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    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。ただいまの出席議員数は16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 

〇議長(福嶋尚人君) 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、13番、建部君、14番、池田君を指名

いたします。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

14番、池田君。 

〔14番 池田一也君質問者席へ〕 

〇14番(池田一也君) おはようございます。通告に従いまして、２点の質問をさせていただきま

す。 

 初めに、ピュアについてお聞きをいたします。ピュアは、1986年、昭和61年に商業施設、ショ

ッピングセンターピュアとして建築、オープンをいたしました。協同組合静内ショッピングセン

ターが運営をしておりました。しかし、郊外の大型店舗の進出などにより経営が悪化し、2002年

には民事再生法を申請するに至りました。それ以降再建を目指してまいりましたが、2012年には

各店舗のピュア食品が自己破産を申請し、それに連鎖をして協同組合も自己破産をするというこ

とに至りました。その間、町としては、協同組合借入金の返済のために隣接する協同組合所有の

駐車場を買い取ったり、さらにはこの協同組合に対し融資をいたしておりました。しかし、協同

組合の自己破産後は、債権回収はもちろんですが、買い物や地域の交流拠点等などで施設の活用

をすることにより、商店街がかつてのにぎわいや活力を取り戻すために建物の全てを取得いたし

ました。現在は町所有施設として、ショッピングプラザ、そして地域交流センター、またハロー

ワーク静内が入り、現在に至っております。そこで、私は築30年を超え、町有施設となって７年

を経過したこのピュアに対し、現在の状況と今後の方針や計画などの諸課題に対する取り組みに

ついて質問をさせていただきます。 

初めに、町取得から現在までの総費用などについてお聞きをいたします。原状回復費や維持管

理費などの整備費の概算の総額と家賃や使用料などの収入の概算での総額をお答えください。 

次に、現年の年間維持費等についてお聞きをいたします。全体の維持管理費と、さらにはショ

ッピングプラザでの維持管理費と家賃等の収入状況を教えてください。また、その割合もお答え

をいただければと思います。 

次に、空きスペースの活用についてお聞きをいたします。今年度に行いました利活用案募集の

結果と効果、さらには今後の活用方針や計画があればその内容をお答えください。 

最後に、大規模な修繕や改修についてお聞きをいたします。私は、老朽化に伴う大規模な修繕
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等の計画や改修が必要だと考えていますが、いかがでしょうか。また、今計画などがあれば、そ

の取り組み状況や内容をお答えください。さらには、今後ピュアのあり方を考えるときには、施

設全体の存廃も含めた議論をしているのかもお聞きをいたします。 

次に、２点目のコミュニティースクールについて質問をさせていただきます。このコミュニテ

ィースクールは、学校、保護者、地域が知恵を出し、協働で子どもたちの成長を支えるための仕

組みです。全国的に見ますと、各所で先行実施がされており、その成果も多く報告されている取

り組みであります。私は、このコミュニティースクールが地域とともにある学校への転換を図る

ための有効な仕組みだと考え、何点か質問をさせていただきます。 

初めに、現在の状況についてお聞きをいたします。学校では、どのような連携を保護者や地域

とされているのかをお答えください。 

次に、教育長は、このコミュニティースクールの必要性をどのように考えるのか。 

さらには、私は来年度当初から設置すべきと考えておりますけれども、そのお考えに対する感

想を述べていただきたいと思います。 

最後に、既にこの取り組みをもし行っているのであれば、その内容や進捗状況をお答えくださ

い。 

以上、１回目の質問とさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) おはようございます。池田議員ご質問の大きな１項目め、

ピュアについての１つ目、町取得から現在までの総費用等についての１点目、原状回復費や維持

管理費等の整備費の概算での総額についてですが、町がピュア建物を取得した平成24年度から平

成30年度までの７年間におけるピュアプラザを含むピュア関連の総支出額は、決算ベースで約４

億9,000円となっております。 

 次に、２点目の家賃や使用料等の収入の概算での総額についてですが、平成24年度から30年度

までの間の家賃や使用料等の総収入額は約8,340万円となっております。 

次に、２、現年の年間の維持費等についての１点目、全体の維持管理経費についてですが、ピ

ュアプラザを含む建物全体の経費は、今年度当初予算ベースで5,663万1,000円となっており、２

点目のショッピングプラザの家賃等の収入の状況については、12月１日現在の貸付面積等により

通年ベースで積算し、ピュアプラザの使用料収入等も加えた総収入額は、年間で約2,000万円を見

込んでおります。 

次に、３点目のショッピングプラザでの維持管理経費、歳出と家賃等の収入、歳入の状況とそ

の割合についてですが、ショッピングプラザピュアのみの年間の維持管理経費は、本年度当初予

算ベースで約3,700万円、家賃等の収入は約1,800万円を見込んでおり、支出に対する収入の割合

は約49パーセントとなっております。 

次に、３、空きスペースの活用についての１点目、今年度行った利活用案募集の結果と効果に

ついてと２点目の今後の活用方針や計画はあるのか、その内容はということですが、関連がござ

いますので、一括で答弁させていただきます。募集の結果９名の方々から12件のアイデアをいた

だきました。アイデアの内容につきましては、９月定例会において北道議員のご質問にお答えし

ましたとおり、オフィスビルや共同で仕事をする場所としてのコワーキングスペース、先端医療
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モール、スポーツを楽しめる施設、高校生が運営するショップやカフェ、レンタルキッチンやレ

ンタルレストラン、時期を限定した民営の宿泊施設やシェアルーム、子ども向け屋内遊具施設、

健康推進施設などさまざまなものがあり、その効果についてはいまだ実現に至ってはいない中そ

れぞれの活用方法等により異なりますが、いずれの案もピュアの活性化とピュア内への人の流れ

に寄与する内容となっていると思われます。これらのアイデアを踏まえつつ、極力経費負担の少

ない利活用方法を中心に庁内プロジェクト会議において何度も検討を重ねてきておりますが、こ

の間ピュア内への出店業者の増加など状況が変化していることから、現時点で最終的な活用方法

の決定には至っておりません。 

最後に、４、大規模な修繕や改修の計画についての１点目、老朽化に伴う大規模な修繕等の計

画が必要と考えるが、いかがかと２点目の計画があればその取り組み状況と内容についてでござ

いますが、平成27年度、28年度に消防用設備等の老朽化に伴う改修を実施いたしましたが、それ

以降大規模な改修等は行っておらず、現時点で大規模改修等の計画はしておりません。 

次に、３点目の施設全体の存廃を含めた議論はしているのかについてですが、９月定例会にお

ける北道議員からの一般質問にお答えしましたとおり、今年になって新たな出店もあった中で施

設全体の存廃まで具体的な論議は行っておりませんが、ピュアの建物を維持するためには多額の

維持管理経費がかかるとともに、施設の老朽化が進行しており、今後施設設備の改修経費の増嵩

は避けられない状況となっておりますことから、将来的なピュアの存廃について各種関係機関、

団体、町民の皆様のご意見を幅広く伺いながら議論していく必要があると考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〔管理課長 片山孝彦君登壇〕 

〇管理課長(片山孝彦君) おはようございます。池田議員からご質問の大きな２つ目、コミュニ

ティースクールについて４点のお尋ねがございますので、ご答弁申し上げます。 

初めに、１点目、現在学校はどのような連携を保護者や地域とされているかについてでござい

ますが、現在学校では子どもたちに未来社会を生き抜いていくことができる資質、能力の育成を

図るための一環として、ふるさと教育を柱に地域の人材や教育資源の活用による体験的な深い学

びを通してふるさとへの愛着と誇りをはぐくむ教育活動を推進しております。その取り組みとし

ては、農業など基幹産業や郷土の自然、生活文化を学ぶ学習活動を展開しているほか、町内高等

学校や養護学校、老人クラブ、地域保育所などとの交流などにおいて地域との連携を図っており

ます。また、保護者との連携につきましても、家庭学習習慣を初めスマホ、テレビ、ゲーム等の

時間短縮や早寝早起き朝御飯運動を推進し、生活習慣の定着などについて学校と家庭の協働によ

る取り組みを行っております。さらに、現在は保護者や地域住民等から意見を伺う仕組みとして

学校評議委員制度があり、学校評議委員の方々からもご意見をいただきながら学校運営を進めて

いるところであります。 

続きまして、ご質問の２点目、コミュニティースクールの必要性をどのように考えるかについ

てでございますが、学校運営協議会を置く学校、いわゆるコミュニティースクールは、少子高齢

化、グローバル化、情報化など子どもたちを取り巻く環境の急激な変化や学校が抱える課題の複

雑化、困難化が進む中、これらを学校と家庭だけの問題とするのではなく、地域住民等が当事者

として学校運営に参画することを通して、地域の子どもを地域で育てる学校と地域の新たな連携

協働の仕組みであります。国におきましても、この仕組みが全ての学校に導入されるよう平成29年



 

 － 4 － 

４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正し、それまで協議会を置くことが

できるという規定から協議会を置くよう努めなければならないと努力義務化されたところです。

本町におきましても、この仕組みがこれまで培ってきた保護者や地域の方々との連携協働の体制

をさらに発展させ、学校と地域がどのような子どもたちを育てるのかについて共通の目標を設定

し、その実現に向けた取り組みを進めていく上で有効であると考えており、町内全小中学校への

コミュニティースクールの導入を積極的に進めていきたいと考えております。 

続きまして、ご質問の３点目、来年度当初から設置すべきと考えるが、いかがかについてでご

ざいますが、教育委員会といたしましても設置の必要性に鑑み、平成30年度の新ひだか町教育行

政執行方針におきましてコミュニティースクールの導入推進を明確化し、教職員や保護者を対象

とする研修会の開催や教育委員会の内部組織として庁内検討会議を設置し、具体的な支援体制づ

くりを進めているほか、令和２年４月１日から施行となります新ひだか町学校運営協議会規則を

制定し、令和２年度をめどに準備の整った学校から順次設置することが可能となるよう取り組み

を進めておりますので、ご理解をお願いいたします。 

続きまして、ご質問の４点目、既に取り組んでいるのならその内容や進捗状況はについてでご

ざいますが、新ひだか町学校運営協議会規則の制定により、制度上は令和２年度当初から設置す

ることができることとなりますが、各学校では現在校内体制の整備やＰＴＡ単位での研修会など

を行っている状況であり、今後学校運営協議会委員の選任や校内組織の確立などを経て、早いと

ころで来年９月ころには導入されていく見通しとなっております。令和２年度中には全ての小中

学校において学校運営協議会が設置されるよう、教育委員会といたしましても各学校に対し積極

的に支援してまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁といたします 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それでは、再質問をさせていただきます。 

ピュアについてですけれども、先ほど来答弁をお聞きしておりましたけれども、まず維持費で

す。維持費で、特にショッピングプラザのほうですけれども、年間の維持費が3,700万で、今の状

況で年間で換算すると1,800万の家賃収入があるだろうということでした。ですから、今ありがた

いことにいろいろ入ってくれていまして、大分埋まるところは埋まってきているのかなという認

識でおりますけれども、であっても1,800万の家賃ということは、残り1,900万はいわゆる赤字と

言っていいのかなと思うのです。ですから、まだまだ埋めていかなければならぬスペースは埋め

ないと、埋めてしまってもこの赤字が消えるわけではないなと。共有スペースの分があったりす

るからだとは思うのですけれども、なかなか厳しい状況だなと思っております。 

それで、今お金のことをお話ししましたけれども、ちょっとお金にまつわる２点ほどさらにお

聞きをしておきたいことがあります。これは、平成22年でしたけれども、壇上でも言いましたけ

れども、静内ショッピングセンターという協同組合が所有する隣接の駐車場をたしか4,300万だっ

たと思いますけれども、町が購入しております。その後、約1,000万円をかけて駐車場に改修をし

たということで、このときにこの4,300万だとかの購入費は、僕は町債でやったと記憶しているの

ですけれども、この返済状況、どのぐらい払って、いつごろ完済を見込んでいるのか、既にもう

完済しているのか、そこら辺をお伺いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 
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〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 平成22年度から23年度にかけまして、この駐車場の用地購

入と駐車場の改修工事を実施しておりまして、このときに財源としまして過疎債を活用して、約

4,800万円ほど充てております。30年度末の起債の償還残高が約2,000万円ほど残っておりまして、

償還の期限というかが令和４年度末、令和５年の３月までとなっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) この駐車場、ピュアとどう関係あるのだと言われることもありましたけれ

ども、やはりこれを買ったいきさつが、町が買ったといういきさつがピュアの協同組合の借り受

け金でしたっけ、を返すのに大変不自由をしているので、町が買ってくれと言われて買ったとい

う経過があるものですから、あえて私も質問させていただいております。 

あと、お金にかかわるものでもう一点、この平成22年に協同組合に経営安定資金として融資を

3,590万したと。これも22年だったと思います。その後、平成24年には破綻をしたわけです。一部

代物弁済を受けて、残りが約1,100万円あったと思います。それを毎年回収に努めているとは思う

のですけれども、その回収状況、何年ぐらいでまた終わるのか、そこら辺もお聞きいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 海馬澤まちづくり推進課主幹。 

〇まちづくり推進課主幹(海馬澤 賢君) 中心市街地経営安定資金貸付金の回収状況についてで

すが、現在代理人を通して債務者２名から償還を受けております。平成30年度末の償還額の合計

は約720万円で、元金分の未償還額は約380万円となっております。このまま順調に償還が行われ

た場合、令和４年度末には元金分の償還が完了しまして、その後違約金の返済が開始されること

となります。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 毎月これだけ返済してください、年換算でもいいけれども、そうやって決

めているわけではなくて、今のところ、順調なのかどうかよくわかりませんけれども、年でいう

と大体同額が返ってきているとは思うのです。それで、令和４年度末というから令和５年３月に

は元金が完済されると。その違約金の部分も今説明はいただきましたけれども、これはこういう

聞き方もどうかとは思うのですが、今と同じような金額で返済が進むと違約金の部分、これは何

年度ぐらいに終わる予定ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 海馬澤まちづくり推進課主幹。 

〇まちづくり推進課主幹(海馬澤 賢君) このまま同様の償還が行われました場合、元金分を償

還後さらに８年程度を要するものと見込んでおります。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) ということは、元金の返済を今しているという、たしか以前聞いたことあ

りますけれども、利息と一緒にではなくて、まずは元金返してください、その後にそれが済んで

から違約金を返しますよという契約、契約がそういう契約なのだということをお聞きしたことが

ありますので、今元金が令和５年３月に終わったら違約金がまたさらにということは、まだ半分

もいっていない、全体で見るとということです。まだまだ続くのだなという思いがいたしました。

ですから、私は、今ピュアはこのような状況で運営方法をとっておりますけれども、古くからい

えばたしか平成17年、８年ぐらいですよね、２階のところにピュアプラザを得て、あれ以来もう

何年も何年もやっていて、全てが済んで今があるのではなくて、そうやって駐車場の取得費もま

だ残っているよと。代物弁済部分以外の1,100万円もまだまだ全部返してもらうには数年かかるよ
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という、そういう状況だということがわかりました。 

それで、壇上でいたしましたその利活用案、今年度利活用案を求めたと。12のでしたか、案が

出てきたと。では、これをどう生かそうかということでは、答弁では現時点では決定にまだ至っ

ていないのだという答弁でした。９月議会のときに北道議員が同様のこの利活用案どういうのが

あるのだ、いつごろ決まるのだという質問をいたしました。そのときの答弁ではできれば年内、

悪くても年明けには議会に説明したいということの答弁があったわけです。ですから、いろいろ

あって年内は無理だということなのだろうとは思いますけれども、年明け、悪くてもです。答弁

で悪くても年明けには議会に説明したいとありましたので、年明け早々には議会に説明があるも

のと思ってよろしいのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 空きスペースの利活用につきまして企画課のほうで取りまとめを行っ

ておりますので、私のほうからお答え申し上げます。 

９月の定例会の際に北道議員にお答えしたとおり、年内、悪くても年明けに町の方針を示した

いということでご説明しておりましたけれども、結論から言いますと年内の説明が難しい状況に

ございます。というのも、我々がこの空きスペースの議論を始めた年度当初にはピュア１階に生

花店と洋服店とリサイクル店、３店のみで、あとは全てあいているという状況の中でスタートし

ました。その後、内覧会ですとかアイデア募集等をやった効果も多少はあったのかもしれません

が、学習塾ですとか、今までは大規模に中古車販売店が入りまして、随分我々が議論してきた初

めと状況が大きく変わってきておりました。そういうこともありまして、ちょっと今結論を出す

のが少しおくれているという状況でございます。ただ、年明けには一定の方向性を出しまして、

ちょっと言葉としては今年度中にはお示しできるようにしていきたいというふうに考えてござい

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 年明け早々から今年度中ということだから、ちょっと延びたかなという思

いがいたしております。 

ただ、私思うのは、前回の９月議会、北道議員が質問されたときの状況を考えると、既に２階

の食堂街だったところに学習塾が入り、そして下の１階の部分に大きな車の関係の会社が入ると

いうことは、既に９月の段階で、営業はしていなかったのかもしれませんけれども、計画として

ははっきりとあったはずです。ですから、せっかくいい案を応募してもらっても、ではあのとき

と状況が違います、面積が変わりました、こうなりましたと。いつになったら決まるのでしょう

かと。逆に言うと、このスペースはそういう皆さんからいただいた案に使うスペースです。先に

とってしまって、そこで何をしようかと考える、それを考えるという方法を取り入れれば、私は

時間をあけずに皆さんの案を集約して決定できるのではないかと思っていますが、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 我々の決断をちょっと鈍らせるというか、おくらせている大きな要因

としましては、昨年度末の段階でテナント募集というやり方での空きスペースを埋めるという入

店はなかなか厳しいという一定の結論のもとに、町として何か人のにぎわいができるような場所

にできないかという議論をしておりました。その後、これはうれしい誤算と言っていいのかわか

りませんが、当初目指していた日用品店ではありませんが、違う業種が大きなスペースを埋めて
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くれている現状があるということの中で、ちょっと今考え方を変えなければならないのかなとい

うことで思っておりまして、その関係で決断まで時間を要しているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) だから、商業施設としてはこだわらないという前もお話あったではないで

すか。だから、僕は言っているのです。それは商業の方たちがあのフロアを全て埋めてくれる、

これが一番いいことですけれども、今までの流れを見ると全て埋まるのはなかなか難しいであろ

うと。だから、商業とは限らないスペースを確保して、もう町でここは町がフリーで使うところ

なのだというところを確保した上で、面積は別として、面積何ぼに区切れるかわかりませんけれ

ども、そのスペース、この平米で何ができるでしょうか、そういう僕は皆さんに問いかけをした

ほうがより実効性のある、活用できるものができるのではないかと思っております。ですから、

そういうことも今後、そうやって今年度までには一つの結論と言いますけれども、なかなかもし

これが進まないようであれば、私が今言ったようなこういう方法も考えの中の一つに入れていた

だければなと思っております。 

それで、この利活用についてもう一つ、答弁の中で庁内プロジェクト会議で検討しているとい

う答弁がありました。この庁内プロジェクト会議というのは、どのようなメンバーというか、ど

んな課がかかわってやっている会議なのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 現在検討を進めています庁内検討プロジェクトチームにつきまして

は、事務局である我々企画課のほかに、施設所管課でありますまちづくり推進課、そのほか総務

課、契約管財課、福祉課、健康推進課、地域包括支援センター、建設課、教育委員会管理課、社

会教育課、体育振興課など、幅広い視点から利活用を検討している状況にございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) さまざまな関係する課が入っていると。全部ではないですけれども、結構

多くの課がかかわってこのプロジェクトをやっているのだなということがわかりました。だから、

なおのこと、繰り返しになってしますけれども、町でこのスペースと、フリーのスペース、ここ

で何やるとやったほうが今のプロジェクト会議でもここは福祉で何ぼ使い、さらにこれを何ぼと、

教育でここを使いたいとかやれるではないですか。だから、そういうこともぜひ考えていただき

たいと思います。これは先ほど言っておりますので、答弁は結構です。 

 それで、こうやっていろんな課がかかわりながら、一つの例として庁内プロジェクト会議とい

うものでピュアの利活用は、空きスペースの利活利用は考えていると。ただ、ピュア全体の今後

の活用というものを考えたときに、空き店舗だけではないです。空きスペースだけではないです。

ピュア全体の活用計画を考えたときに、そういう計画は持っていないという答弁でしたので、お

聞きするのですけれども、今思い返すとこのピュアの問題というか、どうしようとなったのが僕

は平成17、８年、さっきもちらっと言いましたけれども、２階をやめたいのだと。どうしよう。

そしたら、公民館的ないろんなサークルの活動の場にしましょう、また馬を中心とした博物館的

なものを置きましょう、あれが平成17、８年。そこからこのピュアの問題は始まっている、私は

そう思っているのです。事あるごとにというか、その後平成22年、さっき言った駐車場を買うよ

だとか3,590万貸すよだとか、そして24年には代物弁済があるよと、残りの1,100万円を連帯保証

人の４人で返してもらうよと。ただ、４人だけれども、そのうちの２人は返せない状況なので、
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あとの２人で今返してくれている。議会としても議案として出てくるわけです。補正で出てきた

