませんけど自論として申し上げている門別本町まで

くると。それから、静内‐様似間をまた  きは系  か市電かそういう車両で運行すると。い

ずれ駒場の自動車検査場の裏を復旧して、あれはそんなにお金のかかるもんじゃない。ですから

そうなると新冠から走れると、これは一番通学生の多いところですから、新冠‐三石間はですね。

それから三石‐浦河間とか、そういうふうなことをしていって何年か後には徳島県もやって実用

化されるとか、そのときにはまたＤＭＶを使って全部こう１本でつながると。ですから自論でご

ざいますけど、その場合に列車を運んできた云々の場合は、門別本町から静内までは今走ってる

普通の路線バスみたいなものでその間だけピストンで運行するというイメージです。それでＤＭ

Ｖが開発されたら、それを今度導入してそれは、長くなるんですけど、とにかくそうやって、静

内‐様似、新冠‐様似をそういうことで走らせた、そこではやっぱり努力して観光的要素を持た

せて、いわばＪＲ北海道に対して、若干胸の晴れることをしなければいけないということなんで

すがＤＭＶにしますと、今度は静内駅でハンドル切って二十間道路にも行けるわけですよね。そ
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れから浦河のどこかの駅で降りて浦河の牧場街道も走れると、こういうことですのでそこら辺が

日高の将来の活性化に向けてどうなのかということであると思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長の多弁というか能弁というか、大変感服しますけどね、ちゃんと答弁

だけ応えてください。それでもう一点だけ志田さんの、志田さんばっかり言って申し訳ないんで

すけど、志田さんに対する答弁で私は一番びっくりしたのはですね・・・ 

          [何事か言う人あり] 

○13 番(福嶋尚人君) 町長の答弁、町長の答弁。しかるべき運行のためにレールを使った運行を

望むとすれば、ＤＭＶにはこれについては今町長もおっしゃったとおり、バリアフリー上の課題

があるので、それをクリアしなければならない。それであればレールをどうしても使いたいとい

うことであれば、列車を一両ずつトラックで運搬して静内‐様以間をピストンで走らせると。こ

の列車を一両ずつトラックで走らせるという、この構想というのは私初めて聞きました。こうい

うことって、町長どういう思いでお話しされたのか。それについて町村会とか、あとは調査報告

書の中でこういうことも盛りこまれて調査されたんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そういうことは可能ですから、結局長いトレーラー車と言いますかね、それ

でもって夜の最も交通量の少ないときに運ぶと、要するに、例えばの話ですよ、今むかわまで来

ていたら、むかわのところでクレーンを用意して、それに積み変えて、そしてまたこっちへ走っ

てきて、こちらで下ろすと。それで車両の軽さから言えば、市電のほうが軽いだろうというよう

なそういったところまで考えてたということです。この辺ですと駐屯地にすごい重い戦車のよう

なものを運んできますけども、あのクラスのトレーラーの少し延長の長いやつですね。そういう

ことで可能だと。全国の例は調べておりませんけど、そういったことは既に例があると思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長と質問をしてご答弁いただいてもよくわからないんですよね。本当に

町長はこの三つのモードの中から選ぼうとしているのか、あるいは市電を走らせようとか、ある

いは電車を運ぶとか、今までないようなことを答弁される。私はもう３年間、今高校１年生、不

便をさせているんですよ、３年間。今後もこのままずっと行くとずっと続きますよ。それで私は

要望としてあげるんですけども、町長がそれについて、こうだっていうなら短く答えてほしいん

ですけども、私はＤＭＶ、ＢＲＴ及びバスに関する委託調査報告書、この中で初期費用の比較、

単年度収支、時間がありませんから端折りますけどね、初期費用の比較、単年度収支、運行開始

までに要する期間の比較、運動能力、利便性の比較等々を比較するとバス転換、乗合バスしかな

いと思うんですよ。町長先ほど言ったとおり、ＢＲＴについてはみずから疑問があるとおっしゃ

いましたから。そうすると乗合バスかＤＭＶにかないと思うんですよね。町長のご答弁から言っ

ても。そうすると先ほど言ったとおり、ＤＭＶには 14年かかるとか初期費用が 47億かかるとか、

期間でいくと 14、5年かかるとかいうことから、早期の解決のためには私は乗合バスしかないと。

それについては町村会会長として、町長はその議論を早期にまとめるというお考えは、私は必要

だと思うんですけどもどうでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そこのところは私自身も当然頭にあるっていうのは、結局他の 12線区がい
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わば矛を納めるときには合わせることになるだろうと。ですから、その矛を納める直前何か月か

の詰めのときが一番肝心なときだろうなと思ってます。というのは、12線区走ってるんですから、

走ってるところが受ける恩恵分をバス転換したところも受けないと、先ほども言いましたけど、

日常に人の良い話になってしまうんじゃないか。でも例の再生会議の第三者委員会は１年で出し

なさいと。それで北海道も少し動いてきたということなんで、あのあたりはちょっと上から目線

の物言いですけど、一つのそういった時期なのかなと思ってます。でも今時点でたしかなことは

言えないけれども当然、それこそブリンカーかかっていつまでも段重路ふんばっているというこ

とには考えておりません。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ぜひ頑張ってほしいと思います。それで一言言わせてもらうと、今日の道

新に浦河町長が１年間を目途に結論出したいというふうに出てましたよね。ですから、やろうと

思えば１年間でできるんですよ。１年以内に。私はもっとはやくできると思いますけどもね。そ

の意味を含めて町長には町村会会長として、ぜひ力量を発揮していただいて早期な結論を出して

いただきたいと思います。 

 次に馬力本願プロジェクト、まちづくりについて町長にお伺いしたいと思います。昨日の進藤

議員の質問に対して、町長は町が立てた地方創生に基づく馬力本願プロジェクトであることから、

町が常にかかわることを、かかわるざるを得ない。また応援の気持ちも持っているというふうに

答弁されました。このことは国の地方創設政策に基づく、新ひだか町のまちづくりに関する馬力

本願プロジェクトであり、なおかつ新ひだか町のためのまちづくり会社であるという認識で良い

かを町長にお伺いしたい。合わせて職員が合同会社の社員と団体をまわったという話しを聞いて

おりますけども、それもこの一環であるという理解でよろしいのか、この２点についてまず町長

にお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 私のほうからご説明させていただきます。このたびの馬力本願プロジェ

クトにおける、めざすまちづくり会社というものにつきまして、昨日の町長の答弁でその町の関

係と言いますか、かかわり方等につきましては町長が申し上げたとおり、我が町の地方創生の馬

力本願プロジェクトに基づく会社づくりというものを目指していただくということなものですか

ら、投資とかという金銭面の応援ではなくて、そういういろいろな助言ですとかそういうところ

でかかわりたいということを申し上げたと思っております。それと団体等へのあいさつというこ

とでございますけども、団体の長、例えば商工会ですとか金融機関の金融協会さんの代表の方で

すとか、そういうところにはご一緒させていただいて馬力本願に基づくこういう会社が今後立ち

上がりますので、ご動向させていただいとご挨拶はさせていただいております。 

 以上です。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) そうすると、新ひだか町のまちづくりのための馬力本願プロジェクトで新

ひだか町のためのまちづくり会社であるということをちょっともう一度、私、次に質問すること

がありますので、そういう認識であるということでよろしいということを、町長よろしいんです

ね。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 
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○町長(酒井芳秀君) よろしいです。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) わかりました。それで私、11 月 10 日にピュアで開催された合同会社が開

催された説明会に私も参加して勉強してまいりました。その中で社員の方２名参加されましたけ

ども、馬力本願に関するノウハウはありませんということでした。しかもまちづくり会社がまだ

設立されておらず、かつ会社の定款や目的が登記されていない中で馬力本願プロジェクト事業の

できる会社として、どうやって町長は判断されたんですか。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 今、福嶋議員おっしゃっているその合同会社が 11月に立ち上がりまし

て、今後新しいまちづくり会社というふうな流れになっていくわけですけども、この合同会社を

立ち上げるに当たっても馬力本願プロジェクトのメンバーの方々とお話し合いをさせていただき

ながらどのような方向性でということの中で、それでは町の財政の支援を受けずに民活で何とか

会社を立てていこうという話し合いの中で、今回の 11月に合同会社が設立になったという流れに

なってございますので、その点では当然、馬力本願の今後どのような流れになるかわかりません

けども、本来の目的としては馬力本願プロジェクトの案件等を今後、会社の定款の中に取り入れ

ていくことにはなろうと思いますけどもそれは新しく立ち上がるであろう会社の中で今後決めて

いくことだと思ってます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ですから、会社もできていない中で社員も私たちノウハウありませんと言

っているんですから、それなのに町のほうで馬力本願プロジェクトのできる会社というふうに定

義するのはおかしいんですよ。会社できてないんですから。例えば町が何か入札とか募集、広告

募集するときに会社ができていなくても会社つくるから良いよと入札に参加させますか。それと

同じことなんですよ。それで、ですから私は馬力本願プロジェクトに関して非常に危惧を持って

いるんですね。 

それで次に町長に質問したいと思うんですけども、同じく 11月 10日にピュアで開催された合

同会社ひだかコミュニティーの説明によると、まちづくり会社のエリアは新ひだか町だけなく新

冠町や浦河町などの日高全体を考えているので、馬力本願事業の名前はあくまでも仮の名前であ

ると。当初は馬力本願プロジェクトとの関係もあって新ひだか町限定で進んでいたが、こういう

事業は日高全体でやるべきだということで合同会社も新ひだか町でなくて、新ひだかコミュニテ

ィーに変えたと。また会社も新ひだか町まちづくり会社ではなく、日高まちづくり会社としたと。

まちづくり会社は、新ひだか町で進めている馬力本願事業をそのまま引き継ぐものではないとい

う説明をされましたよ。で、それを証明するのが２種類のパンフレットなんですよ。ピュアのと

き説明されたときには、新ひだか町馬力本願プロジェクトが推進と。で、新しいまちづくりの形

という、これをピュアのときにはやりました。で、そのときに私言ったとおり、もう馬力本願プ

ロジェクトというのは仮の名前だよとか、新ひだか町だけではないという限定しないということ

で、その後いつ作ったかわかりませんよ、その後。で、新ひだか町の各事業所に回したときにも

タイトルを  思ったわけですね  、この新ひだか町馬力本願プロジェクトが推進という文字

はすっかりなくなって、新しいまちづくりの形という、こういうパンフレットを配っているんで

すよ、事業所に。これ町長ご存じですか。 
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○議長(細川勝弥君) 中村企画課主幹。 

○企画課主幹(中村英貴君) まず会社の営業エリアというか目指している営業エリアというか、そ

のことに関しては、これ馬力本願プロジェクトについては間違いなく新ひだか町が地方創生の国

の取り組みの流れの中で立ち上げて今取り組んでいる事業でございますけども、まちづくり会社

に関しては広域的なところを目指しているというところもありまして、その営業範囲というのに

ついてはやはり近隣町も含めて将来目指していきたいというふうには伺っております。パンフレ

ットについては２種類あるということでありますけども、中身については一緒というふうにこち

らは理解しております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私はそういうことを聞いているわけじゃないんですよ。馬力本願プロジェ

クトはもともとは新ひだか町だけだったけども、馬力本願プロジェクトというのは仮の名前だと。

だから外しますよと。で、新ひだか町のための会社というふうに最初は限定したけども、新ひだ

か町だけなくて新冠、浦河、日高全体を考えるから、まちづくり会社も新ひだか町でなくて日高

まちづくり会社って、そうやって聞いたときそういうふうに説明されたじゃないですか。町長は

先ほど私、確認したときには地方創生に基づく新ひだか町のための馬力本願であり、まちづくり

会社と答弁されたんですよ。ところがこの合同会社は違うと。最初はそう考えたけど自分たちは、

日高全体をやるというふうに言っているんですよね。町長知らないみたいですけども、こういう

ことで新ひだか町のまちづくり会社として、町長はこれを進めていくんですか、まちづくり会社

と。そのことを私は聞きたいんですよ。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) はい。このたび、福嶋議員の請求資料ということでこちらのほうをお配

りさせていただいておりますけども、こちらをちょっとごらんいただきたいと思いますが、３段

分けで説明の中で上が合同会社、真ん中新会社ということになっております。それで、今、現在

進行しているのが一番上の合同会社でございまして、こちらのほうはいわゆる新電力を元手に事

業を拡大していこうということで、広域的にご挨拶をさせていただいている。そして中ほどにあ

る新会社、まちづくり会社というのは新ひだか町のために、この町をどのようにして良いまちづ

くりができるかということを考えていただく会社というふうに私どもは理解しております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それは最初の話で、今は違いますよって、ちゃんとピュアの中で言ったじ

ゃないですか。課長も聞いていたでしょう。私、今言いたくないけども。ちゃんとそういうふう

に言っているじゃないですか、限定しないと。覚えてません。ですからね、町長ね、これ大事な

ことですから。新ひだか町の馬力本願プロジェクトとして町長やると言ったんだから、まちづく

りの。ところが合同会社は、まちづくり会社は、自分たちは馬力本願プロジェクトは仮の名前で

あって外しますよって、だから外しちゃったんですよ。で、まちづくり会社、新ひだか町の限定

しないからということで会社名も日高まちづくり会社としたんですよ。ですから、こういう会社

で町長は本当に新ひだか町のまちづくりが、馬力本願プロジェクトが、相手方はもうやらないっ

て言っているんですから良いんですかと私聞いているんですよ。駄目だ、ちゃんと町長わかって

いるかって聞いているんだから、駄目だよ。 

○議長(細川勝弥君) 岩渕企画課長。 
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○企画課長(岩渕博司君) ちょっと繰り返しなるかもしれませんが、先日の 11 月 10 日の説明会

においての合同会社の説明では、営業範囲は新冠から浦河までの広域的な範囲で営業させていた

だくというお話だったと思います。ただし新会社となるまちづくり会社の主目的につきましては、

私どもの町の馬力本願プロジェクトを主体としたまちづくりをやっていただくというふうになっ

ておりまして、先日の説明会で新会社が馬力本願プロジェクトをやらないとは一言も言ってない

と思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) だから課長答弁してもだめなんだ。町長は認識って聞いているんだ、私は。

馬力本願プロジェクトは仮の名前だから外しますよって言っている。新ひだか町だけで当初限定

したけど、日高全体を考えているから新ひだか町を外して、日高まちづくり会社にしますよと、

このとおりパンフレットに書いているんですよ。中身は変わってませんよ。変えるだけの時間な

かったと思うんだ。 

          [何事か言う人あり] 

○13 番(福嶋尚人君) だから、町長そのことをご存じですかって聞いてるんだ。知らないなら知

らないでいいですよ。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) その辺までつぶさにちょっと報告は受けておりませんので、今のようなとこ

ろはしっかりとこれから経緯とかそういったものを勉強させていただきたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) いや勉強させてもらうんじゃなくて、この会社がですよ、一番大事なとこ

ろですから。新ひだか町のための会社ではありませんって言っている、だけの会社でありません

と。新冠も浦河もって言っているんです。そして新冠町には、私、新冠町に行きましたよ。そし

たら新冠町では、まちづくり会社という構想はないと言っていましたよ。それでもこの会社は新

冠町に電力の発注させてくれと、これだけ頼みにいったらしいですよ、新冠町に。まちづくり会

社と関係なく。新冠町はつくってないんだから。そうしたら新冠町では 10月で入札を終えたから、

もう 11 月に来たと言うからね、この会社は 11 月にきて新冠町にも入札させてくれと、まちづく

り会社じゃないんですよ、新冠町の。それなのに入札させてくれと来ているんですよ。ですから、

町長は、私確認したとおり、新ひだか町のための馬力本願であり地方創生に基づくということで

スタートしてんですよ。どうですか、町長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) そのように、福嶋議員ご指摘のように思っておりました。ということでお答

え申し上げます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) どういうふうに思ったか言ってもらわないと。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 私も町長と同じ認識ですから、私からお答えさせていただきますが、私ど

もが聞いておるのは今、福嶋議員がおっしゃってた合同会社というのは完全な民間であって、内

容については今、企画課長のほうからもご説明しましたけど、まちづくり会社をつくるための前

段の立ち上げというふうにお聞きしているので完全な一企業さん、コミュニティ、まちづくりに
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関係ない状態であるという認識で、ですから一切この営業というか、会社回りや何かにも同行す

ることはまかりならんということで口を出すこともない。ただ町長から申し上げておりますよう

に、まちづくり会社、これからつくられるだろうまちづくり会社に期待しておることは、私ども

の認識は馬力本願プロジェクトから波状した会社が目的として聞いておりますから、そのときに

は金銭的な支援はできないけれども気持ちとしては頑張っていただきたい。で、いろんなまちづ

くりの提案がこれから来られたときに、その一つ一つに対して、私どもは斟酌して、委託という

か例えばこういうイベントはこういうふうにやりたいという自分たちの提案が出てきたときに検

討させていただきたいというふうな認識で、そこの認識は町長と私と同じで今、一生懸命質問さ

れてるこの合同会社の動きとして、新冠に行っておられるんじゃないでしょうか。まちづくり会

社として新冠に行くというふうには私どもは聞いておらないということでございますのでご理解

いただきたい。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) だから、本来なら、まちづくり会社が出来たときに行くべきなんですよ。

ところがここでは地域みんなでまちづくりと、日高まちづくり会社、新電力事業のご案内という

パンフレット、これ配っている。だから、先ほど私言ったじゃないでしょう。会社もできていな

いのに、定款も登記も出来ていないのに新電力、馬力本願プロジェクトの一つとして認めること

が出来るのかって聞いたでしょう。会社ができてからなら良いですよ、それは。会社できる前か

らどんどんどんどん進んで、囲い込みをしているんです、囲い込みを。これ名刺のコピーありま

した、これ。そうすると京都から来ているんですよ。すみません、京都、京都から来ている一人

は。もう一人は静岡から、もう一人は東京営業所から来ている。こういう名刺を配って勧誘して

いる。新電力事業として。まちづくりするかと言っているんじゃないですよ。企業には積算をさ

せてくれと、安くするから。ね。で、断ったら二度も三度も来るらしいですよ。これ新電力の、

そして今やると新電力の直接の契約になるんですよ、契約は、ね。それを地域みんなでまちづく

りという、こういうパンフレットをあたかも新ひだか町が事業をやりますよというような、もっ

ともらしいようなことをやって集めているような気がするんで、町長はだから大丈夫ですかと。

まちづくり本願プロジェクトから少し段々離れていくんじゃないかと。新電力事業としての思い

が大きすぎるんじゃないかという観点から私聞いている。ですから町長、私が一番最初に言った

ときに新電力、このまちづくり会社が新ひだか町ための会社なのかって聞いたときに町長はそう

だって言ったんですよ。ところが実態は違う。この認識、町長変えなきゃならないんじゃないで

すか、町長。どうですか、これ。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) いや、今切り分けていただきたいのは、私どもも、私は切り分けているの