りするわけです。そのときに、そのたびに理事者側の提案理由というか、提案の説明、この中に

必ず入っていたのは、中心商店街の空洞化を防ぎたい、シャッター通りになることを防ぎたい、

買い物の場や施設として活用することで商店街ににぎわいを取り戻すこと、これが目的なのだと

いうことをそのたびにこういう説明をされてきていると。議決ですから、議決のときに賛成の方

もいれば、反対の議員もいらっしゃる。ただ、結果として可決でずっときていますけれども、そ

ういう中でそのとき、そのときの判断として、私はこの目的というのがピュアの一番大事なとこ

ろだと思っているのです。空洞化を防ぐ、シャッター通りを防ぐ、買い物や施設を活用すること

で商店街のにぎわいを取り戻す、そのためにということでやってきているわけです。今町長が去

年の４月からかわったわけです。改めて僕は町長にじかにお聞きしたいのです。この目的、今何

回も言うのもあれですから、当初からの目的、これは町長は今も変わらずにピュアの目的はこれ

にあるのだということと思っていらっしゃいますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) ピュアについていろいろと池田議員から今までご指摘があったところでご

ざいますが、中心市街地の活性化の核として今までピュアが利用されてきて、その経過の中であ

いているときもあり、埋まっているときもありというような時代を経てきているというふうに思

っているところでございます。私どもがもう何十年も前のみゆき通りをイメージしたときには、

町並みはきれいになっておりますけれども、人通りというのはやはり少なくなっている。これは、

全道あるいは全国いろんなまちに行っても、そういう現象が起きているというのは事実だという

ふうに思います。そういう中で、この町として数年前にあのピュアという建物を取得したわけで

ございます。取得した以上は、そこを利活用しながら、町並みを再整理する、再整備するという

よりは、その利活用をどうしていくのだと、そこを集中的に考える必要があるだろう。その結果、

人が寄ってきたり、ほかのお店に人が寄るようになったり、そういうものが生み出されるのだろ

うというふうに思います。あくまでも町の活性化のためにピュアを維持していくというよりは、

今あるピュアをどうやって有効に使うのだと、そちらのほうが私は喫緊の課題なのかなというふ

うに思っています。その結果として好循環が生まれ、いいものになるのだろうと、そういうふう

に思っているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 町長の考えとしては、まずはピュアの活性化だと。それに呼応して、後に

効果が出た、後にです、効果として町並みのにぎわいが出てくるだろうと、そういう順序で物事

を考えるのだなということがわかりました。 

私たちが最初から平成17、８年からかかわってきた理事者側がこの理由を説明するときには、

まずは町並みの、もちろん今の分も入っているけれども、同列、同じレベルというか、同じこと

で同時に町並みのにぎわいというものが入ってきているわけです。町並みのにぎわいを取り戻す、

これも大事なことですから、だから私はその当時いた議員全員が僕はピュアもにぎわってほしい

し、同時に町並みとしてもにぎわってもらう、だからこそ今までのいろいろな町がお金を出して

とかとやっていますけれども、それも議決としては可決となって今があるのだと思っているので

す。それは、町長の今の考え方はわかりました。 

それで、思うのは、今行政としてやっていることがどうしても私が思うのは、空きスペースを
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どうしようか、これに終始していると思うのです。ですから、今町長がまずはピュアどうしよう

か、そこから考えるのだというから、今ああ、なるほど、まずは空きスペースどうしようかから

入っているのかと思うのです。ただ、それではやっぱり飽き足らないと思うのです。私は、空き

スペースの活用考えることが悪いと言っているわけではないです。それはもうどんどんやってい

ただきたいのですが、同時にもっと広く町並みというところはどうしても考えに入れなければな

らない。さまざまなことをピュアのことを考えるときには例えば関係する、先ほどプロジェクト

の課がいろいろお話ししていただきましたけれども、私としてはやっぱり通り商店街だとか商工

会だとかそういう関係団体も入れて、一つのもの、一つの会議として、何か答弁では意見を取り

入れながらとかと言っていますけれども、それはあくまでも役場のやることなのです。役場がや

っていて、役場がやっていることに対してどうですかと関係団体の商店街だとか、商工会も含む

のかな、そういう関係団体に聞くという姿勢でしょう。そうではなくて、最初からそういうかか

わるところも一堂に会して、今後のピュアをどうするかということを考えるべきではないでしょ

うか。どうでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 岩渕総務部参事監。 

〇総務部参事監(岩渕博司君) 先ほど町長も申し上げたとおり、今ピュアの空きスペース対策は

喫緊の課題と申し上げさせていただきました。ただ、議員もご存じだと思うのですが、あそこの

通り会、ほかの通り会も含めてですが、盛んにみずから情報発信し、イベントに参加して、いろ

いろなことを町の皆様にお知らせをしながら参加をいただいているというものが今機運が盛り上

がっております。ですから、私たちが手助けするのも、手助けと言っていいのかどうかわかりま

せんけれども、町が関与するのも大切だとは思いますけれども、みずからの行動で、この町のに

ぎわいを取り戻そうとして今頑張っている姿を皆様ごらんいただいていると思います。そこで、

私たちは今喫緊の課題という言葉でとらえさせていただいておりますピュアの空きスペース、こ

ちらのほうにつきまして検討会議を持ちながら、なるべく活用をするための手法を今考えており

ますので、目的はあくまでもにぎわいを取り戻すということで、そのための手法の一つです。で

すから、その手法をどのようにしていくかというのをまず私たちのほうで案なりをつくりながら、

そこで意見をいただく。ただし、その手法が決まれば、ピュアをどういうふうに生かしていくか

というのは、今度は地域とのかかわりになってくると思います。ですから、あくまでも空きスペ

ースをいかにするか、まず最初の段階の喫緊の課題をクリアしていこうというように今努めてい

るというふうに理解をいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それで、大事なことは、これからの話を今していました。大事なことは、

今既に何店舗になるのですか、５事業者でしたっけ、６事業者になるのでしたっけ、ピュアの中

を使っている店舗、業者としては６だかだったと思いますけれども、そこが入ることによってピ

ュアとしても、通り商店街としてもどのような影響とか、にぎわいがどれほどどうなったか検証

したことありますか。だから、僕は言ったのです。空きスペースのことをどうするかばかり考え

て、入った店、入ったことによって何がどうなっているか、この検証も僕は次に結びつける大事

な検証だと思うのです。そこがやれていないのではないかと。空きスペースを埋めることばかり

に、だけに集中すべきではないのではないかと、検証すべきではないのですかと言っているので

すけれども、どうでしょうか。 
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〇議長(福嶋尚人君) 岩渕総務部参事監。 

〇総務部参事監(岩渕博司君) 議員おっしゃるとおりです。これから例えばものをつくる、もの

を生かす、つくるだけではないということだと思っております。ただ、検証するには、店舗的に

はかなり入店はいただいておりますけれども、にぎわいというところの検証をするためにはこれ

から人の流れをつくらなければならないと思っています。人の流れをつくるというのは、核店舗

だけではないと考えております。商店街なりの協力を得ながら、いろいろな方々が集う、そうい

うような流れをこれから目指すためにはどうしたらいいかというまだ手法です。ですから、この

辺の手法ができて、目的に向かうそのときに初めて検証はできるというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) そこが私ちょっと見解が違うのです。既に入っていることによって、にぎ

わいがどう取り戻せたか検証すべきです。だって、通り商店街のことを僕言っているのですから。

それによる波及効果だとか、そういうのは既にあるはずなのです。あるはずというのは、検証す

る価値があるはずなのです。それをもってして、何を入れると人波がさらににぎやかになるか。

にぎやかになるかというか、取り戻せるか、そういうところが見えてくるのではないでしょうか

と申し上げているのです。だから、この検証もせずに空き店舗をどうするかというのは、なかな

か今後の成果として出る中で、にぎわいを取り戻すというところの成果を出す上では、私はその

検証というものをした上で今後の計画というものを立てていかなければ、あまり効果のない形で

終わってしまうことを懸念するわけです。ですから、ぜひそこら辺の議論も取り入れていただき

たいなと思っております。 

さらに、存廃のことです。ピュアをどうするかと。私存廃の議論というのは一応はすべき、一

応と言ったら怒られるけれども、すべきだと思うのです。築30年も経過しているわけですから。

存廃を議論してはならぬということにはならぬと思うのです。いろんな関係の人たちも含めて話

し合いをした中で、まずは存廃どうしましょうかと、そこから始まって、残すとなったら残すと

なるはずなのです。そのまま維持し、持ち続けるというそれありきという議論ではいけないと思

うのです。私は、まずは存廃が初めに議論され、その次に活用というふうになると思うのです。

さっきから何回も言っているその大規模な改修、修繕というのは、私は専門家でないからわから

ないけれども、改修の仕方によって費用も随分違う、違いますよね。例えば今から10年もつ改修

をしよう、20年はもつ、30年、どの時点までを見越した改修とするかで私は改修費用も大きく違

ってくると思うのです。でも、計画がないということは、大規模改修をするか、しないかも決ま

っていない、何年もつ耐用年数とするものとして改修しようか、それもまだ決まっていないとい

うことなのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 具体的なというか、そういう計画的なものは、今のところ

ございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それで、非常に不満なのです。私もですし、議会としてもこれは直近の課

題だととらえているのです。例えば去年の12月に政策提言させていただきました。３つあったの

ですけれども、その中の一つにピュアの利活用と中心市街地の活性化についてというのがあるの

です。さらに、その中には中心市街地の活性化を図るためにピュアの持つコミュニティー機能を
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生かし、これまで商業核施設として位置づけてきた１階部分を含め、みゆき通りに商店街の空き

店舗やピュア内に観光機能の配置など、市街地活性化核施設としての持続可能な利活用というも

のがあって、政策提言をさせていただいております。これやはり大きな問題なのです。私が思う

のは、これは勝手な言い方かもしれませんけれども、理事者側が空き店舗をどうするかに明け暮

れて、あの建物自体、全体をどうも重くとらえていないのではないかなと。私は、直近の課題だ

と思っているのです。この利活用も、大規模改修をどの程度、いつからどうやろうか、そのため

の費用どうしようかと。それを申しわけないけれども、何か問題を先送り、先送りしているとい

うふうに私は思うのです。これは直近に、近々に計画を立てて、しっかりと対応すべき課題だと

思うのです。私は、それが進まないから、何でこのような形でしかやれていないのだろうという

不満が非常にあるのです。どうでしょうか。もう早急に、今さまざまなことを私言いましたけれ

ども、そういうものも含めてピュアの利活用、今後改修どういうふうにするか、私はちゃんと通

り商店街だとかも含めてきちっと議論をする、そういう場が必要だと思いますけれども、いかが

ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 確かに今のところ具体的な改修計画というのは持ち合わせ

てはございません。ただ、本当に概算的に考えると、大規模改修となるとあれだけの大きな施設

ですから、手をかけていくと数年かけて、その金額も10億ではきかないでしょうし、相当な経費

がかかってくるという可能性がありますので、そういうところも踏まえて将来的にピュアを使い

続けていくのかというところも含めて、商工会ですとか通り会含めた関係団体、町民の皆様の意

見を幅広く聞いて、なるべく早い時期に将来的な方針というのはどこかの段階で定めていかなけ

ればならないというのは考えて、認識しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 今10億というお話しされました…… 

〔｢概算です｣と言う人あり〕 

〇14番(池田一也君) 概算10億。だから、概算10億というのは、どういう10億なのかというとこ

ろを聞きたいのです。さっき言いましたよね。10年もつのか、20年もたせるのか、30年もたせる

のか。だから、それはいい悪いは別として、今の10億、概算で10億というのは、何年もつと、何

年耐用を延ばすという考えの建物をつくろうとしての10億なのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) そこら辺も具体的にあれです。一般的に大規模改修を図る

となると、今でいえば長寿命化というようなところを意識していかなければならないでしょうか

ら、10年とかのスパンではなくて、さらにもっと長い期間を想定した改修というところで今言っ

た数字を言いましたけれども、これは特に何か積算をしているとか、根拠があるというわけでは

なくて、私のあのぐらいの規模感でいうとそれぐらいの経費はかかるのではないかということで

すので、ご理解ください。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) ですから、10億でも９億でも12億でもかかるのです、改修というのは。だ

から、その金額をかけるのがあの施設全体と考えたときに、その巨費を投じてあの建物を維持す

べきかどうかという判断が必要でしょうと言っているのです。最初からやり続けるというふうに
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ずっと言っているでしょう。だから、一度立ちどまって、大規模改修にかかわる費用も含めて、

利活用を今後考えたときに存廃もというところは私は何度も申し上げているのです。何回も言う

と、３回も４回も質問を同じことができませんので、これ以上はしませんけれども、これは一回

きちっとピュアのことについて議論すべきだと思うのです。 

例えば今回医療だとか介護だとかのことで特化して今対策室設けています。これは町長の考え

として対策室を設けました。私は、これはピュアに関しても、ピュアに関することを協議する対

策室というものがあって当たり前だと思っているのです。それぐらいやっぱり大きな問題だと思

っているのです。どうでしょうか、町長。そのようにして対応をきちっとするというつもりはあ

りませんか。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 今いろいろご指摘いただいているところというのは、おっしゃるとおり

で、耳が痛い話で、非常に困惑するところなのですけれども、今の医療・介護対策室のほうの話

とピュアというところを比較すると、私どもの受け取り方なのですけれども、ピュアというのは

山みたいなもので動かざるもので、ずっとこれは懸案事項なのです。ただ、もう５年も６年も前

からかなり危ないところもあって、担当のほうでもＡ段階、Ｂ段階みたいな、急を要するもの、

急を要しないものというような形で区分して、超危険、危険というところはもう既に改修は終わ

っておって、先ほど答弁させていただいた４億何千万という中の事業費というのはかなりそこに

入っていて、今は安定的な、例えば火山でいえば休火山のような、通常の使用には支障がない段

階なので、先送りしていると言われればそれまでなのですけれども、今一番が３階の屋上からの

雨漏りのところについてやらないでとまっている。これが一番大きくて、億単位の金がかかると

いうことで、どこから漏っているかわからぬというのが指摘を受けながら、金額が大きいので、

今直接的に室内に漏るわけでないので、据え置いておると。それで、今ご指摘のところというの

は、長期スパンで見るとおっしゃるとおりだと思います。ただ、医療、介護のほうは、波のよう

にここ３年、５年の間に一気に赤字が増えてきて、これは津波で逃げなければならぬというよう

なところからこれを防がなければならぬというところで今緊急にというか、もう２年もなるので

すけれども、水面下でやってきているものは。それを形づけるために対策室をつくって、今盛ん

に集中的にやらせていただいている。ですから、ちょっと危険度からいくと種類が違うという私

は受け取り方をしておって、いずれにしても町の課題というところはご指摘のとおりなのです。

ですから、ピュアも存続の話もされております。はっきり試算させていただいたわけではないで

すけれども、担当のほうにもあれを解体したらどうなるのだという話は投げかけはしていて、た

だ実際に私どもが建てた、町で建てた施設でないもので、何十本も二十何メーターのくいが埋ま

っているとかという話は聞くのですが、何本埋まっていて、地主さんがもしも更地にするときに

どこまで工事せいと、くいを全部抜けというのか、そういうところも協議は一切していないので、

どれぐらいの規模、それこそ人によっては10億はかかるぞと、解体にという方もおられるし、鉄

骨や何かは売れるから、もっと低い額で差し引きでやれるのではないかという方もおられます。

ですから、以前の質問にもお答えしているのは、建築して60年の耐用年数があるとして、今30年

たってしまった。残り30年をどう生かしていくか。それで、町の方針としては、今は解体という

ことに矛先を向けぬで、これから今ご指摘いただいているように10年でも15年でも、あるいは30年

のスパンでも使っていく方向で進めていきたいというところまでは協議させていただいておりま



 

 － 13 － 

す。ですから、それでは30年使うための大規模改造の計画をつくれというのはご指摘のとおりだ

と思いますので、ただ、今トータルとして申し上げますと財政状況の問題を、津波のほうの直近

のほうの解決が先で、これがやれることによって、やれる、やれないがはっきりしていませんか

ら、やれることによって一般会計のほうの財政状況が平準化する、将来を見通せるような状況に

なったときに何から手をつけていくか、今も滞っているものが例えば川ざらいの一つも先送りさ

せていただいているような状況もあるので、これの順位づけを再度やり直しをせんければならぬ

中の大きな一つとしてピュアがあるという認識でございますので、ご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 町の苦しい胸のうちというものもわかる気はするのです。ただ、何ぼ言わ

れて私も理解をしたとしても、医療、介護は波のようで、このピュアのことは山のようだと。う

まい表現だなと思っていますけれども、やはりこれはこれで大事なことであって、私先送りにし

ているとかという言葉を使わせていただきましたけれども、やはり今やるべきことだと思います

ので、しっかりとそこは議論をしていただきたい、重ねて申し上げておきます。これ以上このこ

とについて質問をしても何が進むかということは疑問ですので、今回の質問としてはこれで終わ

りにしたいなと思っております。 

次の２点目のコミュニティースクールですか、答弁をお聞きいたしますと町内全小中学校で導

入を積極的に進めていきたいのだと。そして、いろいろ答弁をいただきましたけれども、順次設

置が可能になるよう取り組んで、令和２年度には全ての小中学校に設置するよう支援していくの

だと。早いところで９月にはという答弁でしたので、今ここでこれはどうなのだ、ああなのだと

言っても、まだまだちょっと早いかなと。ただ、取り組みをしっかりしていただいていることは

答弁でわからせていただきました。また９月を過ぎたころに何ぼしかできていないとか、一校も

できていなかったり、また私なりに質問することがあれば質問していきたいと思いますので、再

質問はいたしません。 

では、これで私の一般質問を終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２９分 

                                            

再開 午前１０時４１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 次に進みます。 

 11番、田畑君。 

〔11番 田畑隆章君質問者席へ〕 

〇11番(田畑隆章君) それでは、通告に従って、以下質問いたします。 

過日の台風19号による豪雨災害では、11月14日時点で93名の死者、そして３名の行方不明者が

出て、関東、東北を中心に甚大な被害が出ています。亡くなられた方には深甚なる哀悼の意を表

し、被災された皆様にはお見舞い申し上げます。また、ボランティアに出られている方に厚くお

礼を申し上げます。 

昨年も西日本で大規模な大変な豪雨災害が起こり、毎年のように災害が発生しています。地球
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温暖化の影響がこのように荒々しくあらわれることは予想されてはいましたが、極めて厳しい現

実に改めて対策が急がれることを実感しています。町長も同意見かと思いますが、以下質問させ

ていただきます。 

１番目、新ひだか町タイムライン策定の進捗状況を伺います。これは、平成26年９月議会で取

り上げましたが、29年５月に平取町で、30年３月に日高町富川地区でタイムラインは策定されま

した。台風が来ていない時点で、避難準備など地域全体が動き出す仕組みです。ますます必要が

高まっていると思いますので、取り組みの進捗を伺います。 

２番目、我が町の豪雨災害でのハザードマップ上で、市街地浸水地域内における避難人口数と

体がご不自由で一人で逃げられない要支援者数、その避難所数と収容人員数は足りているかとい

うことですが、私の大事な親戚が多摩川の支流、浅川の土手の下に住んでいます。しかし、ご主

人さんは脳梗塞で車椅子生活です。大柄な方で、避難所への移動も難しいとかねがね思っていま

した。電話すると、諦めていますとのこと。町田市のハザードマップを見ると、親戚と隣近所だ

け浸水域から出ていました。ですから、ほっとしたのですが、要支援者がいらっしゃるご家族の

方には大変な気象状況になりつつあり、心配な事態と受けとめています。冷静な議論を進めるに

も正しい情報が必要ですので、お答えいただきたいと思います。 

続きまして、３番目、豪雨災害でハザードマップ上での浸水避難区域にある病院及び診療所の

数は何カ所か。医師の避難は自己責任でよいのか。大規模な災害において医療群と連携を図る必

要があると思うが、連携協議の現状はについてですが、静内地区の医療機関の多くが昭和30年水

害の床上浸水地域にあり、当然ハザードマップ上も浸水域であります。台風来襲が想定された場

合、計画避難を進め、その後の災害対策のとりわけ保健、医療について万全を期すべきとの思い

から、このことについては質問させていただきます。 

４番目、病院も緊急避難所となっているが、避難所ごとの運営はどう計画されているか。避難

者の人たちは、その地域の人たちです。その人たちと避難所運営ボランティアについて役割分担

をしていただくために事前に組織化し、話し合うべきであります。避難所の運営は、その地区の

人たちが組織的ボランティアとして参画していただく必要があると思いますが、認識を伺います。 

５番目、自力で避難所に来られない要支援者については、社協、町の包括支援センターや地域

連携室、自治会、組織化された避難所ボランティア等々と役割分担を十分話し合うべきと思うが、

いかがでしょう。 

６番目、ハザードマップ上、特に生命が危険と判断される地域と、自動車で避難途中に遭難さ

れる場合もあるわけですが、危険道路箇所は押さえているか、その告知は必要ではないかという

ことを以上６点こちらの席から質問させていただきます。よろしくご答弁お願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいまご質問のありました災害における避難所対応についてご答弁

申し上げます。 

まず、１点目の新ひだか町タイムライン策定の進捗状況についてでございますが、現在策定を

進めております台風の接近、上陸に伴う洪水を対象とした避難勧告発令着目型タイムラインにお

きましては、対象河川として水防法に基づき北海道が管理している水位周知河川であります真沼

津川、古川、静内川の３河川を対象としてございます。これら３カ所につきましては、平成29年
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６月に設立された日高振興局河川減災対策協議会の下部組織であります各関係機関の担当課長が

幹事となっています幹事会において、各市町村と北海道が河川ごとのタイムラインの策定につい

て協議を重ねてきたところでございます。その結果、現時点におきましては、北海道と最終調整

を行っている段階に入っておりまして、遅くても年度内には当該タイムラインの策定が完了し、

来年の出水期から本タイムラインの運用を開始できるものと考えているところでございます。 

また、当該タイムラインの概要につきましては、本町が平成30年４月に策定し、運用を行って

きております避難勧告等の判断伝達マニュアルと整合性がとれたものになる予定でありまして、

タイムラインの運用開始に伴いまして関係機関による当該タイムラインの共有を図り、迅速かつ

的確な情報の発信や伝達においてより一層の連携強化を図ることができるものと考えてございま

す。 

２点目の豪雨災害でのハザードマップ上で市街地浸水区域の避難人口数と要支援者数、その避

難所数と収容人数は足りているかについてでございますが、本町の防災ハンドブックに掲載して

おります河川洪水避難マップにより避難が必要と考えている浸水の深さが50センチ以上の浸水予

想地域の人口につきましては、青柳町地区や古川町地区など合計17地区にわたり、おおよそ

8,900人程度となってございます。そのうち高齢者や障がい者など特に配慮を要する方で、みずか

ら避難することが特に困難と考えられる要支援者の人数は、おおよそ270人程度と把握してござい

ます。これに対しまして市街地において浸水予測が50センチ未満の避難場所を選定いたしますと、

静内中学校や山手体育館など合計12カ所の避難場所におおよそ8,400人を収容できるものと考え

ておりますが、数字上では500人があふれてしまう計算になってしまいます。しかしながら、これ

はあくまで避難対象者全員が避難場所に避難する想定でありますが、災害に対する避難行動は２

種類ございまして、１つは大きい川の堤防のそばに自宅がある場合や住宅の２階以上が浸水する

可能性がある場所においては、その場所から避難する立ち退き避難の方法と、もう一つは比較的

浸水の深さが浅い場所については住宅の２階以上に移動する垂直避難の方法がございますので、

住民一人ひとりが自身の事情に合った避難行動をとっていただきたいと考えているところでござ

います。 

３点目の豪雨災害でハザードマップ上、浸水避難区域にある病院及び診療所の数は何カ所か、

医師の避難は自己責任でよいのか、大規模な災害において医療群と連携を図る必要があると思う

が、連携協議の現状についてでございますが、市街地における浸水の深さが50センチ以上の区域

にある病院につきましては、町立静内病院及び日高徳洲会病院の２つの病院と７つの診療所がご

ざいますが、これら医療機関に勤める医師を含め医療従事者など特定の個人に対する避難マニュ

アル等は町では定めてございません。ただし、個々の事業所においては、そのようなマニュアル

等の整備がされているものと考えてございます。 

また、大規模災害による多数の傷病者が発生した場合の応急医療につきましては、地域防災計

画に基づき町内在住の医師に出動を要請することとなってございますし、また災害規模に応じて

日高医師会に救護医療チームの出動要請を行うこととなってございます。さらに必要に応じ、災

害急性期には必要に応じて特別なトレーニングを受けた通称ＤＭＡＴと言われる災害派遣医療チ

ームの派遣について北海道に要請をすることとしてございます。 

なお、平時における防災担当部局と町内医療機関との連携協議につきましては、現状では特に

行っておりませんが、機会がありましたら町の状況や関係機関と協力体制などの情報共有を含め、
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連携を図っていきたいと考えてございます。 

４点目の病院も緊急避難所となっているが、避難所ごとの運営はどう計画されているか、避難

所運営ボランティアについて避難された地域の人たちと役割分担をしていただくために事前に組

織化し、避難所の運営に参画していただく必要性はあると思うが、認識を問うについてでござい

ますが、緊急避難所の運営については津波に対して逃げおくれた方が一時的に緊急避難する場所

として利用させていただくため災害協定を結んだホテルや病院は５カ所ございますが、こちらは

あくまでも一時的な避難所でありますので、安全が確保されれば速やかに指定された避難所に避

難していただくことになります。災害時における避難所におきましては、大きく２種類に区別し

ておりまして、１つは災害が差し迫った状況や災害発生時において住民の方が緊急的に避難し、

身の安全を確保するための指定緊急避難所、避難場所として、主に各地区に点在している生活館

等を指定しており、もう一つは災害発生により自宅に住めなくなってしまった方が一定期間滞在

するための指定避難所として、主に学校などを指定してございます。 

また、避難所運営のボランティアなどによる地域の方々の参画につきましては、どのような避

難所でも地震や津波、大雨等による災害により住民の方が避難を余儀なくされた場合の被災者の

よりどころとなるものでございますので、良好な生活環境が求められているところでございます

が、避難直後の避難所の運営につきましては、避難所担当職員による避難者の状況把握を初め災

害対策本部との連携により必要な食料や資機材等の確保が優先されますが、避難から数日が過ぎ

た段階になりますと自主防災組織や自治会、あるいは避難者自身にあっても避難所のルールづく

りなど避難先の避難所運営にかかわっていただく場面も必要になってくるものと思われ、そのこ

とにより、より良好な避難生活を送ることができるものと想定してございます。そこで、避難所

運営におけるボランティアについてですが、大規模災害時には社会福祉協議会による災害ボラン

ティアセンターの開設、運営などを担っていただくこととしておりまして、毎年12月に日高地区

防災ボランティア組織連携会議において平常時から各町の防災担当及び福祉担当並びに社会福祉

協議会の担当者が集まり、災害ボランティアセンターの必要性や役割等について理解や認識を改

めて共有しているところでございます。 

５点目の自力で避難所に来られない要支援者については、社協、町の包括支援センターや地域

連携室、自治会、組織化された避難所ボランティア等と役割分担を十分話し合うべきと思うがに

ついてでございますが、災害時における要支援者の対応につきましては、新ひだか町避難行動要

支援者避難支援プランに基づき、防災担当部局においては平常時から要支援者の把握をするため

毎年対象者名簿の作成、更新を行ってございまして、また福祉担当部局及び介護担当部局におき

ましても災害時における要支援者の避難、安否確認などの状況把握を行うこととしてございます。

また、地域包括支援センターにおいては、居宅介護支援事業所との連携により介護サービス利用

者の担当ケアマネジャーによる安否確認の把握や後方支援の要否を検討し、さらには緊急通報シ

ステム契約者など介護サービスの未利用者につきましても安否確認などの状況把握を行い、自治

会や自主防災組織につきましてもそれぞれの地域における要支援者への避難準備情報などの伝達

や安否確認に協力をいただくこととしてございます。 

なお、繰り返しになりますが、社会福祉協議会におきましては主に災害ボランティアセンター

の開設や運営等を担っていただくことと考えてございますので、ご理解願います。 

６点目のハザードマップ上、特に生命が危険と判断される地域と、自動車で避難途中に遭難さ
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れる場合がある。危険道路箇所は押さえているか、その告知は必要ではないかについてでござい

ますが、特に生命の危険があると判断する目安といたしましては、一般的に避難が難しくなると

される浸水の深さ50センチ以上とした場合には、青柳町、古川町、緑町、御幸町、吉野町の全地

域と、そのほかにも本町や旭町の一部など複数の地区がございます。危険道路の箇所におきまし

ては、防災ハンドブックの河川洪水避難マップによりある程度の洪水による浸水予測範囲は認識

しているものの、都市部でよく言われるアンダーパスなどの道路は本町にはございませんので、

特定の危険道路の箇所につきましては特段押さえてはございません。実際の避難に当たりまして

は、自動車を利用する方もいらっしゃいますが、洪水時における車での避難につきましては、か

なりの危険が伴うものでございまして、具体的に申し上げますと浸水の深さが10センチから30セ

ンチで車のブレーキ性能が低下し、安全な場所に車を移動させる必要が生じ、30センチから50セ

ンチでエンジンが停止し、車から退出を図らなければならなくなり、50センチ以上になりますと

車が浮き、またパワーウインドーが機能しなくなるとともに車の中に閉じ込められてしまい、車

とともに流されることにもなりかねません。このことからも避難に当たりましては、町内の移動

に限らず、路面が見えなくなるくらい浸水している道路は避けていただきながら、速やかに安全

な場所へ避難していただきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) タイムラインが今年度中にでき上がるということをお聞きしまして、大変

心強く、よかったなと思っています。ただ、平取も、それから富川地区も試用版のタイムライン

になっている。うちの町のも多分そうなるのだろうと思うのですけれども、その辺の説明をして

いただければありがたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 

〇総務課主幹(浦東史博君) 今ご質問のタイムラインの運用についてなのですが、北海道におい

てもタイムライン策定した後については、一応議員おっしゃるとおり、まずは試用、試すという

ことでの試用の運用ということでなっておりますので、本町におきましてもタイムラインが策定

されたときに関しましては、まずは試用ということで運用を開始していくものと思ってございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) これは、多分完全版と言ってもいいのですけれども、人間がやることです

から、つくるものですから、当然間違いだとかそごだとか、そういったものが出る。それを使っ

ていく中で、やっていく中で正しいものにだんだんなっていくだろうと、そういうような意味で

はないかなと私自身とらえているわけですけれども、そういうふうに地域との協議の中ですぐれ

た、完全なタイムラインができ上がると考えてよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 議員おっしゃるとおり、当然運用していく中でふぐあいがある部分に

ついては見直しを行っていくというふうな考えでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) そういった中で、静内高校生も地学の先生を中心にしてマイタイムライン

というものを策定されたというふうに新聞紙上で見たわけなのですけれども、それについて評価

と言ったら上から目線になるので、感想をお聞きしたいと思うのですけれども。 
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〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 

〇総務課主幹(浦東史博君) おっしゃるとおり、本年10月におきまして３年生の地学基礎選択者、

全部で160名いらっしゃるところなのですが、その生徒たちを対象に、私どもだけではなくて室蘭

地方気象台による主な水害、土砂災害だとか日高地方における気温など、今後の将来予測の防災

講話や、さらにはそのとき室蘭開発建設部のほうも見えていまして、国内における洪水による災

害の発生状況など防災講話を行ったところでございます。また、この防災に関する事業は全部で

５回開催されておりまして、その中でも最後のまとめの授業におきましては私ども防災グループ

も参加しまして、生徒それぞれが自分自身の避難行動計画でありますマイタイムラインの作成の

支援を行ったところでございます。結果といたしましては、生徒たちのアンケート結果の集計に

よりますと、９割の生徒の方々で防災意識が高まったという回答が得られている状況ですので、

非常に私どももそういったところに参加させていただいて勉強になったなと思っているところで

ございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 今防災講話についてお話しされたわけなのですけれども、気象庁、いろい

ろなところがされるのでしょうけれども、平取町も、それから富川地区のハザードマップをつく

ったときにも何かそういうようなことを企画されているように書かれているのですけれども、う

ちの町ではまだ計画はされていない、できていないので、その辺についてはいかがでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 現時点ではそういった計画はしてございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) やっぱり一人ひとりが着実に逃げていただくということを考えると、そう

いったことも必要ではないかと要望させていただきます。 

続きまして、２番目のほうなのですけれども、8,900人が逃げなければならない地域に住んでい

る。そして、12カ所の避難所に逃げなければならない。そして、そこに270人の要支援者が一緒に

逃げなければならない、こういうようなことをお聞きしました。これは、270人の人というのは介

助を要する人ですから、介助をする人も当然行かなければならないというふうに考えます。逃げ

やすいところ、ここに用意しましたよというだけでなくて、やっぱり逃げやすいところというの

が必要なのだと思うのですけれども、例えばお寺なんか、昔からの集会施設でありますお寺なん

か３カ所ぐらいは十分そういう機能を果たせるかなと思ったり、民間施設でも何カ所かあると思

うのです。公的な機関だけでなくて、そういったところも緊急避難所として地域の人たちと一緒

に話し合って、そしてそういったところが指定していかれればまた違うのかなと思うのですけれ

ども、地域との民間避難所、民間の緊急避難所の指定についてはどういうふうにお考えになって

いますでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 

〇総務課主幹(浦東史博君) 今お話の中でお寺などの民間との指定緊急避難所の指定ということ

でございますが、現時点におきまして考え方といたしましては、やはり町の施設をメインとして、

浸水の深さが50センチメートル未満にある場所を指定緊急避難場所として指定していくことで考

えてございます。お寺などの民間につきましては、やはり相手があることでして、それぞれの相

手、事業所などでもそれぞれの事業所の事業の継続などもありますので、そういったある程度広
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い建物があって、収容できる部分があるということは理解しますが、繰り返しになりますが、今

の考えとしてはやはり町の施設だとかを最優先として避難場所に指定していくという考えでござ

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 避難所もそうなのですけれども、実は古川からオオカワにかけての地区な

のですけれども、避難する場合に古川を渡らなければ、渡らなければというのは橋を渡らなけれ

ばならないわけなのですけれども、私が昭和30年のとき、あのときはあの古川というのは物すご

い濁流、橋をも流そうかというような濁流でした。ですから、その隣の道を歩いて避難するとか

というのは、極めてそうなったときには危険なわけです。そうすると、古川地区、青柳地区とい

った人たちの要支援者の人たちは、もう早くに移動していいただくということが必要なのかなと

は思っております。 

そこで、続いて３番目なのですけれども、医療機関との連携協議なのですけれども、連携協議

は行われていないということなのですが、機会があったら行うというこのお話は少々消極的かな

と思うのです。タイムラインが来年の３月ぐらいまでにはできる。このタイミングでタイムライ

ンの共有を図るということを言われているわけですから、そのタイミングで医療機関との連携、

特にさっき言いました古川からオオカワにかけての医療機関というところと十分に話し合うべ

き。ほっておいたらただの避難者になってしまう。だけれども、十分な準備があれば違うところ

で医療保健活動にその人たちにチームとして参加していただけるということがあろうかと思いま

すので、ここのところ消極的ではなくて、もう一歩進んで連携を図るというような、そういうよ

うなこと、３月まででなくてもいいですけれども、これを機会に図っていくというふうなお答え

にならないかなと思って聞いておったのですけれども、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 私壇上お答えした中で、全く連携をしていなくて、消極的な答えをし

たというわけではなくて、地域防災計画の中でそういった医療機関との連携について決めており

まして、そういった中で要請に応じて動いていただくというふうなものはもう決まってございま

す。ですので、全く連携を図っていないということではございません。私申し上げたのは、平常

時の常日ごろの情報交換ですとか、そういった部分においては各医療機関ですとか病院の先生方

とはお話ししていないということございますので、そういった部分で先生方大変お忙しいので、

そういったお集まりいただいた機会に私たち顔を出させていただいて、町ではこういうことを考

えていますというようなことを平常時に情報共有といいますか、そういった部分でお話ししたい

というふうなことでご答弁いたしましたので、ご理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) やっていただけるということで、ですから全体的な考え方として、災害本

部を立ち上げてから仕事だというふうなことはちょっと違うかなと。例えばここの医療機関が動

き出すのはもっともっと前でないと、さっき言いましたようにあの危険な古川のことを考えると

もっともっと以前から動き出す、多分そういうようなことを協議の中では言われるのだと思うの

で、私は心配していません。地域との協議の中でいいものにどんどんなっていくと思います。で

すので、そこのところをしっかりやっていただければと思っています。 

続きまして、４番目についてなのですけれども、緊急避難所を含めて避難所の運営なのですけ
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れども避難する避難者というのは、支えられなければならない人も確かにいます。でも、支える

ことができる人もその中にはいるわけです。緊急避難のときも混乱を避けるためにその人たちが

しっかりと組織化されて、役割分担があって、私はこういう役割、私はこういう役割、けがした

人がいる場合には私がこういうふうなことをするとか、こちらに連れていくだとか、この人と連

絡をとるだとかという、そういう組織化、これというのは平常時にやっておかなければ、そのと

き急に言われてもできないのではないかな、やってやれないことはないかもしれないけれども。

平常時はそういうことができるチャンスなわけですから、住民を信じて、やる必要があるのだろ

うと思うのですけれども、そのボランティア組織をどこかの時点で組織化していく必要があると

思うのですけれども、その辺についてどうお考えになられていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ボランティア組織の事前にというお話ですけれども、確かにそういっ

た組織、組織といいますか、事前の訓練等で役割分担を確認するというのは非常に重要なことと

思います。ただ、実際の災害起きたときにそういった方たちが現にその場に行かれるのかという

のは、それはそのときになってみないとわからないことでもございますので、そういった組織が

ノウハウを蓄積する部分について訓練等でノウハウを蓄積、自治会もそうですけれども、そうい

ったノウハウ蓄積していって、こういった場合にはこういうふうに動くのだよというふうなこと

をその団体等で共有していただければと思います。ですので、避難訓練ですとかそういった部分

で参加していただいて、それぞれの役割のものをやっていただくというのが大変重要だと思いま

すので、そういった部分では可能と思いますけれども、改めて事前にそういったものを組織して

やっていくというのはなかなか難しいのかなというふうな認識でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 難しいのはわかるのです。難しいのはわかるけれども、５番目に入ります

けれども、新ひだか町避難行動要支援者避難支援プランというものがありますけれども、ではこ

れのやっていかなければならないプランニングをされていることについて、今現時点でどの辺ま

でできていて、先ほどの名簿なんかはきっとできていると思うのですけれども、どの辺まで進捗

しているのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。 

今田畑議員がおっしゃられたとおり名簿を作成しまして、その後、個別計画にはなるのですけ

れども、今総務課長が申し上げたとおりボランティアという部分も絡んではくるのですけれども、

対象者が多数になること、さらにその支援をする者などかなり課題が多くて、現段階においては

進んでいないという状況になっております。ただ、策定を当然念頭に置きながら、防災担当課が

重点を置く共助としての自主防災組織を設立することも含めながら、避難支援策を行ってまいり

たいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) この構成団体、推進体制の構成は、班長さんに福祉課長さん、そして健康

推進課長さん及び町民福祉課長さん、班員に福祉担当の方、介護担当の方、それから防災担当の

方というふうに記載されているわけなのですけれども、構成して、避難支援体制の整備に当たっ

ては民生児童委員、それから自主防災組織、自治会、社会福祉協議会の関係者の協力を得ながら
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進める。この辺の進捗状況というのは、連絡とられているとは思うのですけれども、もう一歩進

んだボランティア組織のところまでの組織化までは進んでいないと、そういうふうな認識でよろ

しいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 議員おっしゃるとおり、状況はそのような形にはなっておりますけれ

ども、先ほどからの防災担当がおっしゃるとおり、社会福祉協議会が当然この災害には絡んでく

るとか、今おっしゃられた民生児童委員についてはこのときにはこういうふうにしなさいよとい

うふうなときに一つ一つの指示というのは福祉のほうからは出ておりませんけれども、委員みず

から災害のときに地域を回ってもらったり、そういうことは実際行われておりますので、それを

組織立てをして、個別の計画というところまでがいっていないということで、災害に対する取り

組み、当然担当課としては必要な部分は行っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 言っていただいた個別計画の作成、このマニュアルの支援プランの11ペー

ジにある個別計画の作成、ここがやっぱり大切なのだと思うのです。そういう自分で動かれない

人たち、今回の災害でも、19号の災害でもベッドの上にそのまま水没して水死体で発見されたと

いうようなニュースもありましたけれども、その人たちをどうやって救っていくかというのはこ

の個別計画にかかっていると思います。ですから、その270人の方、この方々の個別計画をいつま

でどうやってというようなことも必要なのだと思います。 

それから、その名簿の中に、ちょっとお聞きしたいのですけれども、名簿の中に赤ちゃん、生

まれたての赤ちゃんもいれば、１歳ぐらい、まだ歩かれない人たち等々の名簿というのは、そこ

には加わっているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今要支援者の名簿の対象というご質問ですけれども、対象といたしま

しては、要介護認定を受けている方、介護度が３から５の判定、それと身体障害手帳を持ってい

る１種１級及び２級の認定を受けている方、それと精神障害者手帳を保有している１級及び２級

の認定を受けている方、あと療育手帳のＡとＡ１、Ａ２の判定を受けている方というふうなこと

で対象者を絞ってございますので、今ご質問のありましたような生まれたばかりの赤ちゃんです

とか、そういった方というのはその名簿の対象には入ってございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) そういった人たちもいわゆる要支援者になってくるかなと思いますので、