は今おっしゃっているのは合同会社の動きであって、新会社、まちづくり会社というものの動き

とは思っていないんです。私どもが期待してるのは当然まちづくり会社ですから、そこはまだ２

年ぐらいかかるように聞いておりますから、まちづくり会社に対して私どもは期待してる。ただ

通常と違うのは、このまちづくり会社に移行するために今のこの合同会社をつくるということは

聞いておりますから、これが関連ないわけではないですけど、今の合同会社の動きと私どもが期

待するまちづくり会社というところにはまだ進んでないので、町長も申し上げているのは合同会

社に何も今、直接的な業務内容に期待してるわけでなくて、まちづくり会社をつくるための何と
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いうんですか、基礎づくりというか体力づくりに対しての合同会社という認識なのでそのような

受け止め方になっておるということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それならピュアのとこで、この会社がこのいろいろ新電力のエコビット電

気か、これパンフレット配っているんですよ。そして先ほど言ったように名刺を持ってきて、今

は新電力のエコビット、エフビットコミュニケーションズに入って、入れば安くなりますよとい

う見積りさせてくれと回っているんです。それにこの合同会社も一緒にやっているんですよ。や

っているのは合同会社の吉野町のところに、皆さん集まってやっているんですよ。だから私はお

かしくないかと言っている。純粋に、純粋にですよ、やっているなら良いですよ。ところが私が

思うには新ひだか町に新電力として参入したいけども、新しい新電力でなかなか参入できないん

ですよ。そのときに新ひだか町でこういう地域みんなでまちづくりという名のもとに、これ加入、

入りやすいんですよ。だから私はそれを心配している。おまけに先ほど言ったとおり、新電力の

社員が京都から来たり静岡から来たり、東京から来て、盛んに各事業所に見積りさせてくれ、見

積りさせてくれと言うんです。そしてここの町づくりのスケジュール案についても、これは町が

つくったんだけど、エフビットコミュニケーションズは、法人向け電気供給開始時ということ、  

はけい  ここにうたっているじゃないですか。12月からエフビットコミュニケーションズが 12

月から法人向け電気供給開始しますよとご丁寧に書いてるでしょう。合同会社と新まちづくり会

社だけならそれは百歩譲っても良いです、それは。ここには、エフビットコミュニケーションズ

は 12月から法人が向け電気供給やりますよって、町もご丁寧に書いてあるじゃないですか。これ

新電力としての参入でしょう。だから町長、町長いいから答えてください。どうですか、町長。

町長、多分なかったと思うんだけど、これでちょっと心配になりませんか。 

          [何事か言う人あり] 

○13番(福嶋尚人君) 駄目だ、町長答えなかったら。駄目だって。 

○議長(細川勝弥君) じゃあ、先に岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) すみません、何度も何度も説明をさせていただいておりますけど今、福

嶋議員のお手元にあるこのパンフレットなんですけども、ちょっとページをめくっていただいて、

こちらの右側のページのこの水色で囲まれた文字をちょっと見ていただきたいと思うんですけど

も、こちらのほうにはこの合同会社についてということで、今言ったエフビットコミュニケーシ

ョンズと合同でこの会社を立ち上げて、そのエフビットの新電力の一時取次店として業務が今さ

れているというふうに説明されています。ですから、あくまでも合同会社ですけども、中で行っ

ているのはエフビットも同じように一緒にやらせていただいているという合同という意味です。

それと合同会社というか、将来的その馬力本願をやらないと、さっきおっしゃってましたけども、

次のページのこの円のグラフがあると思うんですけど、これの青い部分をごらんいただければわ

かると思うんですが、この青い部分が馬力本願事業ときちっと書かれております。それとさっき

副町長申し上げたとおり、黄色いところで将来的には町のほうからも何かあるかもしれないとい

うのがこの黄色い部分でございます。ということで、一切これがやらないということの方針は書

かれてなく、やりますというふうに書かれておりますので、その辺は確認をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 町長答弁してくれなかったら、課長答弁したってだめだよ。いいですか。
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これは新ひだかまちづくり会社と言っているんだ。名称で。新ひだかまちづくり会社。右端の欄

に書いてあるでしょう。右上に。新ひだかまちづくり会社って、で、こういう事業をやりますよ

と言っているんだ。だから、私は何度も言っているけれども、新ひだかまちづくり会社ではない

のに、ないのに、それでこの事業をやるか保障もわからない、定款もつくっていない、登記もな

い。その中で日高まちづくり会社というこういうパンフレットをつくって、そして法人に回って

いる。そして契約するときにはエフビットコミュニケーションズと、今は新規電力として新規参

入して契約している。だから将来的にまちづくり会社ができるときには、もう法人は、ピュアの

ときに説明したけど一般家庭はやらないというんですよ。１年間は。利益、メリットが少ないか

ら。１年以上かけて、法人をまずを獲得したい、儲かるから。ということでやれば、エフビット

コミュニケーションズが１年かけて囲い込みしちゃうんですよ。法人を。そして残った入れなか

ったところ、そこが入るかどうかわかりませんよ。それと町民、町民の皆さんも入るかどうかわ

かりません。で、入ったとしても金額が少ないからほとんど儲からないと。そうすると私は新ひ

だかまちづくり会社というのが成り立っていくのかっていう心配もしているんですよ。エフビッ

トコミュニケーションズは１年以上かけて囲い込みをしようとしているんです。囲い込みを。新

電力事業として。で、今ここに書いてあるとおり、現在契約中の電気会社への解約手続きは弊社

にて解約手続をとって、まちづくり会社への切りかえ手続きを行いますと言っている。まちづく

り会社への切りかえ手続きを行いますと言っている。言っているんですよ。こういう実態がある

んだから私は心配しているんですよ、町長。馬力本願プロジェクトをやるときには、あれ、新電

力事業にすっかり良いとこ取られて、一般家庭、ほとんど儲からないし一般家庭あるいは入らな

かった小さな事業所だけを相手にしたら、これ成り立たないじゃないですか。そういうことを含

めても町長は、この会社と馬力本願事業プロジェクトを進めていこうというふうに思っているん

ですかって聞いている。あくまでも新ひだか町ではもうやめたと言っているんですよ。馬力本願

プロジェクトは仮の名前で新ひだか町には限定しないと言っているんだから。町長答弁してくだ

さいよ。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 福嶋議員の今ほどのご質問、ご指摘、そういったものをお聞きしますと、や

はりそういった懸念があるということで私自身もそういったことがないように何とか事が運ばな

いと困るということは正直な心境でございますので、そういったことで今後取り組まさせていた

だきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それで、それをやるのは町ですから、私がストップかけても町長がやると

言えばそれで終わりですけども、本当に私は心配しているんですよ。新規参入のこのまちづくり

会社はできたら、エフビットコミュニケーションズのグループ企業になるんですよ。何とかって

いうところのグループに入るんですよ。ちょっと私もちょっと書類持って来るの忘れたから。だ

から、まちづくり会社はそのエフビットコミュニケーションズが母体となっているところのグル

ープ企業になるんです。で、その心配がある。ちょっと時間あればここにあるところ教えれるん

ですけどね。そしてこの合同会社日高コミュニティも社員は、時間がないから言うけど、町側は

エフビットコミュニケーションズの社員と新ひだか町にいる人が社員というふうに答弁していま

すよね。ね。私、登記簿等をとりましたよ、自腹で。そうしたら社員は業務執行社員はエフビッ
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トコミュニケーションズ株式会社。エフビットコミュニケーションズ株式会社が業務執行社員。

代表社員も同じくエフビットコミュニケーションズ株式会社。で、職務執行者というのはエフビ

ットコミュニケーションズの会長だと思う人ですよ、これは。これ町長どういうことですか。こ

れ全部エフビットコミュニケーションズという新電力でがっちり固めて、合同会社もエフビット

コミュニケーションズだとかがやっているんですよ。これ新ひだか町は、町長お人柄が良いから

新電力に、新電力は激しい競争あって各地方に行こうとしている。そのときに日高地方は、エフ

ビットコミュニケーションズに目標にされたんですよ。違いますか。エフビットコミュニケーシ

ョンズが、何回も言うけど社員、業務執行社員、代表社員になっているんですよ。これ町長心配

ないんですか。 

○議長(細川勝弥君) はい。町長。 

○町長(酒井芳秀君) 種々ご指摘をいただいておりますが、要するにそれこそ一言で言いますと、

そういったことにならないよう遺憾なきようやってまいりたいと、このように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私は事実を言っている、事実を。エフビットコミュニケーションズがこの

合同会社の日高コミュニティの握っているんですよ、経営を、執行方針を。そしてまちづくり会

社をつくろうとしている。そして新ひだか町だけじゃありませんよとか言っていたら、これ完全

にエフビットコミュニケーションズの完全なグループの下請とかすっかりやっているだけじゃな

いですか、これ。新ひだか町のまちづくりという大義名分どこにあるんですか、町長。町長がも

しこれで良いっていうなら、それでやってくださいよ。一歩下がって、まずこれエフビットコミ

ュニケーションズ、まちづくり会社できてないんだから。一旦白紙にして、これについては、真

摯に検討すると。本当に新ひだか町のまちづくりのためになるのか、馬力本願プロジェクトを相

手方から外すと。あるいは新ひだか町だけでないといってる。もしそれが疑わしいなら私テープ

撮っているから、あとでテープ、町長に見せますよ。いや後で議会終わってから。そういうこと

を検討してください、町長。どうですか、検討してくれますか、約束してくれますか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) それは議員ご指摘のことについては、私自身も頭に納めまして、ご忠告を踏