その辺もよろしくお願いしたいと思います。 

それから、どうやって避難するかというときには、地域の人たちの手助けがやっぱり必要なの

だと思うのです。270人プラスアルファの人たちを避難させるためには、地域の人たちと十分に理

解し合って、ただ名簿を公表する、しないということも、支援プランの中には名前を公表してい

いよという人と公表してはいけませんよという人と分けるようになっていますが、それぞれ違う

避難の仕方をするというふうに考えてよろしいですか。というのは、公表されていれば地域の人

たちが支援しやすい。だけれども、公表されていなければさわれないというふうに感ずるのです

けれども、この辺についてどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 
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〇総務課主幹(浦東史博君) 要支援者に当たる名簿の事前公表のお話かと思いますが、平常時に

この要支援者に係る名簿を地域、自治会や自主防災組織などに公表する場合には、本人の事前同

意が必要となっておりますので、そういったことでの取り扱いと。また、大規模災害などの災害

時においては、ケース・バイ・ケースですけれども、本人の同意がなくてもその情報を地域に避

難支援のために提供できるというようなことにもなっている現状にあります。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) そういったことを地域も理解して、そしてこの個別計画について、270人に

なるのか、300人になるのかわからないけれども、9,000人くらいの市街地の人たちがそれぞれ分

担して、避難行動に結びつけていくということかなと思っています。役場の職員の皆さんのどな

たかもきっとその要支援対象になっていて、十分に働くためにはそういうバックアップがしっか

りなければ十分に働けないのでないかなと思っています。そういうようなことで、ここについて

は、このタイムラインがうちの町ができるということを契機に、どんどん地域にボランティア活

動を進めていってもらいたいと思います。 

６番目についてなのですけれども、先ほどから言いましたように私は昭和30年の災害のときに、

洪水のときに小学校の１年生になるか、ならないかだと思うのですけれども、みゆき通りが大き

な川になって、どんどん流れていく。うちのおやじたちはどんなことをやったかというと、腰ま

でつかって上から流れてくる木材を、そのころはガラス戸だったものですから、そこに入ってこ

ないように、ぶち当たってこないように一生懸命物干しざおでそっちに追ってというような記憶

があります。ですから、決して災害が起きない町ではない。最近の雨の状況を見ていると、いつ

起きてもおかしくないという状況だと思っています。ですから、地域を元気に、地域がみんなで

助け合って生きていくそういう共生社会をつくる上では、このタイムラインが一つの契機になる

のでないかと思っています。決意のほどを聞かせていただけたらありがたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) いろいろとこの災害、防災に関してご質問いただきました。それで、

やることはいっぱいあります。確かにこの災害対応に関しては、完璧にというのは非常に難しい

問題もあります。ただ、町としては、この災害に関しては津波、地震は急に起きるものですから

なかなか難しい点もありますけれども、特に雨等の災害については、事前に今気象庁からの情報

なんかも防災のほうで入手して、庁舎内全体に情報協議をしております。これをいかに判断をし

て、早目に住民の方に情報を提供するというのが当然必要になってくると思いますし、逆に住民

の皆さんにお願いしたいのは、今自主防災組織等々でいろいろ結成等もお願いしてございますが、

やはりなかなか役場の職員、それから消防、警察等関係機関も災害が起きたときに全ての地域に

職員なりが向かうということは難しい状況にありますので、やはり地域についてはそういう組織

において対応していただくというのは、これから先非常に必要になってくるかと思います。 

タイムラインのお話もいただきました。後ほど阿部議員のほうからもタイムラインのご質問あ

りますけれども、冒頭で壇上のほうでご答弁したとおり、今、日高管内あわせて協議をしており

まして、当然この情報というのはできましたら住民の皆さんに情報提供というのは素早くしてい

かないとならないというふうに思っておりますし、それに基づいてまた町のほうで考えなければ

ならない対応というのも出てくるかと思っております。なかなか難しい問題もありますけれども、

住民の皆さんの生命、財産を守るため、我々としても努力をしていきたいというふうに考えてご
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ざいます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) よろしくお願いいたします。 

これで質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 説明員の入れかえがありますので、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３０分 

                                            

再開 午前１１時３１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

次に進みます。 

６番、下川君。 

〔６番 下川孝志君質問者席へ〕 

〇６番(下川孝志君) 通告に従いまして、３点について質問いたしたいと思います。 

今年に入ってからも何件かの交通事故があって、残念なことに死亡事故が発生しています。そ

の現場検証がコメントとして新聞等にも載っていましたけれども、新ひだか町ではピカッ！と

25000人運動ということを取り組んでいましたけれども、残念ながら私から見るとその効果がなか

なかあらわれていないし、広がりを持っていないと。その死亡事故が起きたときに、夕暮れだっ

たのですけれども、もし反射テープなり、反射するものを張ってあったら事故を防ぐことができ

たというコメントが載っていました。私も朝早く出かけるときとか、夕方送迎で出かけることは

多いのですけれども、残念ながら上下、上から下まで真っ黒で、反射テープも何もつけていない

ためにぶつかりそうになるぐらい危険な状況に何回も遭ったことがあります。せっかく我が町は

反射テープとか、この間は手袋とかを配ったりをしていましたけれども、やはり事故を未然に防

ぐためには、歩道があるのですけれども、まだ歩道でないところを歩いたり、朝夕の散歩をして

いる人も非常に多い町だと思います。そういう意味では担当課が中心になって、老人クラブだと

か、またはいろんな団体に対してみずから事故に遭わない努力をするという、もしくは必要な人

は役場に来て、もらっていきなさいだけではなくて、きちっとそういう運動として取り組んでい

って、事故が起きない努力というのが私は必要だと思います。 

それと、小中学生が塾の帰りとかクラブの帰りでも今もう真っ暗になってからも帰る子どもた

ちがいます。そういう意味では、学校も小中学校は特に低学年の人もいますし、今テープも張ら

ないで歩いて通っている人もいっぱいいます。そういう意味では、学校としてきちっと指導して

いく、啓蒙していく、またはきちっと反射テープなら反射テープをつけるというようなことの取

り組みが私は必要だと思いましたので、１点目にこれを取り上げました。 

２点目は、少子高齢化対策についてですけれども、我が町も含めて残念ながら人口がほかの町

よりはまだいいとしても減少傾向にあります。毎月広報の裏を見ると、生まれた人の数の２倍か

ら３倍が死亡しているという現状が載っています。2018年度に生まれた子どもの数が91万8,000人

だということですが、合計特殊出生率も1.42からほとんど増えていません。国は、一応希望出生

率を1.8と掲げていますけれども、それは数字を挙げただけであって、安心して子どもが産める環

境、子どもを育てる環境が整っているかというと疑問でしようがありません。そういう意味では、

我が町においても基本的には全産業で人手不足だ、人手不足だということが言われていますけれ
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ども、やはり子どもの数を増やさないことには、人口が増える状況をつくっていかないことには

その解決にも届きません。そういう意味からも新ひだか町の今後の人口減少を防ぐための対策を

どのように考えているのかをお聞きいたしたいと思います。 

それと、高齢者対策という部分では、2000年から民間参入が認められましたので、新ひだか町

は特に管内でも全道の類似する市町村と比較しても非常に民間参入が多くて、医療、介護の環境

というのはある意味では整っている面があります。ところが、実際には医療制度や介護保険制度

だけで高齢者を守ることができるかというと、残念ながらそれでは十分ではないということが明

らかになっています。実は、2000年度から介護保険制度ができましたけれども、この制度は民間

参入を促すだけではなくて、事業者を増やすだけの目的ではありません。本来並行して地域住民

による助け合いによって、介護をみずから町民が支え合う町をつくるということが挙げられてい

ます。そういう意味では、高齢者の４分の１は要介護者ですけれども、あとの４分の３は元気な

人もしくは働いている人たちです。としたならば、我が町で高齢者になったとしても、要介護者

になったとしても安心して暮らしていくための仕組みづくりには、住民同士による支え合い、助

け合いが必要だと思いますけれども、残念ながら組織がほとんどできていません。何個かの自治

会では高齢者対策を積極的に取り組んでいるところもありますし、認知症カフェについても私が

知っているだけでは10件程度ですけれども、各町で今増えつつあります。しかし、我が町の計画

からいうと、認知症カフェについても30個ぐらいはやはり箇所が必要だということが挙げられて

いますけれども、実際にはほとんど増えていないという現状です。多分今年１年間を振り返って

も、新しい認知症カフェの居場所というのはほとんど増えていないと思うのです。そういう意味

では、わざわざ遠くから静内の認知症カフェに出てくるのではなくて、三石であったり、春立で

あったり、御園や豊畑であったりという地域、地域に近所の人が集まれる居場所としての認知症

カフェをつくっていくような取り組みが必要だと思うのです。そういう意味では、ボランティア

組織だとか自治会に対して、そういう高齢者対策の一つとしての支え合い運動ということを仕掛

けていく必要があるのかと思いますので、それについての経過と対策についての考え方をお伺い

いたしたいと思います。 

最後に、３点目ですけれども、外国人の指導助手のことですけれども、私も１度授業見に行き

ましたし、あるお母さん方から聞いた話ですけれども、残念ながらこの英語指導助手というもの

が果たして本当に効果的に生かされているだろうかという疑問を投げかけている人がいました。

先日のある新聞によりますと、この英語指導助手の身分が非常に不安定なものだと。また、現場

の先生との関係性がきちっとできていないために、途中でやめて帰ってしまったという例が新聞

に載っておりました。そういう意味では、英語指導助手を入れて、子どもたちが英語に興味を持

ったり、ある意味では会話をできるような仕組みづくりのことかもしれませんけれども、１点目

はこの外国語指導助手がきちっと意欲的に取り組むための環境づくりのための身分保障は、我が

町の場合はどうなっているのか。これは、私が調べた範囲では市町村によってちょっと差がある

ということがありますので、我が町の場合のことをお聞きしたいと思います。 

それと、新ひだか町では、途中からいなくなったということは聞いたことがないのですけれど

も、給与等にこの先生方の不満というものがないのかどうかを確認したいと思います。 

それから、３つ目は、英語の先生とこの外国人の指導助手の方の話し合いというか、信頼関係

というのがどのような形で行われているのかをお聞きいたしたいと思います。 
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それから、指導助手を現場に入れているという評価はどうなされているのかをお聞きいたした

いと思います。よろしくどうぞお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君、ここで休憩したいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

〇６番(下川孝志君) はい。 

〇議長(福嶋尚人君) では、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時４１分 

                                            

再開 午後 １時００分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 大久保生活環境課長。 

〔生活環境課長 大久保信男君登壇〕 

〇生活環境課長(大久保信男君) 下川議員からのご質問の大きな項目の１つ目の新ひだか町ピカ

ッ！と25000人運動が生かされていないとのご質問についてご答弁申し上げます。 

今年新ひだか町におきまして残念ながら交通事故によりとうとい命を落とされた方が５名とな

っており、例年よりも非常に多い状況であります。亡くなられた５名のうち３名は、夕暮れから

夜間にかけての時間帯に事故が発生しており、発生の状況につきましては、10月には三石越海町

の国道で94歳の女性と79歳の女性２名が、11月には静内旭町１丁目の道道で82歳の女性１名が道

路横断中に車にはねられ亡くなられておりますが、いずれも夕方５時過ぎに起きた冬の早い日没

後の事故でした。亡くなられた歩行者は、いずれも高齢者の方で、夜光反射材を身につけていな

かったことや明るい服装ではなかったことなどから、ドライバーが気づくのにおくれたものと聞

いております。 

ご質問の新ひだか町ピカッ！と25000人運動につきましては、平成25年に発生しました三石の国

道を横断中の女性２名が犠牲となった事故を初め、その後も事故が相次ぎ発生しましたことから

この運動が発足したもので、翌年の平成26年４月から高齢者を中心とした歩行者が悲惨な事故に

遭わないよう夜光反射材の配付をし、町民の皆さんが夜間に歩行する際に反射材を身につけてい

ただけるよう取り組んだものでございまして、この後におきましても毎年春は三石地区で、秋は

静内地区で開催しております町民安全大会におきましても反射材の配付を行い、現在も着用の啓

発を継続しております。先ほど申し上げました今年の死亡事故を受けまして、町では高齢者が集

まる会合に積極的に出向く機会を増やし、警察署で交通安全を担当する署員の方を講師に招いて

交通安全講話を実施して、夜間の外出時には明るい服装、夜光反射材の着用、道路を横断する際

には必ず左右を確認しながら渡ることの重要性を繰り返しお話しさせていただいているところで

ございます。また、夜光反射材の着用推進として、反射材つきのエコバッグや手袋、キーホルダ

ーなどを街頭啓発や交通安全講話を通じて配付し、配付の際には必ず身につけて自分の身を守っ

てくださいと呼びかけており、実際に持っているバッグやつえなどに反射材や反射シールをつけ

させていいただく取り組みも実施しております。ドライバーに対する啓発活動としては、各交通

安全運動期間の初日に交通安全協会により赤色灯を点灯した車両によりレッド駐留を実施し、ス

ピードダウンの啓発活動を実施しております。 

今後におきましても関係機関等とも協議しながら、このような取り組みを地道に継続していく

ことが悲惨な交通事故を減らし、交通事故死ゼロにつながっていくものと考えておりますので、
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ご理解をよろしくお願いします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田地域包括支援センター長。 

〔地域包括支援センター長 角田しのぶ君登壇〕 

〇地域包括支援センター長(角田しのぶ君) 下川議員ご質問の２点目、少子高齢化対策について

答弁申し上げます。 

まず、少子化についてでございますが、当町におきましても非常に深刻な問題としてとらえて

おります。平成27年度に策定しました新ひだか町創生総合戦略において国における2020年度の展

望値を参考とし、2040年における合計特殊出生率1.6人以上を目標値として各種施策を推進してき

たところでありますが、女性が生涯に産む子どもの推定人数を示す当町の合計特殊性率は、平成

28年度1.7と目標値を上回ったものの、翌年、平成29年度には1.27、平成30年度1.31と目標を下回

る結果となっております。少子化の要因については、人口減少に伴う子育て世代の減少を初め、

結婚に対する意識の変化による未婚率の上昇、晩婚化、晩産化の進展や経済的な問題など、さま

ざまな要因が原因とされており、その対策として国を初めとした多方面からの施策を講じている

ところでありますが、少子化に歯どめがかけられていない現状にあります。 

当町といたしましてもこれまで推し進めてきた施策の見直しと新たな取り組みに向けた検討協

議を重ね、各関係部署、関係機関と協力し、地域住民が安心して出産や子育てができる環境づく

りに努めてまいりたいと考えております。 

続きまして、高齢者対策についてでございますが、全国的な少子高齢化、人口減少、労働力人

口の減少が見込まれ、増加する医療、介護ニーズにより医療保険制度や介護保険制度など、社会

保障の持続が危ぶまれている状況も見受けられております。この状況は、当町といたしましても

深刻な問題であるととらえており、ご質問の医療保険や介護保険制度だけではなく、互助として

地域で暮らす住民による支え合いの仕組みづくりへの取り組みは大変重要であると認識しており

ます。 

そのための具体的な取り組みとして、当町では平成28年度より生活支援体制整備事業として、

町及び社会福祉協議会に住民による支え合い体制の仕組みづくりを推進するための生活支援コー

ディネーターを配置し、医療、介護関係者、民生委員、先駆的に地域で支え合い活動を実施して

いる自治会の方々をメンバーとする地域支え合い部会の開催や地域を支える担い手の養成を目的

とした介護予防サポーター養成講座を開催しております。その展開の中で、地域の中で住民や介

護事業所、自治会等が主体となる介護予防や健康づくりのための集まり、集いやカフェが町内各

箇所で開催され、地域の方々とのつながりを持ち、高齢者等のちょっとした困り事や不安や悩み

等の相談ができたり、地域との交流が図られてきております。今後も下川議員のご質問のとおり、

このような高齢者の生活を地域の身近な方々で支え合ったり、助け合ったりできる地域支え合い

活動を工夫を凝らしながら町内全体に広げていきたいと考えております。 

以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〔管理課長 片山孝彦君登壇〕 

〇管理課長(片山孝彦君) 下川議員からのご質問の大きな３つ目、ＡＬＴ、外国語指導助手につ

いてご答弁申し上げます。 
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初めに、１点目の助手の身分保障はどうなっているかについてであります。当町におきまして

も現在２名のＡＬＴを配置し、小中学校における英語教育の指導の補助に当たらせているところ

であります。ＡＬＴの雇用形態は、各自治体に任せられていることから、安定的な指導を行って

いくために直接雇用による配置を考えてきたところですが、日本語力に不安があることや指導経

験が浅い、あるいは転職歴が多いなどの理由により採用に至るまでの適任者がなかなか確保でき

ず、現在は直接雇用の嘱託職員１名のほか、株式会社インタラック北日本札幌支店との人材派遣

契約において１名を確保し、２名体制で運用しています。嘱託職員１名につきましては、毎年度

の任用協議による更新となりますが、地方公務員として身分が保障されており、来年度以降も会

計年度任用職員として直接雇用を考えていることから、引き続き適正な任用、勤務条件が確保さ

れるものと考えております。一方、派遣契約によるＡＬＴ１名については、業務内容についての

契約であり、身分保障については派遣されている者と派遣会社との雇用契約によることとなりま

すので、その内容につきましては把握してございません。 

続きまして、ご質問の２点目、給与に不満が出ていないかとのお尋ねでありますが、嘱託職員

については募集要件に報酬や勤務条件を示し、求人しておりますし、採用後についてもそのよう

な不満を訴えてきたということはありません。また、派遣のＡＬＴについても派遣会社との雇用

契約になりますので、給与面について教育委員会や学校に対し不満を訴えてきたということはご

ざいません。 

続きまして、ご質問の３点目、指導面について教師と助手の話し合いの場が確保されているか

とのお尋ねでありますが、当町で雇用している２名のＡＬＴは、１名が小学校専属、もう一名が

中学校専属となっておりまして、中学校専属のＡＬＴは学校数や英語の教師がいる関係から、問

題なく話し合いの場が確保されています。一方、小学校専属のＡＬＴに関しましては、全ての担

任教師とじっくり時間をかけて話し合いの場を持つことは難しいため、各小学校の英語教育推進

リーダーに時間割の調整を初め、事前の打ち合わせや連絡事項の伝達、ＡＬＴから担任教師への

アドバイスの伝達などの業務をお願いして、組織的な学習活動の推進に努めております。また、

ＡＬＴの勤務時間は、町内全ての小学校の退勤時間まで網羅できるように設定しておりますこと

から放課後の打ち合わせも可能なため、話し合いの場はおおむね確保されていると考えておりま

す。 

最後に、ご質問の４点目、指導助手の評価はどのように行われているかについてご答弁申し上

げます。評価につきましては、幾つか方法がございますが、まず直接雇用のＡＬＴにつきまして

は、管理課指導主事が学校訪問での授業参観、各学校に配置している英語教育推進リーダーを集

めた会議、また校長会議、教頭会議等において各学校での指導の様子について伺い、評価をして

おります。一方、中学校専属のＡＬＴにつきましては、派遣契約を結んでいる業者からＡＬＴの

授業に取り組む態度や熱心さ、児童生徒とのかかわり方、指導能力などについて年２回にわたり

派遣している学校に対してアンケートの実施による評価が行われておりますし、教育委員会にお

いても英語教育推進リーダー会議などや管理課指導主事による学校訪問の際に、各中学校の管理

職にＡＬＴの状況について聞き取りをして評価を行っているところであります。 

以上、ご答弁といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) まず、１点目のピカッ！と25000なのですが、私も始まったときにこれをも
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らったのですが、これは25000というぐらいだから、そのときには２万5,000枚つくったと思うの

ですけれども、今現在これは何ぼ残っているのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保生活環境課長。 

〇生活環境課長(大久保信男君) 今この反射材ですけれども、ちょっと正確に数字押さえており

ませんけれども、300本程度は残っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 先ほどの答弁では出てこなかったのですが、かなりの枚数出たことにはな

っていますけれども、これをつけている人に会うことはほとんどないのです。朝も私会社行くの

早いから散歩している人と会うのですけれども、ほとんどつけている人に会わない。夕暮れどき

もほとんど会わないのです。配ったかもしれないけれども、つけていなかったら私は意味がない

と思うのですけれども、これを活用されていると思っているでしょうか。その認識はどうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保生活環境課長。 

〇生活環境課長(大久保信男君) 確かに私自身もなかなか夜の道を歩くことありませんけれど

も、出たときにつけている方いないかなということで見て確認しているのですが、なかなかおら

れないという状況であることは認識しております。 

それで、反射材の着用につきましては、腕に巻くタイプについては、先ほども壇上でご説明し

たのですが、全部ではないのですけれども、三石地区、静内地区の交通安全の町民大会でも配っ

たり、また違うもので、なかなか腕に巻くということもしてくれないところもあるものですから、

かばんに取りつける反射材だとか、あとまた靴だとかバッグにシール式でつけれるようなものも

配ったりということもしているところです。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私が思うには、交通安全の年に２回のときに配られたり、そのときにはお

話も出て、またああいう集まりに来る人はちゃんとやっていると思うのです。それ以外の人がつ

けていないのです。つけていると、これでも非常に車のライトを当てると反射するので、わかり

やすいのです。ですから、やはりつけて歩いている人が増えるということを増やさなければ事故

は起きます、また。だって、いっぱい歩いているのだから、何もつけないで。なおかついろいろ

やっているとは言いましたけれども、つけていないことからすると、もっともっと老人クラブで

あったり、サークル活動の人だったり、文化もしくは体育協会の人だったり、いろんな人に絶え

ずつけてください、もしくはつけるのが大変ならジャンパーに張るようなものをまた工夫して考

えるのも一つかもしれませんけれども、やはり体のどこかにつけている、張っているということ

をやらない限り、この死亡事故というのはなかなか減らないような気がする。私は、旭町の事故

あったときもちょうど通ったので、見ましたけれども、本当にちょっとのことで死亡事故になっ

てしまうので、財政厳しいから、またつくってと言ったら町長に怒られるかもしれないけれども、

残り数も少ないみたいですから、やはり私たちが会ったときに、すれ違ったときに多くの人たち

がつけている環境をつくるという意味で、ぜひ来年度予算の中には要求をして、多くの高齢者や

小学生、中学生がつけている環境をつくっていただきたいと思います。 

そっちはいいのですけれども、教育長にお願いしたのですが、学校で教育的な一つの中で指導

したり、先生方が年に何回かは、暗いとき歩いている子どもたちもいますので、または塾に通っ

ている人もきっといると思います。そういう人に反射材をつけるということを各校でも取り組ん
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でいただけないものでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〇管理課長(片山孝彦君) 今下川議員からそういう反射材のお話ですけれども、各学校で、ご承

知かと思いますけれども、毎年交通安全教室というのは必ずやっておりまして、その中で夜道の

ことも出てきます。そして、歩行者、自転車の乗り方、その中で反射材の話というのは必ず出て

きているものということで学校にも確認しておりますし、今年、壇上の答弁もございましたけれ

ども、死亡交通事故が身近で起きているということもあって、さらに取り組みを強化しようとい

う学校の取り組みもありまして、例で申し上げますと、これ三石中学校になりますけれども、交

通安全指導をまたさらに追加で実施しまして、その中では夜間の歩行についてということで、実

際に全校生徒に反射たすきやリストバンド、ステッカーを配付して指導したということで、さら

にそういう形をとったということもございますし、ほかの中学校では例えば警察署の方を講師に

招いて、ＤＶＤ、実際に映像資料を見せながら、夜間は車から歩行者や自転車は非常に見えづら

いのだよということを映像で指導するといった取り組みなども行っておりますので、いずれにし

ましても引き続きこの部分については、重点的に指導が行われるよう学校に促してまいりたいと

思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、仕事柄朝晩外出る機会が多いので、確認またしていきますけれども、

結果として反射材をつける人が増えなければまた一般質問しますので、夕方でも出ていってかな

り見かけるようになるだけの指導や何かがあるべきだと思いますので、ぜひ今後とも手を抜かな

いでしっかりやっていただきたいと思います。 

次に、少子高齢化の問題ですけれども、実に今難しい時代で、結婚すれと言っても怒られる。

嫁さんもらえと言っても怒られる。何か難しいときなのですけれども、でも基本的には子どもを

何とか増やしてくれなければ増えないのです。だって、今年の数字はもう20年後にわかってしま

うわけだから、増えないのだから。ということは、なかなか議員とか町長も言いづらい時代には

なりましたけれども、何とかこれをいろんな方策を練ってでも子どもを増やす努力を絶えず、こ

れも反射テープどころの話でなくて、一生懸命運動してもらいたいと思います。これはあまり言

えませんので、高齢者対策に入りたいと思います。 

介護保険で支えれない部分というのは、担当課もよくわかっていることで、それなりにはやっ

ているのですが、実は私は議員を３期やってやめている間、さわやか福祉財団のインストラクタ

ーをやっていました。そのときに当然2000年から始まって、介護保険制度だけでは財政的にも難

しいし、支え切れないという中で、有償ボランティアとかポイント制を導入して取り組んでいる

まちが全国にいっぱいあるのです。そういう視点では、担当課に私はポイント制もぜひやろうと

提案したことあるのですけれども、計画にはのっているけれども、さっぱり見えてこないという

ことで、それも実践してほしいのですが、私の知る範囲では総合支援事業というのはそれにかわ

るある部分なのですけれども、ほかのまちでは有償ボランティアであったり、普通のボランティ

アのグループをつくったり、またはＮＰＯ法人をつくって、そこが事業者にかわることを補って

いるというまちがいっぱいあるのですが、そのように総合支援事業プラス住民の支え合いによる

支援のＮＰＯ法人だとかグループとかというものは、新しくできているものというのはうちの町

にはないのですか。 
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〇議長(福嶋尚人君) 渡辺地域包括支援センター主幹。 

〇地域包括支援センター主幹(渡辺由江君) まず、住民のボランティアという観点でお答えしま

すと、生活支援支え合い推進事業という社協に委託している事業の中で、新たな枠組みとして平

成30年度よりボランティアポイント制度を創設しております。その中の運用として、助ける側の

登録と、あとそういう手助けを受けたい方の登録、それは個人の登録と、プラス介護保険事業所

等で簡単な作業や話し相手などのボランティアも受けたいという事業所側の手挙げというのも募

って、実際に運用を開始しているところでございます。今後は、この制度をより広く周知をして、

登録されて利用される方が広がるようにというところを進めてまいりたいと思っております。 

あと、２つ目の事業所としてＮＰＯや組織として手挙げをした新しい活動があるかというご指

摘なのですが、そこに関しましてはいわゆる総合事業の中ではＢ型という国の枠組みの中でボラ

ンティアが主導となって、総合事業なので、地域支援事業という財源のもと行うというのが国の

制度として言われているところでございます。これについては、なかなか対象への限定された制

度の壁もありまして、現在いろいろと調査を進めておりまして、その担い手となってくださる民

間の団体さんやボランティアの方、もしくは一部事業所の方がボランティア的に行うというのも

可能ということを道のほうに確認しておりまして、その具体策については支え合い推進部会の中

でいろいろと地域で活動されている事業者の方や住民の方からご意見を承りながら、どんな形が

仕組みづくりをできるのかというのを現在進めているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) ポイント制が始まったことを知っている、私は知っていますけれども、多

くの町民の人は知りません。そのポイント制が何かさえわかっていないという人が多くいます。

そういう意味では、もっと地域に出ていって、サポーター養成講座のように自治会であったり、

団体であったりする人たちに、ただのボランティアというだけでなくて、ポイント制であったり、

今はもう有償ボランティアをどんどん取り入れていきましょうというのが地域づくりの主流で

す。そういう意味ではもっともっとやってほしいのですが、その実態がなかなかついてこないと

いうのは、私のところでも認知症カフェやっていますけれども、ボランティアの人たちが手伝っ

てくれています、きちっと。そうすると、本当はボランティアの人たちも認知症カフェに携わり、

私の記憶では30カ所ぐらい増やしたいということがあったと思うのですけれども、私の認識では

なかなか増えている状況にはないと思うのですが、そういう認知症カフェも含めましてボランテ

ィアの人たちがそれにかかわりを持てるような、または介護予防にもそれはつながったりもしま

すけれども、認知症カフェがもうちょっと目標に近づく動きというのはないのでしょう。私は、

10ぐらいしか増えていないと思っているのですが、30個は何年後に到達しそうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺地域包括支援センター主幹。 

〇地域包括支援センター主幹(渡辺由江君) 今ご指摘いただきました10カ所というのは、おっし

ゃるとおり、認知症カフェもしくは集いの場という名称等で民間の方々が支え合い推進事業の制

度を利用しまして、運営の補助を社会福祉協議会を通して助成を受けている団体というところの

数が現在10カ所ということのお話に上がったと思います。こちらとしましては、あくまでも総合

計画のほうにありました数的目標の30、もしくは最終的には50カ所というのは、お金の補助がな

くても本当に自主的に活動している団体というのは実はたくさんございまして、例えばなのです

けれども、運営費は普通の自治会の予算の中でやっています、もしくは全くの手弁当なのですが、
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近所の方たちと集まっています。そのような活動が徐々にできているというのを現在把握してお

りまして、そういった団体も含めて国のほうではいわゆる通いの場という名称で、それはお金の

補助、もしくは行政の直接的関与があってもなくてもとにかく集まる場をつくりましょうという

ことなので、そういう情報をこちらで今把握しておりまして、その情報を必要な方たちにお届け

するというシステムをつくるのが今手がけていることでございます。そういった観点で、直接的

なお金の補助がないところという観点でいいますと、現在既にもう私たちが把握していないだけ

で数十カ所活動している方たちがいるというふうには生活支援コーディネーターをお願いしてい

る社会福祉協議会のほうからは聞いておりますので、その情報整理を今後進めて、提供していけ

るような体制をつくりたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) うちの町のやり方はちょっと違うのですが、生活支援コーディネーターと

いうのはちゃんとやっているまちは、民生委員さん頼んでいるのと同じように自治会に１人コー

ディネーターを置いて、認知症について勉強会やったりして、またその町内で全体会を開いて、

情報の共有を図るというようなことをやっています。本来の生活支援コーディネーターというの

は、地域包括に置くとか、どこかの部署に１人置いたからいいというものではない。やっぱり地

域の住民の中にそういう人たちをつくっていくということが大切だと私は認識していますし、全

国ではそういう動きをしていますので、それをうちの町がしない理由というのは何なのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺地域包括支援センター主幹。 

〇地域包括支援センター主幹(渡辺由江君) おっしゃっていただいたとおり、各自治会単位等を

本当に歩いていける範囲の中でのコーディネートをしてくださる方がいるのが理想だと思っては

おります。国のほうで提言しているところでは、生活支援コーディネーター、まず第１層という

考え方で市町村に１人置く。そこは本当に事業を統括するということなので、現在直接健康推進

課包括支援センターのほうの職員がその業務を担当しております。 

もう一つ、生活圏域ごとに置くというのが第２層という枠組みになっておりまして、こちらは

新ひだかでいうと静内と三石というのが介護保険行政上でも一応生活圏域というふうに設定して

おりますので、本来であればこの今の２地域に１人ずつ置くのが第２層の生活支援コーディネー

ターということになります。社会福祉協議会のほうに委託しているのがこの第２層ということの

観点なので、社会福祉協議会のほうでは一応三石地区の支所の方と連携をしながら、地域ごとの

施策をコーディネートしてくださっています。 

自治会ごと、もしくは中学校単位という本当に生活の歩いていける範囲の中でのコーディネー

トについては、第３層という考え方になりまして、こちらのほうは当町では第３層を設置すると

いうことでは申し上げてはいないのですが、介護予防サポーター養成講座というのを開催してい

る中で、地域の中でリーダー的にその事業、もしくは声かけを積極的にしてくださる方を養成し

ています。実際にこのサポーター養成講座を受講した方の中から２名ほどご自分の近くの生活館

と、もしくはもう一人ご自宅で集まりを開催しているという活動につながっているのを確認して

おりますので、名称こそはコーディネーターというふうには言ってはいないのですけれども、サ

ポーターということで住民さんたちの力を今一緒に頑張って盛り上げるというところに着手して

いるところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 
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〇６番(下川孝志君) この高齢者の対策という意味では私は、言葉は認知症カフェ使っていると

ころと、認知症という言葉を使うことに抵抗があって、違う名前を使っているまちもありますけ

れども、私のやっている認知症カフェも片道40分もかけて遠くから来ている人もいるのです。そ

れぞれ私の知っている10カ所ぐらいのところも自治会であったり、グループであったり、非常に

いい活動はしているのです。できればやはり自治会に１カ所ぐらいずつあれば本当は一番いいの

ですけれども、居場所のように、何十人も集まらなければということではなくて、近所の人が歩

いて、お茶飲むだけでもいいし、ちょっとカレーライス食べるだけでもいいと思うのです。そこ

で２時間ぐらい遊んでいくことによって刺激にもなりますし、交流にもなりますし、閉じこもり

防止にもなりますので、ぜひ各地域に少人数でもいいから、認知症カフェが新ひだか町にはいっ

ぱいあるよと言われるぐらいなそこの努力をすることによって、高齢者が在宅で閉じこもってど

んどん認知症が進んでいくというようなことにどうしても関連していきますので、それを防ぐ意

味からも積極的にさらに認知症カフェが町に増えるように努力をお願いして、この質問は終わり

たいと思います。 

最後に、外国語指導助手のことなのですが、過去に何人かの人たちとはおつき合いがあった経

緯があるのですけれども、契約のことなのか、個人の能力の差かわかりませんけれども、授業だ

け教えればいいということなのか、人によってはいろんなサークルに入ったり、地域の人と交流

をしたり、いろいろする人もいるのですけれども、全然しない人もいる。そうすると、私なんか

もいろんな行事には行きますけれども、なかなかこの英語指導助手の人と会わないときもありま

す。そういう意味では、やはり学校だけで教える、授業だけで教えるということも、契約内容が

もしそうだったらしようがないのですけれども、地域の人たちと交流もしていくということとい

うのは大切だと思うし、契約の内容もちょっと教えてほしいのですけれども、それがだめだと書

いてある契約だったらしようがないのですけれども、いろんな地域の音楽であろうが、文化活動

であろうが、交流をしている指導助手というのはあちこちにいるわけですから、新ひだか町の場

合の契約というのは学校以外の活動に参加したらだめだとかという契約内容なのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〇管理課長(片山孝彦君) まず、嘱託職員ということで１名採用しておりますから、それは町の

職員という身分でございます。なので、業務は業務として我々と同じ勤務時間、１日７時間45分

勤務いたしますが、あとプライベートの部分はプライベートの部分で、それについての制限とい

うのは特に強いているわけではございません。それで、あとは本人の趣味だとか興味だとかそう

いうところがあれば、あともう一つはこの町に来て浅い人であれば、まず町になれるというとこ

ろで、その中で生活がまず安定してからということも考えられますけれども、そういったことで

特に制限は設けているわけではございません。 

それとあと、地域との交流とかそういう部分で申しますと、プライベートではございませんが、

業務の中でも例えば学校の長期休業中、夏休みなんかに、通常学校では今小学校３年生以上の学

年にＡＬＴ配置しておりますが、１、２年生、低学年、なかなか学校で触れ合う機会というのは

授業とかではありませんので、それを夏休みの期間に社会教育事業的な部分で、要するに英語で

遊ぼう、遊ぼうというか、なれようという形で募集しまして、子どもたちを集めまして、当然子

どもたち低学年なので、親御さん方もついてきます。その中で数日間開催して、これまですごく

好評でありまして、続けてほしいという声も聞きながらいる状況でございますので、そういった
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部分では仕事を通してでも地域との交流というか、地域の人方に活動を認めてもらえているとい

うふうに理解してございますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、この外国人の人というのは授業以外の部分で交流をすることによっ

て、英語に興味を持ったり、会話することに興味を持つという子どもたちが増えることを期待し

たい。そういう意味では、特に制限がないということであれば、いろんな音楽でも、または文化

でも、またはお祭りでもいろんなことに参加して、子どもたちと教室以外でも交流ができる、ま

たは父兄もそうでしょうけれども、そういう関係をつくっていかないとだめだと思うのです。で

すから、新ひだか町にいる先生が町歩いていても、うちの町の子どもたちは残念ながら声かけて

いるのなんか見たことない。普通は、日本人が外国行って暮らしたりするとしょっちゅう声かけ

られます、そのまちのいろんな人たちに。そういう意味では、英語の先生も町のゲストでもあり

ます、ある意味では。交流することによる効果というのは上がると思いますし、私が授業見ただ

けだったら全然効果も上がっていない。つまらなそうに勉強していたから、これでいいのかなと

思ったのです。ですから、もっと楽しい英語、楽しかったら身につかぬのか、ちょっとわからな

いけれども、何かそういう環境づくりがもっとあって、町民も今小学校に来ている英語の先生だ、

中学校に来ている英語の先生だと気楽に声がかけれるような環境づくりというものを教育委員会

のほうからしていかないと、外国人の人もいろんなタイプがあって、どんどん交流に行く人もい

るけれども、誘われなかったらなかなか行けないという人もいたりするので、そういう仕掛けづ

くりをしながら、外国語の指導助手がうちの町に来てよかったと言ってもらえるような環境づく

りをお願いして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時４０分 

                                            

再開 午後 １時５０分 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

 ８番、本間君。 

〔８番 本間一徳君質問者席へ〕 

〇８番(本間一徳君) 私のほうから通告に従い、２つ質問をいたします。 

１つ目は、滞納者対策についてお伺いします。今年４月に新ひだか町債権条例が施行され、債

権の管理事務は公平かつ公正な町民負担の確保、事務の適正化、健全な行政運営が求められてい

ます。これは、この条例の目的と記載されております。そこで、本町では法令等で定めている事

項を守り、債権管理を適正に行ってきたのかを以下今までの行ってきた関係の４点、そして５点

目は新しいその条例についてお伺いしていきたいと思います。 

１つ、滞納者へは、納入に向けて今までどのような対策を行ってきたのか。初めて、または１

回目のおくれは、いつごろ督促状を発送しているのか、その後どのように対策を講じているのか

お伺いします。 

２つ目に、年度別の債権回収は、目標数値をどのぐらいで設定し、対応してきたのか。例えば

2017年度の滞納者、滞納額は、今までの督促状況で例えば30パーセントを目標にして回収を進め
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たといったような形で計画的に淡々とこなしてきたと思っていますが、どのように債権回収を対

応してきたのかお伺いします。 

３つ目に、滞納者に対する共有はどのように行ってきたのか。各町税、上下水道使用料、住宅

使用料、施設使用料などあらゆるものがあるかと思います。担当課別に督促を行っているようで

すが、納入者の督促理由が共有されて対応してきたのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

４つ目に、滞納者に対して督促通知後に自宅訪問し、その家庭状況確認を行うと思いますが、

何人で対応され、年間の訪問回数はどのぐらいで、訪問結果の報告をして各担当課で内容共有を

どのように行って対応してきたのかお伺いします。 

５点目に、今年度より新ひだか町債権管理条例を施行され、事務処理を適正に行っていると思

いますが、施行前と施行後での違いを感じているところをお伺いしたいと思います。いろいろ大

変な形で対応していると思いますので、その辺ちょっと質問していきたいと思っております。 

２つ目に、観光振興事業についてお伺いします。私が新ひだか町を知ってから住み始めて35年

ほどたちました。この間、友人、知人、親戚にいろんな形で説明させていただいて、自分が住ん

でいる場所を訪ねていただきたく、いろんな形で話を進めてきました。その中で、来てはいるの

ですが、日帰りで観光に来てくれましたけれども、二十間道路の桜並木が中心で、食事をして帰

るという形のものしか今までないものですから、このような新ひだか町のいいところを訪ねてい

ただいて、説明をしていくというのがだんだん少なくなってきました。 

そこで、本題の質問です。本町が持つ豊かな自然環境や四季折々の魅力ある景観など生かし、

国内外から訪れる方々の心に刻まれるよう関係団体や事業者等との連携により、受け入れ態勢の

整備に努めると町政執行方針の環境に配慮したまちづくりに記載されております。ところが、本

町の魅力ある景観がなくなりつつあると私は思っています。これからは、高規格幹線道路日高自

動車道が新冠、新ひだかへと順次整備され、この日高自動車道が開通されるまで観光振興事業を

推進するために何か計画的に行っているのかお伺いします。 

１点目は、町の３つの祭り、３大祭りと言っていいのではないかなと思いますけれども、夏ま

つり、桜まつり、蓬莱山まつり実施事業の31年度予算は例年どおりに計上されていますが、新ひ

だか町の観光ＰＲ予算は幾ら計上していたのかお伺いします。 

２点目は、年中新ひだか町に観光等で来町してもらうための対策、検討を行ってきたのかお伺

いします。 

３点目は、本町に訪れる方々の心に刻む景観はどこにあるのか教えていただきたい。こういう

質問はちょっとおかしいかもしれませんけれども、自分自身だんだん二十間道路以外どこを説明

していったらいいのか迷ってきているものですから、こういう質問になってしまいました。よろ

しくお願いしたいと思います。 

以上、最初の質問を終わりにします。ご答弁のほうよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〔税務課長 中島健治君登壇〕 

〇税務課長(中島健治君) 本間議員からのご質問、滞納者対策についてご答弁申し上げます。 

町が保有する債権は、町民税や国民健康保険税の税関係のほか、水道料、公営住宅料、公共施

設の使用料や貸付償還金など多岐にわたり、債権を有する担当課ごとで債権管理を行っておりま

す。これらの債権を適正に管理するには、町民負担の公平性の確保と円滑な財政運営に直結する
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ため、滞納者対策への取り組みは非常に重要であることから、本年４月１日に債権管理条例を施