まえて今後対処してまいりたいとこのように思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 酒井町長の政治的力量をぜひ期待したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。これで質問を終わります。 

○議長(細川勝弥君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 ３時４５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。 

 20番、川合君。 

          [20番 川合 清君登壇] 

○20番(川合 清君) 12月議会の壇上からの一般質問をいたします。来年４月には町長町議選挙
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が行われます。今後議会で酒井町長は４選を目指すことを表明しました。合併 12年間を振り返り、

これからの新ひだか町の目指すまちづくりについて、町長選の選挙公約にも直結するものと思い、

４点について酒井町長の町政執行を伺いたい。 

 具体的な４点の質問に入ります。まず第１点は町財政についてです。私たちは前回の町議選挙

にあたり、箱もの優先の町政から福祉・教育・くらし応援優先の町政をこういうふうに訴えまし

た。３期目の酒井町長は子どもの医療費中学卒業まで、インフルエンザワクチン・肺炎球菌ワク

チン接種の実質無料化や住宅新築リフォーム助成の継続などを実施して町民に大変喜ばれました。

しかし後半は、無駄や効率的でない大型公共工事優先のツケが一気に表面化し、町政懇談会での

財政に若干の余裕ができたと表明する直後に、お金がないと町民に期待された施策を後退させま

した。町長、町政を大型工事優先から町民の福祉・教育・くらし応援の町政に切り替えることが

今求められているとお考えになりませんか。町長の答弁を求めます。 

 第２点は産業の振興、循環型地域経済の構築についてです。町長はたびたび優良な仕事の確保

と言います。全く賛成でございます。一家を構え生活できる仕事の確保ができなければ、町も地

域経済も小さくなっていきます。農業については既に何人もの議員が質問し、漁業についてはこ

れからの質問で取り上げられますので、私は林業の振興についてと地元企業の育成を中心に伺い

ます。林業振興について、町長は参事職を充てて林業振興、バイオマスの課題に取り組みたいと

答弁されましたが、これは全く実現されていません。仕事の創出、地球環境を守る点からも約１

万町歩の町有林の活用に取り組むべきです。どうお考えか答弁を求めます。地元企業への優先発

注、地元企業育成については、昨年の 12月議会で私が質問した総合町民センター建設現場での地

元企業の参入、就業者数の実態では地元企業は衰退します。このような実態では地元企業は衰退

します。また公営住宅の建てかえ工事が行われていますが、建築部材は町外でプレカットされ、

町では組み立てるだけになって入ってきます。これらの実態に何らかの手を打たなければなりま

せん。町長の認識を伺います。 

 第３点は、合併 12年を経て融和と一体についてです。今も三石、静内のそれぞれの住民から合

併して何もいいことはなかったという声が聞かれます。財政難に陥った今、なおさら大きくなっ

てきたと思います。融和と一体の町長の意思からしても、合併して 12年、地域振興部の設置はも

う見直すべきだと思いますが、町長の見解を伺います。お答え願います。 

 第４点は、基金の積増しの方針が、町政執行方針あるいは新財政計画で言われています会計年

度独立の原則からしても疑問が残ります。この基金で基金を積み立ててどこに使おうとしている

のか、そのことについてお答えいただきたいというふうに思います。 

 以上、壇上からの質問といたします。町長の明快なご答弁を期待して壇上の質問を終わります。 

○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) 川合議員からのご質問についてご答弁申し上げます。 

 はじめに、大型公共工事から福祉・教育・くらし優先の町政への切り替えでございますが、昨

年の 12月定例会において議員から同様のご質問をいただき、ご答弁させていただいておりますが、

大型公共工事優先の考え方とは変わっておらず、大型公共工事優先の調整を行ってきた認識は全

く持っておりません。平成 18年度と平成 28年度の決算比較でご説明いたしますと、義務的経費

である人件費は 16パーセントの減、公債費は 28パーセントであるのに対しまして、扶助費は 130
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パ－セントの増、繰出金は 41パーセントの増、補助金等は 23パーセントの増となってございま

す。 大型公共工事に限らず、公共事業につきましてはその資金が３から４回転すると言われて

おりますので、町の経済にとっては非常に重要なものであると考えております。またこの公共工

事を支えているのは、一般労働者の方々やサラリーマンの方々でありまして、これらの方々は個

人町民税の収入の７割から８割を占めており、公共事業の大幅な削減は町財政の根幹であります

町税の大幅な減収につながるだけでなく、仕事がないの状況となり人口流出に直結するものと認

識をしてございます。一方で、伸び率が著しい福祉・教育・くらしにかかわる施策につきまして

は、国の社会保障施策のさまざまな変革に対応しながら高齢者、障害者、児童福祉等の充実に努

めてきたところでございますし、教育やくらしにつきましても学習環境の整備に係る施策や学力

向上に資するための取り組み、地域経済活性化のための環境整備などにも取り組んでまいりまし

た。また、医療・介護サービスにつきましても厳しい財政状況の中で積極的に展開をしておりま

すし、子育て世代の支援についても保育所の運営や医療費助成の拡充を行うなど、さまざまな行

政課題に対応してきたものと認識をしております。今後におきましても公共工事等の投資的事業

と社会福祉施策、経済政策等のバランスに考慮するとともに、その時々のニーズに適した真に必

要な政策を限られた財源ではありますが効果的に展開してまいりたいと考えてございます。 

 次に、一次産業の振興、地元企業優先・育成などによる循環型地域経済の構築でございますが、

循環型地域経済は地域の産業が生産によって獲得したお金が住民の賃金や企業の利潤等として分

配され、消費や投資という形で支出され、それがまた地域の生産に向かうという所得の循環であ

り、これにより地域経済が発展していくためには、地域の資源や強みを生かして地域外に販売す

る機能や得られた所得を地域内の所得へ結びつける機能、企業の投資を促す機能などの向上が重

要になります。ただし、生産品を地元からのみ調達し、地域外から調達しないような方針をとり

ますと競争の原理が働かなくなることから、いずれは高コスト構造となり、地域の企業は外部企

業との競争に負け、地域全体にとってよい結果とはならない可能性もございます。地域の経済循

環を活性化するには自給自足の経済を目指すのではなく、地域間の交易を含めて所得の流通をよ

り活発にすることが重要であり、また地域の付加価値を高め、地域外へ必要以上の所得の流出を

防ぎ地域で消費し、地域に投資したくなるような魅力あるまちづくりが必要と考えております。

インターネットなどのＩＴ化が進み、情報量が拡大したことや道路網の整備など交通手段の発達、

一番は人間の多様性や価値観の変化から新ひだか町にあるお金を新ひだか町にとどめておくこと

が非常に難しい時代になってきていると感じております。また、本町には一次産業で生み出す資

源があり、そこにかかわる企業もありますが、そこに新たな付加価値を高める仕組みが乏しいも

のと認識もしてございます。いずれにしましても循環型地域経済を確立することは大変重要であ

り、民を中心として構築すべきと考えてございます。 

 次に、３点目の地域振興部の設置と融和と一体の到達点と今後についてどのように考えるかに

ついてでございますが、地域振興部につきましては、合併後の平成 19年２月に策定した行政組織

改編計画の最終形として設置することとしていたものでございまして、総合町民センターの供用

開始とあわせて本年度より町長の直近下位の内部組織として新たに設置したものでございます。

支所組織については当初の計画で廃止し、本庁組織の支所グループ等を配置することで、住民サ

ービスの低下を招かない組織とする予定でございましたが、これでは支所グループ等で受ける業

務のすべてについて本庁組織での判断が必要となり、業務処理におくれを生じることが想定され
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ましたことから平成 23年２月に計画を見直し、計画の最終形として三石庁舎に本庁組織として新