行し、これまで債権を有する担当課ごとで異なっていた債権管理の手順を統一化し、基準の明確

化、公債権と私債権の分類に応じた取り扱いなど、町としての債権管理の基本方針を作成し、運

用しているところであります。 

そこで、ご質問の滞納者対策についてでございますが、前段でご説明したとおり、債権管理に

おきましては債権を有する担当課ごとで行っており、債権管理条例を施行するまでは手順が異な

っていたことや債権の種類により滞納処分の方法が違うことから一律に説明することができませ

んので、税務課が所管します債権につきましてご説明させていただきます。 

まず、ご質問の１点目、納入に向けて今までどのような対策を行ってきたのかにつきましては、

これまでも説明してきているとおり、新たな滞納は生まないとの方針のもと収納対策を進めてお

り、未納が生じた場合は督促状の発付、電話催告、訪問、催告書の発付、納税相談などを経て、

それでも未納である場合は財産調査などを行い、財産がある場合は差し押さえを行い納付につな

げております。 

次に、２点目、債権回収は目標数値をどのぐらいで設定し、対応してきたのかにつきましては、

毎年６月には当該年度の収納方針を作成することとしており、基本前年度収納率を上回る目標値

を設定し、その目標達成に向けた取り組みをもって収納業務を行ってきております。 

次に、３点目、滞納者に対する共有はどのように行ってきたのかにつきましては、それぞれの

課が所管する債権で同一の滞納者に対する情報共有ということと認識し、答弁いたしますが、税

では徴収に関し知り得た情報は地方税法での守秘義務を厳しく規定されており、債権の種類によ

り情報共有できるものとできないものとがありますので、税の滞納者情報は基本共有できていな

いのが現状であります。 

次に、４点目、訪問を何人で対応し、年間の訪問回数、報告の共有をどのように行ってきたの

かにつきましては、あくまでも納税の基本は自主納付であり、納税相談などの際にも自主納付推

進に向けた説明も行っているところですが、どうしても訪問し、状況を確認する必要がある場合

などもございます。その際には通常地区担当者１名で訪問しますが、困難案件の場合などは複数

名で対応しております。訪問回数につきましては、現在５名の職員、１名の嘱託徴収員の６名で、

今年度で申しますと11月までに約700回の訪問を実施しております。結果報告の共有ですが、滞納

管理システムがありますので、通常の訪問した結果につきましてはシステムに入力し、グループ

内で共有しております。また、困難案件となりそうなケースなどは、システム入力とともに随時

口頭で内容を報告し、情報共有をしているところであります。 

次に、５点目、債権管理条例の施行前と施行後での違いを感じていますかにつきましては、債

権管理条例が施行されたことによる数字的な効果などはまだ確認することはできませんが、今後

は条例に基づく滞納整理や新たな滞納者を生まないよう適正な債権管理に努めてまいりたいと考

えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは、ご質問の大きな２点目、観光振興事業について

ご答弁申し上げます。 

まず、１点目の新ひだか町の観光ＰＲ予算は幾ら計上しているかについてですが、今年度当初
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予算ベースで総額約430万円となっております。その内容は、ふるさと大使、サポート大使事業や

馬産地活性化ＰＲ事業、高規格道路延伸に伴う日高の魅力発信キャンペーン事業、さらには観光

パンフレット作成や物産展への参加経費、メディアを使ったＰＲ事業、そして海外観光客誘致事

業などとなっております。 

次に、２点目の年中新ひだか町に観光等で来町してもらうための対策、検討を行ってきたのか

についてですが、当町は山、川、海などの豊かな自然や北海道遺産にも選定されている二十間道

路桜並木、数多くの牧場が織りなす牧歌的な景観など、国内でもここだけにしかない魅力を有し

ております。しかしながら、年間約30万人が訪れる観光入り込み客数のうち、３分の１に当たる

約10万人はしずない桜まつりの観桜客であり、さらに秋から冬にかけての下半期の入り込み数は

全体の２割程度にとどまる典型的な夏季集中型観光となっております。また、これまで課題とな

っている通過型観光からいかに滞在型観光へシフトするのかということも含めて、観光協会を初

めとする関係機関等と日ごろから模索、検討しているところであり、特に今後ますます伸びると

思われる訪日外国人観光客、いわゆるインバウンド向けにＰＲを強化するため、昨年度からこれ

までのタイツアーに加えて、台湾や香港の方々をメインターゲットにしたウエブサイトによる情

報発信事業や台湾国内向けの北海道観光情報誌への広告掲載、さらには道内民放テレビ局と連携

し、北海道の魅力を中国、台湾、タイ、アメリカなどでも発信する人気番組に当町を取り上げて

もらうなど、さまざまな取り組みを行っております。その結果、中国、台湾、香港からの宿泊客

数は昨年から今年にかけて大きく伸びており、特に今年のしずない桜まつりの時期には多くの外

国人観光客が訪れておりました。ただし、北海道全体では平成30年度に過去最高の298万人の外国

人が訪れていることを踏まえますと、道内の主要観光地に比べ当地を訪れる外国人の数はまだま

だ少数であり、2020年の白老でのウポポイの開設や札幌でのオリンピック競技開催も視野に入れ

て、一年を通して訪れていただくよう新たな観光資源の発掘などに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

また、近年は、都会から地方への人の流れを生み、地域の活性化や地域経済への波及効果を考

える上で観光客や交流人口という枠を超え、地域や地域の人々と多様にかかわる関係人口という

考え方に基づき地域づくりを進めることが重要となってきておりますが、当町への滞在、移住事

業の一環で行っているちょっと暮らし体験住宅にはここ数年冬期間の利用も増えており、現在の

ところ10戸中４戸が冬季の長期利用となっておりますように、これからは単なる観光の枠を超え

て、当町に多様にかかわる関係人口を増やしていくことが町の活性化や地域経済に貢献するもの

と考えております。 

最後に、３点目の本町に訪れる方々の心に刻む景観はどこかというご質問でありますが、まず

は何といっても町のシンボルとも言える二十間道路桜並木は当然のことながら、数々の伝説が残

る蓬莱山や真歌公園、牧場風景や昆布干場、太平洋に沈む夕日や近い将来国立公園化の可能性も

ある日高山脈など、我が町には挙げれば切りがないほどに心に刻む景観にあふれているものと感

じておりますので、今後ますます地域の魅力発信に努めるとともに、課題となっている体験型メ

ニューの開発や受け入れ環境の整備に努めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 答弁ありがとうございました。 
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まず、私の１つ目のほうの１つなのですけれども、なぜこういうことをお話ししたかというの

は、会計の担当いろいろさせていただいて、その中で滞納の方々が件数、金額、結構古い方もい

らっしゃるということで、私も昔滞納された方の担当ということで６年ほどしたこともあります。

その方に対していろいろ面談するなり、督促するというのは本当に大変なことです。その辺で去

年と今年の数字なんかを見ても、頑張っているなと思ってはおります。ただ、今までどういう督

促を流れ的にしてきたのか、ちょっと詳しく教えてもらいたかったのですけれども、まず最初に

おくれた場合に、期日から20日以内に支払いがなければだったか、督促状を発送すると。その後、

催告状だとか順番にしていくわけですけれども、その流れを詳しく教えてもらいたいなと思った

のですけれども、よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 各債権に基づく収納に向けての流れなのですが、各債権ごとに納期限

というのは設けられていまして、その納期限までに支払いがなかった場合は、納期限後20日以内

に督促状をまず発付する形となります。その督促状には、督促状を発付して10日以内に督促状の

納期限を設定させていただいて、支払っていただくよう督促状を送付する形となってございます。

それ以降、督促状を発付したものの支払いがない場合につきましては、催告書等を送付しながら

納付を促しているという形をとってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 督促する場合は、一番最初が肝心だと思っています。最初に今言ったよう

な形が進められないと、私なんかも例えば国民健康保険だとか介護保険だとか年間に支払うと結

構な金額になります。月々支払い金額だったら何とか支払うと。それを忘れて滞納してしまうと、

なかなか返すのも返せないと。多分私そんなに高所得ではないのですけれども、何となく200万円

近く支払っているような感じはします。ですから、最初にこうやって期日20日以内にはがきで督

促状を出して、出しても納税者が気づかないでそのままになってしまうということも多々あると

思います。その辺を考慮して、必ず電話督促、そういったものも有効に扱っていかなければなら

ないと思いますし、または共働きだとなかなか夜も大変だと思いますが、場合によっては先ほど

もありましたように自宅のほうの何らかの形で手紙を置くなりできるような状態で、今おくれて

いるのだよというのを知らせると、そういう方法は何回か今まで行ってきたのかお伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 基本的に税務課の対応になりますけれども、新たな滞納者と言ったら

変ですけれども、新たな滞納を生まない形で取り進めていますので、例えば過去からいろいろ支

払いが滞った環境の中で納税相談をずっと実施している方もいらっしゃいますし、新たに納税が

滞っている方もいらっしゃいますので、そこら辺はうちの担当のほうで気をつけながら、督促状

は発付していますけれども、納期限が各税務ごとに何回かに分かれていますが、例えば２期目の

督促状を送っても何ら反応ない場合については、そこら辺は一度電話をさせていただいたり、細

かな対応をしてございます。ただ、その後督促状、電話で対応しても、またそれでもなお支払う

意欲がないというのでしょうか、そういった方につきましては、催告の段階でいろいろ対応状況

を変えながら、時には厳しい対応もしなければいけないということも含みながら納税相談等を行

っている現状でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 
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〇８番(本間一徳君) 本当に最初が肝心ですので、きちんと対応していただきたいと思います。 

２つ目に行きたいと思うのですけれども、目標数値、先ほど６月、年１回その作成してやって

きているということなのですけれども、前年度よりその回収目標を少しでもという形だったと思

うのですけれども、大体何パーセントで目標の数値を設定、作成しているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 税務課における平成31年度の収納方針についてご説明いたしますが、

数字的な目標を税務課としては毎年掲げてございまして、基本的には前年度以上の収納率が達成

できるように、そういった形で取り組んでございまして、例えばそのほかに国民健康保険税につ

きましては98パーセントの目標を今年度掲げている等、また重点的に取り組む税目においてはそ

ういった形で数字を掲げて進めたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 思ったよりちょっと大きいので、びっくりしたのですけれども、例えば軽

自動車税だとか計画的に滞納する方もいるとは思うのですけれども、大体どのぐらい回収率とし

たら行ってきているのか、ちょっとその辺をお伺いしたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 税目に応じて収納率というのは若干やはり相違がございまして、30年

度の決算ベースでいきますと、例えば現年だけで申し上げますけれども、個人町民税については

98.97パーセント、法人町民税につきましては99.83パーセント、固定資産税、都市計画税はちょ

っと合わせさせていただきますが、99.39パーセント、軽自動車税については98.93パーセントと

いうことになってございまして、これは主要４税目のお話をさせていただきましたが、税目に応

じて、やはり法人町民税なんかにつきましては比較的高い数字で推移しているところもございま

すけれども、特段どの税でということはない形では取り組んではございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 結構回収率が高いということで、数字的に見てもそういうふうな感じには

受けとめております。ですから、本当に頑張っているなとは思っておりますので、これからも目

標に近い数字で回収のほうをご尽力いただければと思います。 

３つ目に行きます。滞納者に対する共有はどのように行ってきたのかということで答弁いただ

いたのですけれども、小さなことでもやはりシステムが入力できるということであれば入れてい

ただいて、それに対しての税務課なら税務課のメンバーに共有できるような形で、多分見れると

いう形になっていると思います。個人情報の関係もいろいろありますので、その管理も大変かと

思います。その中で私が言いたいのは、病院なり、住宅料なり、課が違いますので、その間で共

有、システムを入力した分を見るということは可能なのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 税務課の中で徴収は町税は全てやってございますけれども、今例に挙

げていただきました私債権のうち住宅料につきましては税務課のほうで徴収させていただいてい

ますので、そこら辺は一部共有はしているところでございますが、病院につきましては私ども徴

収してございませんので、システムについても共有していませんし、滞納者情報の共有もしてご

ざいません。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 
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〇８番(本間一徳君) 税務課だけのものであれば、その督促するときに、例えば先ほども自宅訪

問だとか電話なり、いろんな情報を聞きながら支払いをしてもらう、滞納を解消してもらうとい

う形で進める上で、例えば低所得者、母子家庭、いろんな状況でおくれている方もいらっしゃる

と思います。それがその督促するときにわからないと、例えばちょっと金額が大きいので、強い

口調で督促するということもあり得る場合があると思います。そういう状況を知らないで、各課

で別々に督促、滞納者に対して対応するというのはちょっと危険ではないかなと思うのですけれ

ども、その辺どう感じますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) まず、今現在基本的には各所管課が有して債権については、各所管課

のほうで対応しているというのが原則だと考えていまして、今議員おっしゃったようにいろんな

債権に未納がある、重複している滞納者の方の取り扱いについて、共同催告的なものもどうかな

というお話だったと思うのですが、ただ債権に応じて、例えばまとめてそれでは折衝したほうが

いいのではないかという考え方もあるのかもしれませんが、債権に応じてはやはり所管課が未納

の状況を一番把握していると思いますし、債権、要するにサービスの内容に応じても未納に当た

る折衝の仕方も変わってくるのかなという気持ちもございます。あとは滞納者情報をどこまでそ

れでは共有できるのかという問題もございますので、今現在例えば病院の医療費の未収金につき

ましては病院のほうで、今後債権管理条例ができましたので、より一層適正化を図っていただい

て、まずはサービスの内容をわかっている所管課のほうで対応していただいて、整理をしていた

だくという形が一番望ましいのではないかと考えているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) きのうの谷議員が住宅料の住宅の関係の保証人つけてという話の中で、多

分田中課長のほうからの答弁の中におくれたりなんかしているときは税務課のほうと相談しなが

ら対応している、対応する場合もあるということだと思ったのですけれども、そのような形には、

情報を交換するということはあるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 説明がちょっとかみ合っていないので、私から口挟ませていただきます

が、税務課長が申し上げたのは、税情報というのは徴税吏員しか見れない情報があって、それを

他の私債権だとかそういうものの担当者と情報は共有できませんものがありますよというお話を

まずしていて、それでうちの町というか、旧町時代からもともとがそれぞれの担当が例えば公営

住宅使用料であれば建設課の職員が直接徴収に出向いていたのです。そうすると、例えば５種目

あれば、滞納される方というのは大体同じ人がそれぞれあれしてしまうものですから、１つの懐

にみんなで手を突っ込むような状態になって、今きっとご懸念されているのはそういう情報を共

有していないと変になってしまうのではないのかということをおっしゃっていると思うのですけ

れども、そこについては今できる限りの費目を一元化して徴収するように、ですから今税務課で

担当しているのは、直接税ではない公営住宅使用料ですとかそういうものも税務課で扱っておる

ので、そこの情報については世帯の情報とか、例えばこの人収入何ぼあって、今どんな状況にな

っていて、今年こんな病気したよとか、そういうような情報というのは共有できる部分は共有し

てやっております。ですから、そこを申し上げないとなかなか説明になっていないのだと思うの

で、まことに申しわけない説明になっているのですが、形としては入りが税務課が答えておりま
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すので、税情報で例えば私債権のほうの担当者に漏らしてはいけない、法律上漏らしてはいけな

い情報があるものですから、今みたいなちょっと歯にきぬ着せたようなお話になっているという

ことでご理解いただきたいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 今の説明でわかりました。いろいろマニュアルで、新しいマニュアル等見

させていただいたのですけれども、情報を共有する、いろいろ債権によってその対応の仕方が違

うというのはわかっていますので、その辺今のお話で、説明で一応次に進めていきたいと思いま

す。 

４つ目に、督促の関係で、電話、督促、催告、いろいろな形で対応できなかった場合に、自宅

行って家庭環境、例えばぜいたくをしているのか、していないのか、いろんな形で見分けて対応

を私は昔はしてきました。そこでお金があるのか、ないのか、その辺でもいろんな形で確認もで

きますし、その形では先ほど何か１人で行く場合もあるということだったのですけれども、やっ

ぱり自宅へ行く場合については最低２名で行ったほうがいろんな部分でいいかと思います。先ほ

ど１人で行く場合があったというのは、どういう形のときだったのかちょっとお伺いしたいと思

うのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 先ほど１人で伺う場合もあるという場合は、例えば督促状等をお送り

しても何ら返答がないと。電話をしても電話番号わからない。そういった場合は、とりあえず地

区担当がおりますので、まず家に行ってみて、家の中にいるかどうか等を確認するということで

は１人で行くという形をとっています。ただ、納税者の方と会うということになれば、それは議

員おっしゃったように２人体制で伺いながら折衝を進めていくという方向で取り扱ってございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) なかなか連絡とれなくても、電話が何かの状況で変わるなり、うそをつい

ているということも考えられますし、そして表札は大体家にかかっていないケースがあるのです

けれども、大体皆さんは名前と住所でその人の家だというのはわかるのかもしれませんけれども、

やはりアパートなんか行くと、表札かかっていないと本当に債務者というか、納税者の自宅なの

かわからないというケースがあります。その場合、１人が多分ここではないかなと家の前行って、

別なところから電話をして、そして固定電話であれば鳴っている住宅かどうかというのがそこで

そこの住宅というのがわかります。ですから、そういった意味でも２人体制が望ましいのではな

いかなと思いますので、これからちょっと人数少ない中で督促も大変だと思いますけれども、進

めていっていただければなと思います。 

最後に、５番目です。今年度より新ひだか町債権管理条例を施行されています。それで、今い

ろいろ話聞きました。通知なり、いろいろされてきたとは思うのですけれども、長期にわたって

支払いが滞納している方がいると聞いています。そこで、その前、本当にきちんと行ってきたの

か。今回の条例はきちんとされていますので、その条例とそんなに差がなかったのか、それを聞

きたかったのですけれども、７カ月ぐらいですか、行ってみて、その辺の違いは感じなかったの

かちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 
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〇税務課長(中島健治君) ４月１日に施行になりまして、今12月ですので、半年以上たっていま

すけれども、一応条例の施行前、前後合わせて職員研修会とか、今年度に入りましては実際に未

納を抱えている所管課の担当者ともいろいろ情報共有した中で勉強会的なものを何度かしてござ

いまして、その中の話を聞いてみますとやはり今まで例えば催告ですとかそういったものが不十

分だったり、回数的にもばらばらだったり、債権回収が不十分な点がありましたけれども、そこ

で聞く限りにおいては、この執行後につきましてはきちっとどの課も督促状を発付していますし、

必要に応じて催告書なども発付している状況となってございますので、本来の債権の正常な、適

正な管理は図られているのではないかと感じてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) その辺は、平成28年度のときから庁内検討会議設置されて進めてきている。

そして、今年の新ひだか町の債権条例の施行にあわせて勉強会、各課と打ち合わせしながらやっ

ていったと思います。 

それで、これからどういうふうに進めていくかわからないのですけれども、その不納債権、死

亡されたとか身内がいない、どうしてももう回収ができなくなった場合に処分すると思いますけ

れども、それはやはり一般財源からの支出という形になりますか。滞納者で、どうしても回収で

きない人たちの。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) この条例が施行されまして、今通常の適正な管理をまずしていると同

時に、長らく未納になっている債権については、いま一度各課で精査した中で取り進めていくこ

ととなりますが、議員おっしゃったとおり、いろいろ手を尽くして精査してももう取ることがで

きないような債権につきましては、今後債権放棄をしまして、不納欠損という形で調定額から減

をすると、そういった作業に移るものと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) できる限り滞納者を減らす、そして大変な時期でもありますので、ぜひ公

正かつ淡々と事務処理を行っていただければと思います。 

２つ目の観光振興事業のほうに移りたいと思います。私のほうからは、昨年の議員になって初

めての質問ということの中に入れさせていただいたりしていますし、今年も別な方面からで中州

の問題等で景観の関係を質問させていただいたのですけれども、また新たに私のほうでこういう

形で質問させていただきたいと思っています。 

まず、１つ目ですけれども、観光ＰＲに430万ということのご回答でしたけれども、ＰＲの仕方

というのは、町内であればある程度見えていると私は思っています。ただ、町外には果たして新

ひだか町のＰＲがきちんとされているのか、その辺が見えていません。それで、去年も私のほう

からお話しさせていただいたのですけれども、札幌駅に北海道どさんこプラザだとか観光案内の

関係でパンフレットだとかを置く場所があります。商品も置いてありますので、何件か見ている

のですけれども、今年行ったときは振興局のほうで出している日高管内のエリアというこのチラ

シです。さらに、今年初めてなのですけれども、スタンプラリーということで６月１日から10月

31日までということでの各町の関係で回れるような形のＰＲをされております。新ひだか町とし

て独自にＰＲはされているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 
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〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 町外に向けてということになるかと思いますけれども、独

自ということでありますけれども、ＰＲの方法というのは各種さまざまあるかと思いますし、実

際に我々も観光パンフを町外の置いていただけるようなところに配付をしたりもしております

し、あと冒頭でも言いましたけれども、海外も含めてウエブでのＰＲの発信ですとか、あとはい

ろんな町のフェイスブックなんかも駆使をしたり、お金のかからない方法なんかも含めて各種や

っております。あと、これも壇上の答弁でもお話ししましたけれども、人づてにＰＲをお願いす

るということで、ゆかりのある方、サポート大使、ふるさと大使、道外にいらっしゃる方もおり

ますので、そういった方を通して町のＰＲを図るですとか、もちろんいろんな物産展、そういう

ところにも出向いてＰＲをしたりということで、さまざまな方法でＰＲをしているというところ

でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 昨年４月10日から２日間ですか、日高の春ウニ大即売会ということで、え