たな部を配置し、地域住民対応等について迅速に判断・対応できるような仕組みをつくることと

したものでございまして、部の設置から８カ月が経ちますが、特段問題はなく今日まで来ている

ものと考えてございます。地域振興部の設置と融和と一体の到達点というご質問の意図がわかり

かねますが、地域振興部の設置と融和と一体とは直接は結びつかないものと考えてございます。

融和と一体につきましては、平成 29年３月の第１回議会定例会の木内議員のご質問にご答弁して

おりますが、市町村合併以来、議会の皆様や町民の皆様とともに全力を挙げて各種施策を取り組

んできた中で、さまざまな場面で地区間の壁を感じる場面も見受けられましたが、ともにさまざ

まな困難を乗り越えていく中で徐々にではありますがその壁は取り除かれ、町民としての一体感

が醸成されていると感じてございます。今後もこれまで築いてきた絆を大切にしながら、すべて

の町民が知恵と力を合わせて、この町を明るい未来へと導いていかなければならないと考えてご

ざいます。 

 ４点目の基金の積増しと使途についてのご質問でございますが、新財政計画の目標の一つとし

ております基金残高の増額についてのご質問かと思います。基金残高の状況でございますが、全

国的には地方公共団体の基金は増加しているものの、本町におきましては毎年度多額の基金を取

崩し繰入れを続けている状況であり、平成 25年度に 40億 6,155万 7,000円あった基金は、平成

29 年度末、これは見込みでありますが、21 億 1,915 万 2,000 円であり、特に財政調整基金につ

いては平成 25 年度末に５億 7,172 万 4,000 円だったものが、平成 29 年度 12 月補正後となりま

すが 6,805 万 8,000 円まで減少する見込みになります。そこで昨年策定しました新財政計画にお

きましては、予算規模の縮小、基金残高の増額、地方債残高の減少の３つの計画目標としており

まして、このうち基金残高の増額につきましては計画期間となっています平成 29 年度から平成

33年度の５カ年で財政調整基金の残高を10億円程度まで増額することを目標としてございます。

この 10億円は、平成 28年度の標準財政規模であります 96億円の約 10パーセントとして見込ん

だものでございまして、計画上で申し上げますと、平成 30年には１億 5,000万円、平成 31年度

には２億円、平成 32年度には２億 5,000万円、平成 33年度には３億 5,000万円、合計で９億 5,000

万円を積み立てし、平成 28年度末の残高とあわせまして 10億円程度まで残高を増額する見込み

でございます。基金残高を増額する方針につきましては、新財政計画にも記載してございますが、

本町は超少子高齢化や人口減少に伴う税収の減少などにより、非常に厳しい財政状況に置かれて

おりまして、このことは議員も十分認識されていると思いますが、大幅な収入の減少などにより

収支の均衡が図れない場合には、年度間の財源調整として一定程度の基金を保有する必要がある

ことや今後も町民税や地方交付税が減少し続けることが予想される中で、公共施設等の老朽化対

策に係る経費の増大、社会保障関係経費の増大などによる緊急の行政課題への対応を可能とする

ため、また、災害時の対応のほか、財政の弾力性を担保する必要があることから計画的に残高を

増額しようとするものでございます。この積み増した基金の使途につきましては、新ひだか町財

政調整基金条例第１条に規定されております災害復旧、地方債の繰上償還、その他財源の不足が

生じたときの財源とすることとされていますので、条例に沿った経費の執行の際に必要となる確

保を取り崩し財源として充当するものでございます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) お答えいただきました。大体想定内の答弁だったというふうに思っている
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んですが、大型公共工事優先の町政のせいではないというお答えで、扶助費等の増額が地方財政

を圧迫したと、こういうことですが。答弁の中にもありましたが扶助費等が急速に伸びた。扶助

費等が急速に伸びたのは国の施策の問題である。今定例会にも障がい者医療に対する１億円の補

正予算が計上されている。財源の４分の１は町負担と、こういうふうになるかというふうに思っ

てるんですが、国はご機嫌とってばらまき的にやるけど、そのためには必ず地元の負担が強いら

れてきてる。その扶助費等が大きく町財政を圧迫したということは、そのとおりだというふうに

私も思うんですが、課長の答弁にあったように、これは我が町だけに限ったことではないんです。

日本全国どこの町村も同じ政策でやられてる。それぞれに地元負担が生じているわけですけど、

全国的には課長の答弁にあったように基金が増えて増えて 21兆円に超えた。こんなに地方が金が

あるんだったら、地方交付税を減らすと、こういう圧力まで今かかってきてるというふうに思う

んです。扶助費等の増額がまさに課長の答弁のように町財政を圧迫したものとは、私、思えない

んですが。再度お答えいただきたい。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 扶助費の件でご質問ありましたので扶助費の件についてちょっとご説

明させていただきますけども、川合議員のおっしゃるとおり、扶助費の制度につきましては確か

に国が２分の１、道が４分の１、市町村が４分の１という制度になっておりまして、これについ

ては地方財政計画上にも入っております。ただこれを 100パーセント入っているかというと、100

パーセント入ってるとはうちのほうでは分析はしておりません。それから、この扶助費はあくま

でもルール上でやってる扶助費の算入でございまして、例えばうちの保育所なんかにつきまして

も保育所の経費というのは扶助費にあたるんですけども、これについてはうちの保育料は、国の

基準より下げてやってますので、その部分は当然一般財源化されているというところもあります

し、それから障がい者につきましても今回１億円程補正で計上させていただいておりますが、こ

の 2,500万円分の増加につきましても、実は交付税算入上には足ささった分は入っておりません。

国はどういう説明をするかというと、交付税には追加財政需要という項目がありまして、ここで

措置しているから精算はしないという対応、一般財源分はしないという対応になっておりますの

で、やはり扶助費の部分についてはうちとしては大きいものとなっております。また壇上でも繰

出金の話もさせていただいたんですけども、繰出金については例えば下水道のルール外だとか、

それから補助費等については病院の繰り出し基準外の部分、この部分は川合議員がよくおっしゃ

るくらしと命を守るというところで町としても頑張って繰り入れとさせていただいてるところで

ございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 我が町の財政を急激に悪化させた原因は、全国の自治体との関係で見ても

扶助費の急騰というのは根拠がない。他町は福祉施策を充実しながら、基金を積み増してきてる

んです。我が町だけとは言えませんけれども基金の大幅な取り崩し、例えば町の新財政計画でも

基金の取り崩しは 25年では５億円、28年では７億円、27年度、総合町民センター始まったとき

には 18億円、28年度は約 10億。こういうように基金を取り崩して、そして、しかも合併特例債

のみならず他の起債の発行も急騰している。これらが町財政を圧迫したことは明らかだというふ

うに思うんです。それで町長にお聞きしたい、してるんですけど、町民のくらしを守るという点

では、３期目の前半部分で本当に私はかく言う町長の予算案にも賛成するかなと思ったぐらい、
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よく頑張ったというふうに私は思っています。それで、もちろん職員も大変頑張った典型例が国

保会計にあるというふうに思っているんです。国保についてはちょっと直近の資料ではございま

せんが、平成 22年、23年、24年と累積赤字を解消いたしました。３年間で５億 8,000万投入し

て、いわゆる繰り上げ充用を解消しました。その翌年の 25年度には 1,900万の赤字になって、こ

れを一般会計からルール外として投入して累積赤字はゼロにしました。次の年は 1,600 万円の黒

字になりました。翌年の平成 27 年度には 132 万円、収納率の大幅アップに努力されたことと、

いわゆる町長の施策の大事なところである子どもの医療費、中学卒業までの実質無料化、肺炎球

菌ワクチンやインフルエンザワクチンの接種の助成は実質無料化、がん検診やなんかも。本当に

予防と早期発見・早期治療に徹する、そういうまちづくりに町長が取り組んだ結果もあるという

ふうに思ってる。それがこれからもっともっとこの方向が確実な方法だということを検証する期

間で、いわゆるワクチン接種やなんかに上限を設ける。それは何かったら、お金がないからだと

いうことに直結したと思う。そういうことから私たちは、箱もの優先で町財政を圧迫したという

ふうに述べてるわけです。町長、それで、私は４期目を目指す町長として、これらの町民に多大

な喜びを与えながら今になって少しずつ少しずつ、ちびちびちびちび元に戻すような、改悪する

ような政策はとるべきでないというふうに思うんですが、町長いかがお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 川合議員のご指摘、よく私も理解できているつもりでございます。ここ何期

かの間に大型の箱ものが多かったということが言えると。そのための、それなりの理由があって

それを手がけて完成させたということでございますが、必ず一般財源をつぎ込んでやる部分はあ

りますので、そういったところを指摘されますと、ああだこうだ言えないと、このように思って

おります。しかしながら、無駄なことをやってはいないとは思ってるんですけど、もう少し待っ

てもらうかということはあったかと思いますけど、公約との関連ですとか住民が望んでいるとい

うようなことで、それぞれあげれば最初は三石スポーツセンターの耐震構造、耐震予算がつきま

すからだいぶ助成は入ってるんですけど。それから静内温泉の改築、また図書館・博物館、そし

て総合町民センターときてるわけですから、これらに必ず設計費までどうだとかこうだとかとい

うこともありまして、そういったところでどうしても一般財源が費やされていくということはあ

りました。それから、やはり住民ニーズの高い身近なところの道路ですとか川ですとか、それら

の対策。あるいは災害、昨年の昆布干場の災害ですとか、そのほかほとんど国が措置してくれる

そういうものでないものも積み重なってきたということは言えると思います。そういったことで、

一応、総合町民センター終わりましてからは絞ってやっていかなきゃいけないというようなこと

で、今現在そういう心境でやっておりますけれども、これは今後、先ほど課長から答弁しました

ように、基金の積み増しですとか経常収支比率の少しでもダウンさせるですとかいうところを念

頭に置いて、どういうことをどうすればというような、ものすごく広範囲な行政でございますの

で、一つ一つ注意深くやってまいらなきゃいけないと、このように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 明確ではありませんけど、注意深くそれらの問題について大型公共工事に

ついては、将来にどういう負担をもたらすのかってところまで相当精密に予算を組まなきゃいけ

ないというふうに思うんです。私たち３期目の町政には限りませんけど、１期目のときでしたか、

歌笛まで特環を持っていくといったときに議長採決で認められた。そういうときは、見直しが重
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要なときだったというふうに思います。その結果はどうなのかといったら、処理費で約 2,000 万

不足してます。それは一般会計からまるっこ出さなきゃならない。それに起債発行、借金返済、

事業費 25億 8,000万円かけてますから、それの起債償還を合わせると大きな財政負担をもたらし

ているということも明らかだと。新たな施設をつくったら、それについて必ず維持管理費が大量

にかかるということも想定しながらやらなければならない。そういう注意をしながら、先ほど言

ったインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの上限を廃止するだとか、業界から強く要望さ

れてるリフォーム新築助成、これを必ず復活するということも必要だというふうに思っています。

町の財政は、財政力指数見ると管内でもまだずっと力はあるというふうに思ってますので、そう

いう視点での町政に取り組んでいただきたい。まだ町長になっていないと言われればそれまでで

すけども、そういう姿勢でぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 それともう一つ、町民の暮らしを守る上で同僚議員の質問もありましたけど、国保の都道府県

単位化の問題があります。これはまだ最終版は決まってませんけども、ただ知事は５年・６年後

ですか、道内統一にする、統一国保料にするという方針を明らかにしていますので、こうなると

我が町は低所得者を中心に大きな負担増になることは明らかだというふうに思っています。それ

で国民健康保険、今のうちにこれに対処する方策をいろいろ考えていただきたい。先ほど言った

ように一般会計からは基本的に法定外繰入れが必要なくなってきつつある国保会計。これを維持

する努力をしながら、前みたいに１億近くの赤字を毎年出すような、そのうちの５分の１でも国

保の町民負担軽減のために努力の準備をしていただきたいというふうに思っています。これは、

国保税の滞納世帯がどういう状況になってるかっていう、これもあまり新しくないんですが、７

割軽減世帯、所得ゼロで 24パーセントぐらい滞納してる。所得ゼロって言ってもいろいろありま

す。遺族年金受給者だとかそういうものは所得ゼロにカウントされるんですが、全く無い人もい

る。それから１万から 33 万まで、５割・２割軽減、こういうので 200 万円未満、これは扶養家

族が何人いるかで変動しますから一概には言えませんけど、国保税の滞納世帯が軽減世帯までで

80パーセントを超すっていう実態があります。これは高くて払えないという実態と、前に税務課

からの答弁では、所得ゼロの滞納者に対しては別な手だてを打つ必要があるという答弁もいただ

いたこともあります。そういう実態にありますので、これについては町長として来期を目指す以

上は十分な注意を払って対応策を今から考える、こういうお答えをぜひいただきたいというふう

に思ってます。合わせて言いました住宅リフォーム新築助成条例も復活させると、金額がどうあ

ろうと復活させるというお答えもあわせていただきたいんですが、どうですか、町長。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 川合議員からのご提言というようなことでお話がありましたが、そういうふ

うにできましたら非常に良いことだとは思います。そこで今期はもう実質終わりといってもいい

ようなものですから、来期のこととなりますと、またそのときの財政状況等、先ほどのご指摘等

も踏まえて予算を組んでいくということになりますので、ここで胸を張ってわかりましたと、こ

ういうふうにはなかなか言えないということでございます。ただ町内にお金が回るということで

は、新築リフォームの助成金というのは大きな効果があったのだろうなと思ってます。それで今

年あたりどうなってるのか、要するにハウスメーカーが入ってきて、またやり始めたのかってい

うようなことですとか、勘所は消費税の値上げのところですとか、いろいろ試案するべきところ

はありますので、そういったことも頭に置いて、また健康保険関係のほうもご指摘のことに沿え
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るように財政をうまくバランスとっていかなきゃいけないなという、今の時点での心境として申

し上げさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 次の２番目のほうに移りたいんですが、これは経済常任委員会で田畑委員

からの求めでいろんな資料を提出してもらった。その資料を使っての質問になりますので、若干

お許しいただきたい気分もあります。我が町の町有林は、人工林が約 3,100 ヘクタール、天然林

が 6,670 ヘクタール、合わせて 9,917 ヘクタールあります。約１万町歩。この町有林をどう活用

するかっていうのは大事な問題だっていうふうに思っています。町長は壇上でも質問しましたが、

前にバイオエコも含めて林業振興については参事職を充ててというふうに答弁されたこともあり

ましたが、今はパリ協定もあって、最近のニュースでは日本も炭素消費量、炭素換算で減る傾向、

ただ減り方が少ないというとニュースが流されていましたんで、この約１万町歩の町有林がある

んですが、人工林に限ってみると、戦後すぐ植えたカラマツが 12齢級、要するに 56年以上経っ

てる木が 442ヘクタール。トドマツが同じように 12齢級以上が 185.56ヘクタール。森林管理署

への調査で文書で問い合わせしたんだと思うんですが、いわゆるカラマツは 50年で伐期を迎える

と。トドマツは 65年で伐期を迎えるというふうに言ってるんですが、この伐期を超えると腐れや

大節の欠点があらわれてきて、細い木と同じような値段かそれ以下の値段で取りひきされる。そ

ういうふうになる。それで今、どういうふうな町有林の経過といいますと、平成 28年度は皆伐で

カラマツが中心だと思いますが、32 ヘクタール皆伐すると。天然林中心だと思いますが 32 ヘク

タールを択伐、いい木を切るあるいは不良な木を切るということにもなると思うんですが。それ

から間伐が 110ヘクタール、伐期の過ぎたカラマツ 11齢級、12齢級を合わせると 700ヘクター

ルぐらいあるんです。これを 30ヘクタールぐらいやったら 20何年かかる。そうすると、腐れが

入ったりなんかして商品価値が下がるという実態もある。それでこの 28年度は、対前年の、対前

年は金額に換算すると約 3,000万円財産を売払う。28年は 5,100万、木の値段にもよりますけど

も、こういう実態で平成 29 年度、30 年度以降はどういう計画かっていうと 2,400 円の財産の売

り払い計画になっている。だから 28年度の半分以下にする。これで町有林の安定的な計画が、大

事な町有林の経営でいいのかっていう疑問を持っているんです。それで、私はこの日の委員会で、

いわゆる  せいほうりん？？法正林？？  で、町有林の人工林を 62とか 64に分割して１年

に一つずつ皆伐してって、そのあと植林し、草を刈って間伐をして、62年後か 60年後か 55年後

かにまた皆伐、こういう運営が可能だと思うかって聞いたら、可能だと思いますという答弁がき

てるんです。それで今、町有林の立木、払い下げや何かも立木で、木が生えたまんまで売り払う。

森林管理署も同じやり方ですけど、入札をして、立ったまま売り払う。自分たちがかかる経費と

いうのは自分たちの林道の整備や修理に今 1,000 万ぐらいかけてますけど、もう少し増やしてい

く。それから、あとは人件費、こういうような形になってく。あるいは植林したり、間伐したり

ってやる。それらについては公立の補助制度があるということから。多額な費用はかからない。

若干の、そんなたくさんの町財政に入るほどにはならないと思いますけど、若干の施策の手数料

にはなるんでないかというふうに思うんですが、問題は、町長、こういう今の時代、そして今、

林地残材として放置してきたやつが木質発電やなんかで大量に求められる時代ですので、将来に

夢を持たせるという点でも、法正林に基づく町の町有林の経営について深く検討していただきた

いというふうに思うんですが、これは大事な雇用をつくる場にもなる。地元産業を活性化させる
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ためにもなるというふうに思ってるんですが、町長どういうふうにお考えですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 川合議員のご指摘、もっともなことだなと思って伺っておりました。町の財

産として大きな町有林という資源を持っております。これは適期に伐採して、そして販売すると

いうことで、今のようなご質問を受けますと、遅れると商品価値のなくなってくるものが出てく

ると。商品価値のないものが発生してもったいないということになるわけでございますので、こ

の林業計画、森林の活用計画とでも申しましょうか、町有林の活用計画とでも申しましょうか、

そういったものをやはり今はそういうようなやり方をしておりませんので、もってやるっていう

ことは大変大事なことだなと思ってます。最近いろいろ、実際は事務方と言いますか、携わる技

術者も含めて、手の問題、定員管理計画のところでもやりとりがありましたが、手の問題もあり

ますので、そういったところもどういう方法があるのか、よくドローンの活用などという話もあ

りましてそういったをことも含めて計画を持って進めていくと。そして財産をむだにしないと。

いいときに売れるということは大事なことだと思ってますので、そういったことは念頭に置くべ

きこととこのように思っております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 次に地元企業の育成と人材育成について移りますが、課長から答弁された

競争が働かなくなった町はどうなるかっていうのは、私もいくつか見ています。どんぐりの背比

べみたいな会社がいっぱいできて、それがそれぞれ一定の収益を上げてる。だけど、いざ町がち

ょっと大型のものをやろうとしたら、だれもその技術を持っていないっていう結果になる。こう

いうのは十分承知しているんですが、ただスクールバス買うときは町内業者だけ指名して入札さ

せて買うじゃないですか。ところが築部材はどこから買ってもいいよ、安いところから買いなさ

い。だけど積算は、町が町内で調達する、町内で加工するというふうなもので積算するんじゃな

いかというふうに思っているんです。そうすると、どこかにその分、いわゆる江戸時代だったら

手間賃はみんなどっかいっちゃうと。こういう形になるという。それから壇上の質問で言ったと

思うんですが、昨年の 12 月議会ですか、12 月１日時点で総合町民センターで何社何人、建設現

場に入ってるんだ。そしたら 18社 85人とかっていうお答えで、そのうち地元業者は何ぼだった

ら、ジョイントのあるいは分離したいわゆる元請の６社 25人で、あとは全部町外業者です。だか

ら 12社 30数人が町外の労働者だと。そうすると、そこにほとんど持っていかれる。地元のジョ

イントを組んだ会社は、工事に直接手を出さないっていうのが儲けの鉄則だそうです。名前だけ。

そして働いてる人はったら、みんな町外の会社。こういう実態では、いくら課長が言うように公

共事業の代金が４回から５回まわる、こういうふうになってもそれは町外でまわることにしかな

らないというふうになると思うんですよ。それからプレカットの問題も部材はよそで加工して入

ってくる。ですから私は、課長が言われるようなことも心配してますので、何らかの手を打たな

きゃならないんでないか。どういう手を打てるかっていうのは、ちょっと私の頭ではまわりませ

んけど、いろんな人たちの意見を参考にして何らかの手を打たないと。町は金出すけど地元に金

が回らないという結果になるというふうに思うんです。それでお答えは一緒にいただきたいんで

すが、人材育成についてですが。 

○議長(細川勝弥君) 川合君、ちょっとお待ちください。 

 あらかじめ、時間の延長をいたします。 



 