りも漁協が中心となって対応している。そこで各町からこの即売会を利用して対応しているのか

なということで、興味があって私も行ってきたのですけれども、そこにいたのは浦河町長がおり

ました。そして、イチゴ、そしてアイスクリーム、イチゴのカップのアイス、それを売っていま

した。やはりウニですので、札幌市内で、道庁前でやったということもあると思うのですけれど

も、結構な人というか、結構どころではないです。もう相当の人数が敷地内から出るような形の

人数で大にぎわいでした。その中で目立つところに浦河町長さんがいましたので、いろいろとお

話をさせていただきました。道庁前にそれ以外にもほかの町村で多分管内で募っていろいろ即売

会等やっていると思うのですけれども、そういったものを利用して対応すると。例えば日高管内

の特産品を持ち込んで、そういう場所に知ってもらうためのＰＲをするだとか、そういういろん

な形のものがあると思います。そして、こちらのほうの企業でもうまいもの市だとかこういうの

もありますし、ラーメンまつりだとかやっていたのも知っています。そういう形でも新ひだか町

の企業もいろいろ工夫してやっていると思います。その辺でも含めて、置ける場所があれば、こ

ういったチラシも新ひだか町のパンフレットもありますので、ぜひ人の見えるところに置けるよ

うな体制で…… 

〇議長(福嶋尚人君) 本間君、質問してください。 

〇８番(本間一徳君) スマホだとかそういった形で見るというのは、私もそうなのですけれども、

使いこなせないということもありますので、こういうペーパーでどんどんＰＲをしていただきた

いと思っていますが、その辺の考えがあるのかどうかお聞きしたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 春ウニの即売会のお話もありましたけれども、当町も、我々

は桜まつりの準備とかで難しかったのですが、観光協会の職員が赤レンガ前に出向いて物販をや

ったりしてきておりますので、そこは観光協会等とも役割分担もしながら、そういったイベント

でのＰＲ等もやってきておりますし、今後ももちろんそういった役場だけではなくて、民間の方

とも協力しながらやっていきたいと思っております。 

パンフレットにつきましては、数年前に今の形に、見開きの形に改めていたりしていますけれ

ども、ウエブの発信も大事ですけれども、やっぱりそういった紙媒体ももちろん大事にしていか

なければならないということで、今年もこれからまた増刷をしたりしていきたいと思っておりま
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す。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) それで、ペーパーの関係で置いてもらいたいという場所、例えば札幌だと

かだけではなくて、旭川とか函館とか駅のほうだとか、そういう何か提携してうまく対応すると

いうことも考えているかどうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) パンフレット等やはり予算が伴うものですから、観光パンフですとか

観光に係るＰＲ資料にどれだけ予算をかければいいかというのもございます。かけれるのであれ

ばたくさんかけたいところですけれども、やはり全体の予算というのもありますので、それらに

ついては担当課のほうとも協議しながら、同じ予算でも効率のいい配置の仕方だとか、そういう

のも考えながら今後対応していきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) わかりました。 

私のほうは、個人的にこういうパンフレットを集めながら、自分でいろんな地域の収集という

わけではないのですけれども、今後いろんなところにドライブなり、出向いたときに使用してい

るという形で、その中でいろいろと今人口が減っている中でうまく回っていくのかなという感じ

もしているので、毎年こういう形で質問させていただいています。 

次の２番目の年中新ひだか町の観光名所として来町していただくと、新ひだか町はこういうい

いものがあるよというところを私も微力ながら友人、知人、札幌しかいませんけれども、一応話

をさせていただいています。それで、先ほどお話ありましたようにテレビ局だとかいろんな形で、

私もＮＨＫ、そしてＳＴＶだったかな、そういったところも拝見させていただいております。そ

れだけでこっちのほうに、たまたま見てという形なのか、そこで放送されているから見てくださ

いということで知るということなのか、その辺わかりませんけれども、先ほど言いましたように

やはりパンフレットはペーパーでの必要性が出てくるかなとは思っております。 

それで、ほかの地区でいろいろと冬スケートだとか大会だとかやりながらその場所に、例えば

苫小牧であればアイスホッケーだとかあります。そして、冬場にドラム缶で焼肉にして食べるも

のもあります。新ひだか町として、冬、人を集めるために観光のひとつ新しい事業として考え、

または進めているのか、その辺お聞かせ願いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 冬のイベントということになるかと思いますけれども、当

町はご承知のとおり非常に冬は住みやすい一方、雪が少ないものですからなかなか冬のイベント

というのは難しい状況になっておりまして、以前はご承知のとおり商工会青年部が中心になって、

アイスキャンドルなんかもかなり町中盛大にやっていた時期もありましたが、なかなかその氷づ

くりも凍らないですとか大変だということもあって、今はちょっと違う形で屋内でのカローリン

グというのですか、そういったイベントと、それから外での屋外でのジンギスカン、なまらジン

ギスカンというイベントの名称でありますけれども、それを昨年あたりから始めているというこ

とで、ちょっと最近の気候状況なんかも変わってきてはおりますけれども、冬の新しいイベント、

風物詩として、来年も２月上旬にまた青年部さんが中心になって開催すると。もちろん我々もそ

こに協力はさせていただきながら、連携してやっていきたいということで今話を進めているとこ



 

 － 44 － 

ろです。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) なぜこういうことをお聞きするかというのは、今２万2,000人いますけれど

も、来年は２万2,000切る勢いで、今年に入って400人減っています、10月の広報の人数からいけ

ば。それで、私はもうそうだったのですが、冬、雪が少ない。老後雪はねが少しでも楽な場所と

いうことが新ひだか町を知ってから住むということを決めました。だから、今言ったように冬何

か行事を、イベントをやると。やるのはいいのですが、町内だけで、町民だけで楽しむのではな

くて、こういうのをやっているよというのを町外にも発信していただいて進めていただければな

と思うのですけれども、イベントはそういうことをしようという、商工会の青年部ですか、そち

らのほうと連携しながらやるというのは考えはあるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) チームを多数募って、これから募ることになると思うので

すけれども、町内だけではなくて、町外の方もたくさん来ていただいて、スポーツ楽しんでいた

だいて、その後外で楽しくジンギスカンをやっていただくということで、町内外に広くＰＲをし

ていければなということで、青年部さんともちょっとお話をしながら進めていきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) そういうことで進めていっていただいて、新ひだか町の冬のよさを知って

いただくためにご尽力いただければなと思います。 

最後になりますけれども、３つ目、先ほどお話にありましたように二十間道路だとか真歌山、

そして牧場、日高山脈ということで、景観がいいところはいっぱいありますよということをお話

ししていただきました。私も前はそう思っていました。ところが、シャケなんかが先週古川に相

当上がってきていました。ところが、新ひだか町の静内川のほうを行ってみると、この間も６月

にも話したとおり中州がああいう状態で、そして白鳥ふれあい広場と言っていましたか、そこの

ところも泥だらけで立木があるまま汚い状態で、私は一番好きなのは、ほかのまちではまずない、

静寿園ですか、そちらのほうから歩いて渡る橋がある。歩行者専用の橋がそれは初めて見まして、

そこは何回かお邪魔させていただいているのですけれども、そこからも海のほうを見たり、夕日

を見たり、景観はよかったです。ところが、今は中州の問題等を含めて整備されていないという

こともあって、もう見る機会も失っている状況ではあります。そういったことで、６月にもお話

ししたとおり、うぐいすの森だとかそういう草刈り、きちんと整備しながら美しい状態に、どこ

か見たいというときに例えば牧場であればどうしても新ひだか町、三石町、その牧場を見てもら

うというのではなくて、どうしても新冠町のサラブレッド銀座ですか、そっちのほうを紹介して

しまうのですけれども、何とかきれいな状態にしておくという、公園の遊具だとか、山のほうの

左岸のほうの草刈りを少しはやっていただいたのですけれども、その辺その状況を見ながら、ぜ

ひ整備をしていただきたいと思うのですけれども、そういう整備状況等は考えているかお伺いし

たいと思うのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 左岸の草刈りの件ですが、草刈りについては回数はちょっ

と減ってきたりはしていますけれども、草刈りはやっておりますし、あと公園といってもたくさ

ん公園がありますので、全て完璧にというわけにはいかないのですけれども、今できる限りのこ
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とは草刈りを含めて管理のほうはきちっと景観保てるようにしていきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) いろいろと質問させていただいて、答弁いただいて、質問の内容もなかな

かご理解いただけない中でも何とか頑張って理解していただいて、答弁していただきました。本

当にありがとうございます。 

ただ、皆さんと同じように私も何とか新ひだか町の人口を少しでも、地方財政の関係も出てく

るかと思いますので、減らないような努力をしていきたいと思っていますので、私の質問はこれ

で終わらせていただきます。どうもありがとうございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５４分 

                                            

再開 午後 ３時０４分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続します。 

 次に進みます。 

９番、阿部君。 

〔９番 阿部公一君質問者席へ〕 

〇９番(阿部公一君) それでは、通告に従いまして、４点についてお尋ねいたします。 

まず、国立社会保障・人口問題研究所の示した令和27年における管内の推計人口は、３万3,987人

と現在の半数になるということが示されています。行政サイドがこの数値をどのようにとらえる

かがこの町のまちづくりの目標を考える重要な課題と思います。今年度発足したまちづくり推進

課に期待するところです。 

そこで、通告の質問に進みます。町長の姿勢が見えないとの話題がありますが、この話題につ

いては職員がどのように受けとめているか。町長として職員との意思疎通はできており、風通し

はよくなっている。町民がどう感じられるかは、今後の職員の仕事の成果にあらわれてくるもの

と思っていると６月の定例会で町長は言っております。そこで、町長は、10年後、20年後を目指

し、どのような理念を持って町長として崇高な目標、統制的理念を持ち、職員、町民の中に風を

通そうとされておりますか伺います。また、当町では、財政が厳しいとのことですが、そのよう

な状況において統制的理念に基づく目標に近づくため、構成的理念とも言える目標についてどの

ように考え、職員の中に風を認識させようとしているのかお考えをお聞きします。 

通告の２点目は、防災意識についてであります。町は、最終的にはみずからの命はみずからが

守るという原則を話されますが、果たして町民個々が災害をどのように状況判断し、命を守るこ

とが可能なのかいささか疑問です。行政が状況を判断し、町民個々に速やかに状況を伝達するこ

とが可能でなければなりません。そこで、今後起こり得る災害をどのように想定、分析し、タイ

ムラインを活用し、伝達するかということです。次の災害想定についてお答えいただきたいと思

います。 

１つは、震度６、または７を想定した場合、そのタイムラインはどのように想定していますか。 

２つ目、水害を想定した場合は、降雨状況により著しく状況は変化します。６時間、９時間、

12時間、18時間と続き、それぞれ１時間当たり30ミリ、60ミリ、90ミリとなった場合を想定状況

をお答えいただきたいと思います。過去の経験、データからどのような被害が想定されるか、ま
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たそれに至るタイムラインはどのようになっているかお聞きします。 

今年の本州における台風の報道において聞かれた次の点についても、当町において起こり得る

可能性があるか、ないかについてお尋ねします。これは、あくまで仮定の話ですので、当町では

起こり得ないという判断をされているのであれば、そのようにお答えください。１つ目、下水逆

流、２つ目、バックウオーター、３つ目、ダムの事前放流、４つ目、ダムの緊急放流。 

また、町民への伝達方法としての防災無線等については、委託事業として町内において受信状

況等調査をされているようですが、現時点での作業はどの段階ですか。直接町民に周知するのは

令和３年ころかと思いますが、緊急通報システム、エリアメールなどの利用も含め、防災無線を

どのような形にし、情報がくまなく町民に行き渡るようにするのかお聞きします。 

なお、大きな災害が発生したときには大量の災害ごみが山積みとなります。分別がされていな

いのが実情ではないでしょうか。他地域においては、災害復旧支援のため参加されたボランティ

アの方々がこの仕事に当たることもあるようです。災害発生後の大量の災害ごみについて、各自

治会内に組織されている自主防災組織の協力も欠かせないと思いますが、防災本部のお考えをお

聞きします。 

通告の３点目、財政健全化に向けた現状についてです。財政状況については、健全化判断比率

等からすると厳しい状況ではないし、速やかに改善策を講じなければならないということではな

いと考えます。しかし、各種使用料等の値上げなど、財政が厳しいという状況にあります。財政

が厳しい状況はいつまで続くのか。安定財政に向けた目標値を今後の人口減少を踏まえた上でお

考えのことと思います。また、この時期には既に来年度の予算編成に着手していることと思われ

ます。そこで、町の財政が５年、10年先を見通したとき安定的に財政運営が可能かという点から、

過去にそのような話題があったと記憶しておりますが、各種財務諸表を作成し、公表することに

より、町民に対し町政執行方針にも記載されておりますように町の財政状況をより丁寧に説明責

任を果たすことが可能ではないでしょうか。早急に財務諸表の作成が可能かお聞きします。 

４点目は、ＪＲ問題です。この問題については、廃線に向けてはまだまだ不透明な点があるよ

うに感じておりますが、町民の多くの方々は廃線は決定されたとの認識かと思います。今後ＪＲ

との個別協議事項の当町における内容と平成27年12月の定例会での答弁との関係は考慮されてい

るのかお聞きします。ＪＲとの個別協議の中で考慮されているものであれば、今後推進していく

だろう町内路線網との整合性、関連についてお聞きします。 

以上、ここからの質問とさせていただきます。時間も押していますので、手短にお答えをいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) 阿部議員からのご質問のうち、私からは１点目の町長の政治姿勢とし

て将来を見据えた基本姿勢は何かという点と４点目のＪＲ問題における個別協議と町内路線網と

の整合性についてあわせてご答弁申し上げます。 

まず、１点目のまちづくりにおける統制的理念と構成的理念のご質問でございますけれども、

前回９月の定例会の際にも同内容のご質問をお受けしておりますので、答弁の繰り返しになって

しまうかもしれませんが、まちづくりの最上位計画として昨年３月に議会の皆様のご議決をいた

だきまして、新ひだか町第２次総合計画を策定したわけでございますが、その中では町の将来像
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をみんなでつくる希望にあふれるまちとし、これを実現するための理念として、協働連携、創造

挑戦、自主自立、持続安定の４項目を掲げているところでございまして、統制的理念として言う

とならば、町民、議会、行政が効果的に連携し、互いに協力し合いながら、地域全体で活力ある

町をつくり上げることということになるものと考えてございます。 

一方、第２次総合計画では、将来像の実現に向けた政策の柱としまして、１、だれもが参加で

きるまちづくり、２、快適で安全安心な生活環境づくり、３、健康で生きがいのある暮らしづく

り、４、地域資源を生かした安定的な経済基盤づくり、５、町の将来を支える豊かな人づくり、

６、安定した行財政基盤づくりの６項目を掲げておりまして、これに基づき各種事業を企画、立

案、実行しているところでございます。構成的理念という言葉で言うならば、まちづくりに対す

る町民参画を促進することにより、官民による適切な役割分担や連携関係を築き、これからの時

代に即した新たなアイデアなども取り入れながら、自立かつ持続できる仕組みや取り組みをつく

っていくことにあると考えてございます。 

 次に、４点目のＪＲ問題における個別協議と町内路線網との整合性についてお答えいたします。

平成28年６月定例会、さらには平成27年12月定例会においても議員おっしゃるとおり同様の内容

でご答弁申し上げておりまして、公共交通等庁内検討会議における一般公共交通網のあり方の検

討につきましては、基本的に公共交通機関がない白紙の状態からいかに町内における路線網を各

種バスの運行形態により合理的かつ有効的にカバーできるかリスク管理を含めた検討を行ったと

ころでございます。ＪＲとの関係ですけれども、さきの全員協議会でも報告させていただいた11月

12日開催の臨時町長会議の結果において、日高線沿線の代替となるバス路線についてＪＲ北海道

と個別協議を正式に行うことを確認し、令和２年３月までに協議結果を出すこととしております

ことから、担当の企画課におきまして基本スケジュールに基づき11月から資料収集、内部関係課

との連絡調整、町内路線網等の分析等を行いながら個別協議に向けた項目を洗い出し、町内路線

網と広域的幹線網との結節を持続性、利便性の高い公共交通となるよう早期確立に向け、検討会

議結果も踏まえた検討を進めているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) 私からは、大きな２つ目の当町における防災意識についてと３つ目の

財政健全化に向けた現状についてのご質問につきましてご答弁申し上げます。 

最初に、当町における防災意識についての１点目、震度６、７を想定した場合そのタイムライ

ンはどのように想定しているのかについてでございますが、一般的には災害の発生を前提に防災

関係機関が連携して災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、共有した上で、いつだれが何を

するかに着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理したものがタイムラインでございま

す。しかしながら、地震のような突発型災害につきましては、防災行動を実施することは困難で

あることから、地震発生時におけるタイムラインは持ち合わせてございませんが、地震発生後に

おける対応について申し上げますと、仮に本町に震度６以上の地震が発生した場合におきまして

は、新ひだか町職員初動マニュアルに基づき第３配備体制をとり、勤務時間内には来庁者や職員

の安全確認及び職場の安全確保確認並びに電気、電話の使用確認をするとともに、津波発生の有

無について情報入手することとしてございます。また、休日、夜間などの勤務時間外には全職員

がそれぞれの職場に直ちに参集し、第３配備体制をとることとしてございますが、道路等の遮断
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により職場に参集することが困難な場合につきましては、居住地に近い庁舎に参集することとし

てございます。その後におきましては、直ちに災害対策本部を設置し、災害の状況について情報

を収集し、それぞれの班における業務分担により対応に当たることとしてございます。 

なお、本町海岸に大津波警報が発表された場合におきましては、気象庁が発表する津波到達予

想時刻等を確認するとともに、防災行政無線やエリアメール等により避難に関する発令について 

地域住民に情報伝達を行うこととしてございます。 

２点目の水害を想定した場合、過去の経緯、データからどのような被害が想定されるか、また

それに至るタイムラインはどのようになっているか、本州において報道された次の点について当

町において起こり得る可能性と防災無線等の活用はどのように考えているか、また防災無線のデ

ジタル化の更新の進捗状況とそれに係る町民への周知計画についてでございますが、降雨状況別

による被害想定につきましては非常に難しいものがございますので、過去の災害を例に挙げます

と、記憶に新しいものでは平成28年８月の台風９号による大雨では静内地区において最大１時間

降雨量53.5ミリ、最大24時間降雨量で117ミリの雨が降り、真沼津川周辺の末広町地区及び古川周

辺の本町や古川町地区を中心として、住家の床下浸水が110件、床上浸水が22件発生し、さらには

農道や町道、林道などに被害が多く発生し、多大な被害を受けたところでございます。この台風

９号における対応といたしましては、台風が上陸する前日の午後５時半に災害対策本部及び地方

本部を設置いたしまして、同日午後６時25分には大雨警報、暴風波浪警報が発表され、警戒に当

たりました。翌日の午前３時ごろには洪水警報が発表され、古川排水機場のポンプはフル稼働、

午前５時ごろには雨が強くなり、午前６時10分には市街地全域に避難勧告を発令し、役場静内庁

舎や青少年会館など静内地区に４カ所の避難所を開設し、避難者の受け入れを行ったところでご

ざいます。 

なお、豪雨時のタイムライン策定状況でございますが、現在北海道と最終調整を行っている段

階に入っておりまして、遅くても年度内に完了する見込みでございます。 

次に、台風などの大雨災害時における幾つかの想定に対する周知方法についてですが、１つは

下水の逆流でございますが、短時間における大雨により河川の水位が上昇し、道路の排水がスム

ーズに流れず、結果として発生する内水氾濫につきましては、過去においても本町において経験

があり、住家における床下浸水などの被害が発生したところでございますが、状況が常に変化す

ることから、防災行政無線等による周知は困難なものと考えてございます。 

２つ目の大雨により増水した２つの河川の合流地点において、本流が増水することにより支流

である河川の流れが悪くなり、急激に水位が上昇するバックウオーター現象について、当町にお

ける近年の災害では大きな被害となったケースはございませんが、今後において被災時に影響が

ある区域が限定される場合には周辺地域にアナウンスいたしますし、広範囲にわたる場合には防

災行政無線などを使用し、周知いたします。 

３つ目のダムの事前放流につきましては、これまでも台風の上陸が予想される場合などにおき

ましては、春別ダムなどが事前放流を行っており、放流１時間前には必ず電話とファクスによる

通知があるところでございます。 

なお、ダムの緊急放流におきましては、いわゆるダムへの流入量まで放流量を増やす措置であ

る異常洪水時防災操作のことでありますが、本町における洪水時の調整機能を有する高見ダムに

おきましては、ダム高120メートルの道内最大規模のダムでございまして、このダムにおきまして
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は放流ゲートのない自然越流方式による洪水調整ダムであることから、緊急放流の機能を有して