 - 60 - 

 どうぞ進めてください。 

○20 番(川合 清君) 人材育成について、下川議員からの一般質問でもう一段踏み込んでくれる

かなというふうに期待していたのですが、これだけはは言わなきゃならんと思っているんですが、

今、どこ行っても人材がいない、人がいない人がいないって言います。建設協会に行っても、ミ

ニトマトのパートさんも町が最後に募集しなきゃならないっていう実態があります。それをかろ

うじて町民の、何て言うんですか、修練をやや超えた女性陣の頑張りとか、そういうところでも

たせる実態があるんですが。それで、中島元議長だとか前議長だとか農協の組合長だとか漁協の

青年部が今、小学校・中学校に行っていろんな話をしてる。馬の話もするでしょうし、動物の扱

い方もやるでしょうし、漁業をうちの大事な産業だよと、こういうのを言ってると思うんですが、

先日、建設協会との意見交換をやったときに高校じゃもう遅いって言うんです。中学生のうちに

我が町の大事な産業はこうなってるんだ、ここにあなた方が加わってほしいんだっていう話をす

る必要があるんだろうというふうに思ってるんです。それで教育委員会等の関係で可能かどうか

わかりませんけれども、町長以下幹部職員が中学生に向かって、私たちの町はあなた方にこうい

う期待を持っているんですっていうのをきちっと伝えるところから始めなきゃならないんじゃな

いかというふうに思ってるんですが、こういう地元企業の育成のために本当に効果ある方策があ

るのかないのか、それも含めて中学生にこんな話をしても効くのか効かないのかわかりませんけ

ど、そういう努力をする必要があるのではないかというふうに思うんですが、町長はそのあたり

どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 今のご質問には、それはその必要はないとは言えませんよね。いいことだと

思います。ですから、そういったことを発信していくというか、その視点は大事なところだと思

います。まして、そう財源を必要とすることでもないので、私とか理事者ばかりでなくて、出前

講座というものが、これはいわば成人以上向けという感じで行われていますけど、必要なことだ

なと思って伺っておりました。念頭に置かせていただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) これは原課のほうでつかんでいたらお答えいただきたいなというふうに思

ってるんですが、平取の桃太郎の生産者に聞いても、新冠も同じだというふうに思うんですが、

ベトナムのいわゆる研修生、１年間だいたいどれくらいかかるかったら、200 万ぐらいかかるん

だそうです。正月の行き帰りの旅費はこっち持ちだし、お土産に米が欲しいって言うから米も送

ってやるとかって、そういうふうにすると 200 万かかる。200 万ったら相当な金額だというふう

に思うんですが、ただし壇上で言った一家の生計を賄うものにはならない。一家の生計を守る仕

事とそれ以外にパートその他で真剣に働く、それが 200万になるったら、ここにも働きかけ次第

ではいろんな答えてくれる方たちがいるんではないかというふうに思います。最近、え、本当っ

てびっくりした話があるんですが、ミニトマトの農家で特例短期一時金の対象者になる人が何人

か生み出した農家がある。要するにハウス野菜で一月 11日以上６カ月、継続しなくてもいいんで

すが、６カ月働いたということになれば失業給付金を受けることができる。それと、新冠町と  

共同出資？？  でできる通年雇用促進協議会が行う技能取得の資格取得の権利も得ることがで

きる。今までミニトマトやなんかが、一月 11 日、６カ月は難しいと。これ確保するのは難しい。

私の聞いた会社も本当に難しかったそうです。一月は 10日しかなくてカウントできなくて、その
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次の月が 11日働いたんで資格取得ができた。こういうふうな話を聞きました。それからもう一つ、

ミニトマトや花きのところでは、特にミニトマトは保育所が必要なのだろうというふうに思って

います。うちの静内地区では認定こども園っていって、幼稚園と合わせると定員 300人、全部集

めるというこういう方式ですよね。これではミニトマトやなんかのパートにいけないんです。前

にハウス団地つくったときに言ったんですが、目名の生活改善センターを元の季節保育所にする。

ミニトマト農家に向かうときにそこに子どもを置いていって、帰りにそこから連れて帰ってくる。

こういうこともやったらパートは確保できるんでないのかというふうに話ししたことがあるんで

すが、そして何よりも地域外に町の資金が出るんでなくて、外国に出てしまうっていう、こうい

うやつは何としても避けたいという思いがあるんですが、ちょっと農林水産部か農政課、そのあ

たりの実態の認識、ちょっと教えていただきたいんですが。 

○議長(細川勝弥君) 答弁、課長おられませんけど。 

 よろしいですか。20番、川合君。 

○20番(川合 清君) 町長も、今日担当者がいないみたいですけど、実際の状況をよく把握して、

どういう多額な金がかからないんであれば、こういうことやったらうちの町の人材は育つし、町

内に金が落ちると。こういう方策になるかということを私らも真剣に考えますが、ぜひ町政執行

の中で生かしていただきたいというふうに思います。 

 それで３番目の地域振興部のところにいきますけど、課長の答弁で、あれっていうふうに思っ

たんですが、地域振興部は総合支所の引き継ぎなんだというお答えだったかというふうに思うん

ですが、総合支所を単に引き継ぐんであれば、名前変える必要は何もなかったなというふうに思

うんです。それで部設置条例を見て、ああそうなんだとわかったんですが、地域振興部は三石総

合支所に関する事項、他の部の所掌に関する事項は除く、これが地域振興部だと。三石総合支所。

それでなかなか調べても私の技能では出てこなかったんで、議会事務局長に課の所掌やなんかは

どういう規定があるんだ、俺、見つけられないんだって言ったら出してくれたんですが、それで

片方では二重行政になるんじゃないかという思いもあるんですが、地域振興課が組織規則なんで

すけど、行政組織規則の中に地域振興課は部内の総合的な調整に関すること。これは、他のとこ

ろではなかなか出てこなくて、本庁の総務課のほうに出てくるんですが、そこで、公印の管理、

文書収集、その他の庶務に関すること。３番目に合併前の三石町の区域における次の事項、総務

企画部及び経済部の各課の分掌事務に関することって書いてあるんです。イとして、所掌事項に

係る他の部との事務の、他の部ですよ、他の部との事務の連絡及び総合調整に関することってな

ってる。要するに、総務企画部及び経済部の各課の分掌事務に関することを地域振興課が行うと

いうふうになっている。三石のことはおれたちが決めるんだと。部ですから、総務企画部、同格

とは言いませんけど、総務企画部が総務企画でまちづくりやなんかのいろんな議論をして、それ

に三石の地域振興課でまとめたやつをポンと足す。こういう形になってしまいませんかっていう

のがあるんです。それが町民福祉課っていうのも地域振興部の中にあるんですが、ここで所掌す

ることは住民福祉部の福祉課と生活環境課、全部だぶるんです。これでいいのかなというふうに

思うのは私だけでないと思うんです。２つの町が合併して 12年も経って、おらのほうはおらのほ

うだけやるぞっていう組織はあったらだめじゃないかっていうふうに思うんですよ。だったら、

いつまでたっても融和と一体は図られない。課長の答弁で、大変感情的にはよくなったというふ

うに思う。そして本庁の組織の最終形が地域振興部、地域振興課、町民福祉課だっていうふうに
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なれば、私はなかなか納得できない。町民も。あえて言えば、町民にどういう不便が出てくるの

か。かつて、今もありますね、歌笛の支所。今、支所。そこで町民がどういう不満を言うのか。

歌笛の人は慣れているから言わないだけで、総合支所が支所になったら三石本町の人たちは相当

不満が出てくるぞっていう具体的な例も思い当たらないんですよ。それで町長ね、課長の答弁で

出されたより以上に、融和と一体問題は感情的な問題ではまだ深刻な状況にあると思うんです。

それでいつまで、最終形というお答えでしたけども、地域振興部は合併時のいろんな合意の中で

支所とするっていうところに踏み込んだほうが、これからの町政運営で無用な摩擦は出てこない

んじゃないかというふうに思うんですが、いかがお考えでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) この問題、何度も川合議員からご質問受けて、そのたびに私お答えしてお

るんですけども・・・ 

          ［何事か言う人あり］ 

○副町長(本庄康浩君) そうですか。ずいぶん何回も聞かれているような気がするんですけど。ま

ず、今回のご質問の中で、冒頭の部の全体調整に関することのお話もございました。これは、各

部に、全部の組織図を持っておられるかわかりませんけど、各部の筆頭課に位置づけている課に

必ず、部の総合調整に関することっていうのは必ず入っておりますので、総務課だけに入ってい

るとかそういうことはございません。それから今、後段申された合併のときの今の地域振興部の

位置づけで、総合支所という言葉を基本的には 10年間のときに外そうという計画できておりまし

た。ただ総合支所に関することで残ってるのは、この分庁方式で支所組織を持っているところに

交付税算入があるもので、その名称を消さないで残してるので、実質は地域振興部という最終形

に移行したということで組織的にはなっております。何で地域振興部、二重行政でないかという

ご指摘もございました。実際には二重行政でございます。これは合併のときに協議の中で、今ま

で三石地区の住民は、役場に対しての住民サービスを受ける場所が近くにあったのに、場所が遠

くなりませんかという疑念があって、それには必ず住民サービスの窓口的なものはサービス低下

をさせないという説明をしてきてて、そしてあそこに今の町民福祉課、それからその他の、町民

福祉課というのは窓口業務を携わるところとして課として独立させました。そして、地域振興課

については、こちらに全部本庁組織がある部分、経済部ですとか健康生活部、そういうところの

窓口的な担当を、ですから経済部の担当を１名とか、総務企画部の担当が１名だとか、そういう

ことで町民の方が来られたときに相談事、こういうことはどうしたらいいんだとか来たときに一

時的な窓口業務を受け付けるための調整業務を担ってるということで、２課の体制とさせていた

だいております。融和と一体では、この答弁でも申し上げておりますけど、今言ってる合併後こ

れから将来に向けてもこの窓口をなくすことは私はないんでないかなと思って想定しております

けど、それと町民の融和と一体が図られないんでないかと、これがあることですよ、それとは答

弁のとおり全くつながっていないという認識でおりまして、住民の方々は、議員さん方も含めて、

もう新ひだか町の議員さんとして定着している融和と一体が図られている。ただ今の組織的に申

し上げる地域振興部については、なければ住民の方々のサービス低下につながるので、何とか残

させていただきたいと。ですから、今回の総合町民センターを建てたときにもあれだけのスペー

スを確保して、そういう窓口対応はさせていただきたい。ただ歌笛の部分については、完全な受

付業務というか、週に３日だけの受付業務ということですので、これについては将来は考えなき



 

 - 63 - 

ゃならんなとは思っておりますけれど、総合町民センター内にある分庁舎については、現段階で

は済ましていただきたいなというふうに思っております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 副町長のお答えなんですが、合併してインターネットもつないで、何もつ

ないで、かにもつないで、そのやりとりは瞬時に行いますよと、こういう時代になっていると思

っているんです。それで必要な決裁、それは受けようと思ったらなんぼでも受けれるんじゃない

かという認識があるんです。だから総合支所を支所にしたら、どういう不便が三石地区の住民に

起こるのかっていうのが私には見えないんです。どんな状況になるのか。例えば静内庁舎にした

って、許認可の問題で預かりますから明日来てくださいとか、決裁受けてますとか、何日後に相

談してご連絡しますからっていう事項はあるんだよね。だから課長の段階で決裁をして、いいよ

と言えるようなやつは、支所に来ても対応できる仕掛けはできているんだろうというふうに思う

んです。それで時間を調査しなきゃならない、あっちのパスワードであそこのデータ見て検討し

なきゃならんとか何とかっていう問題は後日にとか、後でとかっていうふうになるのは、それは

支所だろうと静内庁舎だろうと同じことが起こるというふうに思うんです。だから、わざわざ、

ここは三石のことだけよというものは残さないほうがいいんだろうというふうに思うんですよ。

例えば、地域振興部って何よって聞かれたときに、三石地区だけのための地域振興部なんだとい

う答えは私としては大変しにくいんです。だから、そういう点ではいろんなケースは考えなきゃ

ならないですよ。こういうふうにしたら、来た住民は何時間も待たされることになるんでないか

とか、ほとんど全部が明日来いとか、明後日来いとかというふうになりゃせんかとか、いろんな

こと検討しなきゃならんというふうには思うんですが、その検討をしてなるべく普通の町と。だ

から何も合併しなくたって支所あるところいっぱいありますからね。支所は支所で置くにしても、

この地域だけのいろんなことを担当する部とか、課とかっていうのは、やっぱりなくしたほうが

いいというふうに思うんです。もう一回お答えいただきたいんですが。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 総合支所というか、地域振興部の役割ていうのは、最初から合併時からた

くさんあるんですが、今もたくさんあるんですけどっていうのは、合併のときの懸案のときにご

説明してると思うんですけど、変な言い方、２万 5,000 の町と 5,000 の町とが合併したときに、

小さい側の町がさびれませんかってのがまず一つ懸案であります。結局、今おっしゃっているよ

うな全部集約してしまうとなると、私、先ほど申し上げたんで、くどくは申し上げませんけども

サービス低下につながるというのは歴然としている。というのは、今でも結局細かい窓口のちょ

っと提出するあるいは住民票とるとかっていう業務でないものについては、担当は少ないですか

ら専門性がないので、そこでは１回受け付けるだけになってしまう業務があるかもしれません。

それを静内庁舎のほうに、こういうことでちょっと相談あったんだけどどうしたらいいんだとか

っていうことで若干の時間を使うこともあるのかもしれません。ただその今の地域振興部が果た

す役割っていうのはもっともっとたくさんあって、今の地域協議会、三石地域が寂れないために

どうしたらいいんだとかっていう、この区域に対するものの考え方だとか、こういうことも任務

として持ってるわけですよ。ですから確かに全体のことを考える部署と、それから合併特有の寂

れかける地域のことを考えていかなきゃならない組織というのも必ず持ってなきゃ合併市町村っ

ていうのは、融和と一体と関係なく、ここの地区を寂れさせない方法って何なんだっていう議論
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をする場が、私はいると思っているんです。ですから、一見無駄に見えるようなところですけど

も、サービス低下をさせないということと、寂れかける地域を守る方法を考え部署というのが残

したいということの認識でおりますので、これちょっと合わないかもしれませんけれども、ご理

解を賜りたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 合わないなというふうに思うんですけど、課長の答弁でも合併からの最終

形が地域振興部の設置ですというお答えですので、あえて絶対なくせというふうに言うべき問題

ではないというふうに思いますので、やっぱり危惧する意見もあるということを考えて検討して

いただきたい。 

 最後の基金の問題でお聞きしたいんですが、議員必携を見ると、予算て何なんだっていったら、

今年度支出する財源は今年度に入ってきた財源で賄うと、こういうのが原則になっているでしょ

う。それで、逆言ったらどうなるのかといったら、今年度入ってきた財源は、今年度町民に向け

て有効に活用する。その例外として、特定目的基金に積むとか繰上げ充用だとか、いくつかの手

法があるというふうに思ってるんですが、今、課長がこの年は 5,000 万円ですよ、２年目は１億

5,000 万ですよと、最後は３億 5,000 万ですか、合わせて９億 8,000 万円を５年後には造成した

いというふうになるんだけど、それは町民の暮らしを守るために使うべき財源をよっこして、基

金に積んでしまうという発想になりはしないかっていうふうに思うんですよ。だから、基金に積

む以上は、15年後にはこれをつくりたいから必要なとこをけちってでも基金として積むっていう

んならわかりますよ。初めから財調で何にでも使っていい金を、ぽっと先に抜いてしまったら、

必要な施策をする財源がなくなるんでないかというふうに思うんですけど、その疑問をちょっと

解き明かせていただきたいんです。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 会計年度独立の原則のお話を川合議員していると思うんですけど、会計

年度独立の原則っていうのは、その年の歳出はその年の歳入をもって充てなければならないとい

うことでございます。ですから、財政調整基金に積むという歳出をその年の歳入で対応するとい

うことでございます。もう一つ言わせていただきますと、一般家庭に置きかえていただければい

いのかなと思ってるんですけど、一般家庭においても、例えば将来、老後のためにだとかという

ことで入ってきた給料から貯金すると、それは老後のために蓄えるということをやりますし、例

えば今後将来的に大きな病気にかかって病院にかからなければならない、そのためにある程度貯

金していこうというのは一般家庭においては当然されてると思いますけど、それを町のベースで

やるということでそれを基金で積むという考え方のもとに基金を積みたいという考えでございま

す。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) そういうのはよくわかるんですが、老後のために金を残さなきゃならんっ

ていって栄養失調かどこかの病気で死ぬ人もいるんです。だから、老後のためにって金を残す人

はたくさんいますよ。ただそれでとんでもない、医者にもかからんで我慢して我慢して、手遅れ

になるとかっていう、そういう問題もあるんだと。無理して積んで、無理して積んで、無理して

積んで住民サービスを低下をするようなことは私は本来許されないんでないか。だから、年度決

算して余ったから、これは何に、これは何に、これは何にって積むのは当然のことであるし、特
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定目的基金は目的に応じて必要なものとして考えていますけれども、何年後かわからんけど使い

たいから今から積み立てるっていうのは、どうも年度独立のほうから反するのではないかという

ふうに思ってます。もう少し勉強しますけども。終わります。 

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

   ◎延会の議決 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本日はこれにて延会したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 本日はこれにて延会することに決定いたしました。 

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

   ◎延会の宣告 

○議長(細川勝弥君) 本日はこれにて延会いたします。 

ご苦労さまでした。 

                                  (午後 ５時３０分) 