いないものでございますが、状況の連絡は来ますので、必要に応じ周知を実施してまいりたいと

考えてございます。 

このようなことから、今後におきましても本町における自然災害は引き続き発生し得るものと

考えておりますが、災害発生時におきましては避難勧告等の判断伝達マニュアルに基づき適切な

タイミングによる避難勧告等を発令し、地域住民へは防災行政無線を初めエリアメールや町の公

式ホームページ、広報車両等により情報伝達の多重化に努めてまいりたいと考えてございます。 

また、本町における防災行政無線の更新に当たりましては、運用しておりますアナログ式の無線

電波の使用期限が令和４年11月30日までとなっていますことから、令和２年度のデジタル化工事

の発注に向けて実施設計業務を進めているところでございます。町民への周知につきましては、

今年の自治会長会議におきまして防災行政無線の更新の必要性や今後の整備計画を説明させてい

ただいたところでございます。 

大規模災害時に発生する災害ごみの対応についてでございますが、地域防災計画におきまして

は、災害時における一時集積場所などについて具体的な場所を選定していないのが現状でござい

ますが、過去の地震や大雨による災害時におきましては、その災害の規模が比較的大きい場合な

どには災害対策本部での協議により一定の回収期間を定めた上で災害ごみの処理費用を免除して

きたところでございますので、今後におきましても同様な考えで取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。 

最後になりますが、地震発生時におけるタイムラインと豪雨時のタイムラインについての資料

請求がございましたが、先ほどご答弁いたしましたとおり、現時点で作成しておらず、提出でき

ないことにご理解をお願いいたします。 

次に、大きな３つ目、財政健全化に向けた現状についてご答弁申し上げます。初めに、本町の

財政状況でございますが、平成30年度の決算における健全化判断比率を見ますと、平成29年度の

比率と比較し、実質公債費比率や将来負担比率において数値が改善されたように感じますが、各

特別会計や病院事業会計では大きな収支不足が生じており、病院事業会計においては資金不足に

対応するための一時借入金の増加が影響し、資金不足比率が発生しておりますし、連結実質赤字

比率においては、一般会計の実質収支は水道事業会計の資金における余剰がなければ大幅な赤字

となっていたものでございますので、以前からご説明申し上げていますように厳しい財政状況に

変わりはないものと認識してございます。 

そこで、ご質問にあります各種財務諸表の作成及び公表についてでございますが、この財務諸

表は地方公共団体が厳しい財政状況の中で財政の透明性を高め、住民に対する説明責任をより適

切に果たすとともに、財政の効率化や適正化を図るため、現金主義と単式簿記による予算決算制

度を補完するものとして総務省から作成及び公表が推進されてございます。この財務諸表には４

つの書類がございまして、１つ目に年度末などの一定の基準日時点における資産や負債、純資産

の残高及び内訳を表示し、資産、負債などのストック状況や資産形成と税金などの投入関係、将

来世代への負担などを明確にする貸借対照表、２つ目に１年間の行政運営コストのうち福祉サー

ビスやごみの収集に係る経費など資産の形成につながらない行政コストや人件費や物件費、その

他の費用などに区別して表示した行政コスト計算書で、これは企業会計でいう損益計算書に当た

るものでございます。３つ目に、会計期間中の純資産の変動を明らかにする純資産変動計算書、
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４つ目に資金収支の状況を見る資金収支計算書、これは企業会計でいうキャッシュフロー計算書

に当たるものとなってございます。 

財務諸表による発生主義と複式簿記を採用することで、現金主義と単式簿記で見えにくい減価

償却、退職手当引当金といったコスト情報、資産、負債といったストック情報の把握が可能にな

るとともに、これを公表することで減価償却費を含むコスト情報やストック情報が見える化され、

町民の皆様への説明責任をより適切に果たすとともに、財政マネジメントへ活用されていくこと

が期待されてございます。本年３月の議会定例会におきまして田畑議員から同様のご質問をいた

だいた際にもご答弁申し上げましたとおり、本町においても現在作成に取り組んでおりますが、

他市町村で行っている業者等への作成業務委託は行わず、職員がみずからの手で作成しておりま

して、先ほど申し上げました貸借対照表の作成に必要な固定資産台帳の整備や執行経費の複式簿

記に対応した仕分け作業などに想定以上の時間を要しており、完成までに至っていない状況でご

ざいます。引き続きスピード感を持って事務事業を続けさせていただき、本年度中には普通会計

の財務諸表を完成させ、皆様に公表させていただきたいと考えてございますので、ご理解をお願

いいたします。 

また、この財務諸表の作成は、財政状況や行政コストの見える化を進めるだけでなく、先ほど

申し上げましたストック情報や現金支出を伴わないコストも含めた総コストでの情報把握が可能

となりますことから、公共施設の施設別コストや行政サービスの事業別コストなど、より細かな

単位でのコスト分析に活用することで行政サービスの運営マネジメントをこれまで以上に充実し

ていくことが期待できますことから、早急に作成、公表するとともに、現在進めております公共

施設の集約化や長寿命化のほか、各種行政サービスの行政評価などへの利活用についてもあわせ

て進めてまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 通告している順番で簡単にいきます。 

最初の１点目のやつの部分について、前回と同じ答弁というようなニュアンスだったのですけ

れども、前回は質問の内容がよくわからないのでというところで終わっています。それで、今回

のやつはそれからいくと少し進んでいるかなとは思うのですが、構成的理念という部分の期間を

言うのであれば、町長の任期中に実質的にどういう目標を持ってやっていくのだ、下から積み上

げるとそういうことで、それが将来的な町長が任期終わった後でも町民にとって理想的なまちづ

くりにいくのかというところが統制的理念というような位置づけで僕は話をしていますが、そこ

の部分が若干ニュアンスが明確でないので、ここのところの再度統制的理念、構成的理念に係る

部分の町長の考えをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) ちょっと阿部議員がよくお使いになるその統制的理念と構成的理念っ

てあまり我々通常使っていないものですから、なかなか一致しない状況が続いているのですが、

我々一昨年10カ年計画である総合計画を更新いたしました。今それを具現化するためにさまざま

な事務事業を企画、立案して、運営しているところでございますので、そこに書かさっているこ

とを目指しているということになろうかと思います。ただ、大野町長の任期中のということであ

りますけれども、一昨日から申し上げておりますとおり、さまざまな政策的投資ができるような

安定的な行財政基盤をつくる上で今さまざまな改革に取り組んでいるところでございまして、た
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しか今年の町政執行方針では備えの年という言い方もしておりましたけれども、今はさまざまな

改革をしながら力を蓄えているような状況にあると認識してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) この部分は総合計画にのせているから、それが統制的理念に匹敵する部分

だというのは、若干僕の考えでいくと、それは少なくとも期間ありますから、10年ぐらいの中だ

から、それは構成的理念で、実質的にこうしたい、ああしたいという部分だと思うのです。そこ

のところは幾ら議論してもしようがないですから、次に移ります。 

それで次、答弁のあった部分からいきますと４点目のＪＲの問題ですが、個別協議事項で過去

に答弁した部分等であると思うのですが、個別協議事項をどういうふうに集約していくのか、そ

してそれを肉づけをして、どのような過程を踏んでＪＲとの協議に臨むのかと。当然住民にかか

わる部分ですから、議会の中でもそれなりにもんでいかなければならない部分だと思うのですけ

れども、ここでどうまとめて議会とも連携をとりながら、また住民との説明も踏まえながらやる

としたら、もう間違いなく３月では無理です、時間的に。そうすると、ますますおくれていくと

いうふうになると思うのです。僕はもっと厳しい部分言うと、ＪＲの問題はＪＲと北海道の連携

の手のひらで踊らされただけかなというふうに思っていますけれども、そうは言っていられませ

んので、ここの部分個別協議の中でどういうふうに町内の路線網との整合性をとって、町民にと

って必要な路線になってもらわなければならないと思うのです。代行バス云々という部分につい

ては、利用者数が減ればやめます。というのは、たしか道北のほうかな、で今走っているところ

のやつも利用者数が少ないので、もうやめたいというような部分を言っていますし、道南バスに

しても今は農屋線かな、農屋までの線、それもやめたいと。あと、ペガサスについても便を増や

せという部分の要望はしているようですけれども、これも運転手がいないので、室蘭の社長に言

わせるともうからない話は手を引きたいのだというようなことを言っていますので、この辺の部

分を全部込みにして、どういうふうに個別協議をしながら町内の路線網を維持しようとしている

のか。当然路線網の部分でいくと、限界集落という部分でいくと、ここの部分は先ほど言われた

ように27年に私が質問して、白尾議員も同じような質問をして、限界集落についてどう対応する

のだというような部分をしていると思いますので、そこの部分を整合性をとるということになる

と相当時間もかかるし、議会も相当議論をしていかないと結論は見えないのかなというふうに思

いますけれども、それらの部分協議の中で議会との連携についてどのようにやっていこうとして

いるのか、項目と時期をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 全部お答えできるかどうかわかりませんけれども、これから３月に向

けた協議検討の過程についてまず聞かれたと思っております。我々11月12日の町長会議の決定以

降、３月を目途にということでしたので、そこに向けたスケジューリングを今内部では済ませて

おります。阿部議員おっしゃるとおり、かなりタイトな日程でございまして、毎月かなり精力的

に動かなければ、しかも一つ一つのことがスムーズに先に進まなければなかなか難しいかなとい

う率直な感想は持っておりますけれども、一応３月までに結論出すスケジュールは立てておりま

す。その中で、現状以前から申し上げているとおり管内７町を横断するような幹線交通につきま

しては、個別協議事項ではなく７町の協議の中でやっていくということで一つ踏まえております。

もう一方、各町の個別事項につきましては、それは内部で今整理をしまして、ＪＲ側と随時個別
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協議をしていく中である程度折り合いといいますか、選択肢が限られてきた段階で議会の皆様に

も一通り状況を含めてお話をし、その後最終的には住民にもご説明する場面を設けていかなけれ

ばならないのかなというふうなことで考えているところでございます。 

あと、地域内公共交通の維持につきましては、先般ＪＲから８項目の提案がありました。その

中には地域内の赤字路線バスの赤字補てん分、これは18年間ＪＲ側が持つ用意はありますという

ようなことは１度受けております。それをマルとするか、バツとするかということでなくて、当

町が幹線に接続する、結節するということが一つ大きな目的になると思いますけれども、そこに

接続する地域内公共交通網をどうつくっていくのか。それにはどういう形態で、どれぐらいのお

金がかかるのかということをきちんと整理した上で、ＪＲ側に必要な要望をしてまいりたいと思

っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 確かに日程的にも大変でしょうし、予算的にも非常に厳しい状況になるの

だろうと思うので、この部分についてはどこの常任委員会が担当するのか、または特別委員会に

なるのかわかりませんけれども、議会とも十分に連携をとっていかなければ、予算に関してはも

う幾らかかるかわからないという話になってしまいますので、だけれどもこういう結論、方向を

見出したので、幾らかかるかわからないですけれども、進みますという話になっている。それこ

そ代行バスの部分も利用者が減ればやめるよという意向は、水面下ではもうＪＲ自体が言って、

正式には表明していませんけれども、道北のほう、宗谷バス、宗谷のほうだったかな、の関係で

はそういうような意向も示していると。そうすると、間違いなく今言っているように十何年間で

すか、やってくれるのかどうかもよくわからないと。そのときには道南バスももうからなければ

と。ここのところが結局27年までには人口半分になったら乗る人もいなくなるだろうと。そうす

ると、27年というと25年ぐらい後ですけれども、25年にはそういうバス路線自体はなくなるから、

町がどうするのかと。それは、今からＪＲと話をしながら、いろいろ駆け引きをしていかなけれ

ばならないのだろうと思いますので、その辺は常に議会と連携をとりながら進めていただきたい

と思うのですが、その辺のところはある程度結論が出てから、行政としてまとまってそういう部

分が出た、個別協議事項がある程度固まってから相談するのではなくて、その以前からきちっと

した形、きちっとしたというのは個別事項を固めてからということではなくて、その前から協議

をきちっとしていただかないと、もう決まったことだからと、そういうことでもう要求するから

という話では、そうですかという話にはちょっとならないと思いますので、そこのところは十分

注意をして進めていただきたいなと。そういう部分でいくと、時間も金もちょっと大変だな、そ

ういう時期が来るのではないかというふうに思っています。 

それでは、もう一つ下がって…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、質問してください。 

〇９番(阿部公一君) 今言いましたけれども、協議をどういう予定、日程でやっていくのか。３

月までは行政がやるのか、それともその３月までの個別協議をやる、事項を固めていく中で議会

との連携を図っていくとすれば、もう早急にいつ、毎週やるよとかそういうような日程を組まな

ければやっていけないと思うので、その辺のおつもりがあるのかどうかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 岩渕総務部参事監。 
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〇総務部参事監(岩渕博司君) 阿部議員おっしゃるとおり、タイトなスケジュールの期間の中で

この地域及び日高管内の広域的な公共交通をこれから利便性の高いものとするために今手をかけ

始めたところでございます。そして、この町の個別協議という部分に関しましては、今データ集

めを一生懸命やらせていただいて、なるべくなら骨格というもの、形というものをつくりながら、

その中で議員の皆様、そして地域の町民の方にもご相談申し上げて、それから固めたいという意

識はもちろん持ってございます。ただ、その   につきましてもなかなかタイトなスケジュー

ルの中でどこをはめようかなというのはありますけれども、今のところ予定は２月中には必ずご

相談をさせていただきたいというような段取りで今進めているところでございます。 

そして、あとは管内の公共交通、広域的な部分も含めてなのですけれども、そこも並行してや

るというところもございます。ですから、広域公共交通の幹線が確定しなければ地域内の公共交

通、例えば簡単に申し上げますと私たちの町では大きな沢が大体５つあると思いますので、その

沢と幹線を連結させる地域内公共交通、先ほど阿部議員も過去にもいろいろお話をいただいたと

ころの地域内の公共交通をいかにするかというところも含めてこれから考えなければならないの

で、その並行する、協議を並行するという意味なのですけれども、幹線がまず決まらないとなか

なかその域内公共交通のほうにも大きなところは出せないと。ただ、やらなければならないとい

う考え方は必ず持っておりますので、その面も含めて、そしてつけ足すならばＪＲが示しており

ます８項目、この中には当然先ほど申し上げました赤字補てん分、それ含めまして鉄道用地です

とか社宅ですとか駅、いろんなものについていかがでしょうかというご提案もいただいているの

はもう議員の皆様ならご存じだと思います。その辺も全部ひっくるめたものが個別協議の対象と

なりますので、それら８項目プラスアルファも含めまして、今後迅速な協議、対応を詰めていき

たいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 今２月中にはという話ですけれども、町としては相当重たい課題がたくさ

んあります。それで、３月という話になると、もう最初から無理だと。３月にこれ提案してどう

のこうのというのは無理ではないですかと思うのです。ですから、そこから２月に初めてやりま

したよと。もう３月には回答しなければいけないのですからとやると、極端な話もう決まった話

なのだから、相談すれと言うからしているだけで、中身についてはいろいろ言われても困るので

すよねという話になってしまうと、議員さん方自体が町民に対して説明のしようがない。そこの

ところはお互いにフィフティー・フィフティーで町民から批判を浴びないように、大原則議会は

町民のために議会ですから、そこのところを明確に自覚をしておいていただきたいと思います。

そして、項目だとかいろんな部分ありますけれども、その辺の部分全部腹打ち割って議会とどう

するのだというところの議論をしないと、最後になってから話ししました、こうでした、１億か

かります、２億かかります、その部分についてはまた税金を投入するのか、特別会計みたいな形

で負担を全部徴収するのか、それはわかりませんけれども、そういう部分も出てくるので、そう

いう最終的なところまできちっと議会と議論した上で、さあ、ＪＲと勝負しましょうかという話

にならないと、結局結果としてＪＲなりにもてあそばれて終わってしまうという気がしますので、

そこのところは相当厳しくやっていかなければいけないだろうと思いますし、議会もそこのとこ

ろはいろんな部分を含めて、財政的な部分も含めて相当覚悟しなければいけない事項かなという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 
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〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、どこまで今質問ですか。今質問されていないの。 

〇９番(阿部公一君) そこのところは期間が相当かかるでしょうと。だから、そこの部分は余裕

持って、相当お互いに腹を割った話をしなければいけないのですが、その情報等々も含めて、ど

ういうふうに提起をされてくるのか、議会に対して、その辺は一応お聞きしておきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 岩渕総務部参事監。 

〇総務部参事監(岩渕博司君) こちらのほうで一応町としていろいろな考え方を今情報を集めて

いる中で、今後この町における利便性の向上、要はたくさんバスに乗っていただくためにはどう

したらいいかも含めまして、その辺のご提案の輪郭といいますか、そういうのを素案的なものを

つくらせていただいて、議会にご説明をさせていただいて、ご意見をいただきたいという流れに

させていただきます。それと、当然同じように地域の皆様方についてもそのような形でさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

もう一点、阿部議員のほうから先ほどと今のご質問の中にありました負担を伴うというお言葉

がございましたけれども、以前もご説明しましたとおり、ＪＲの提案８項目の中には私たちの町

が負担を求められているという点は一切ございませんので、財産を例えばもらうときも恐らく無

償ですとか、それとあとは何かの支援するときはＪＲ北海道さんのほうから出していただくとか、

そういうことの流れになろうかと思いますので、例えば数千万とか億単位の負担を伴うというこ

れからの支援策になるということは、こちらのほうとしては今のところ考えてございません。 

以上でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) その負担を伴わないというのは、町内路線網の整備をやるという部分が幹

線とのつながりもあるのですけれども、そこの部分も含めて負担はないという意味ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 岩渕総務部参事監。 

〇総務部参事監(岩渕博司君) 町内路線のこちらのほうでいろいろ考えているものについてアド

バイスをいただくために例えばＪＲ北海道さんの社員の方ですとか、そういう方で派遣をしてい

ただいて、公共交通に得手な方を派遣していただくですとか、あとはどのような考え方でダイヤ

を組んでいいのかというアドバイスをいただきたいという提案の案はございます。ですから、本

格的にこういうことで委託に出すと、ＪＲ北海道以外に委託に出すという場合は、それは負担を

伴うと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) ＪＲ以外に委託を出す場合は負担が伴うと。それでは、ＪＲそのものに運

行を依頼する、委託をするという部分については、負担は伴わないという判断ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 岩渕総務部参事監。 

〇総務部参事監(岩渕博司君) 運行ということは、バスということの理解でよろしいと思うので

すが、地域内公共交通に対してＪＲ北海道がバス運行するということは、今のところ８提案の中

には含まれてございません。ですから、地域内公共交通をどうするかというのは、別次元といい

ますか、日高線がなくなった後どうするというのは幹線的なものでございまして、私たちはそれ

に伴う地域内の公共交通に対して、今後それにどう接続するかということの項目についてＪＲ北

海道のほうで支援できる項目、それらを考えながら提案をしたいということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 
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〇９番(阿部公一君) それでは、提案していく中で事前に議会等にも報告というよりも協議があ

るのだろうと思いますので、今後どうするのか様子を見させていただきたいと思います。 

それから、次のやつ、財政問題なのですけれども、僕はこの部分のやつ課長の説明である程度

中身はわかっています。問題は、財政が大変だよと言っているのだから、早急に使用料等の財務

諸表をつくって、町民に説明するべきではないですかと聞いているので、それがいつやるのです

か、来年ですか、再来年ですか、できたらやりますという話では済まないと思うのです。この部

分については、確かに田畑議員もやっていましたが、何年か前には僕もちらっと聞いています。

その時点でも難しいという話はしていたので、それはわかっていますけれども、もう何年もたっ

て、まだ大変で、今頑張っていますという部分ではちょっと。ましてやその当時は、財政的にこ

んな厳しい状況ではなかったので、まあ、そうなのかねと思っていたのですけれども、今財政的

に厳しい。町民から今後どういうものが出てくるかわかりませんけれども、そういうものにきち

っと説明する上でもこの諸表というのは物すごく有効に使えると思いますので、できれば来年度

予算編成が終わる時期までに、相当苦労するでしょうけれども、公表することは可能なのか。出

ないとすれば令和２年度中にやるのか。それでなければやった意味がなくなってしまいますので、

この部分についてお答えいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) これまでも阿部議員等からご指摘されている部分、なかなか作成が至

らなくて公表できなかった部分につきましては、大変申しわけなく思っております。ただ、壇上

で私のほうからお答えしました中身に普通会計の財務諸表については完成させて、今年度中には

公表させていただきたいというふうな答弁をさせていただいていますので、その辺ご理解をお願

いします。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) そこの部分、そこの公表、もうできたということであれば早急にやってい

ただければいいのですけれども、そこで連結云々の部分もありますけれども、特会なり、ほかの

部分、町費、町の一般会計から金を出している部分は、全部含めて諸表つくらないと全体が見え

ないと思うのです。会社運営等々やっている方にすると、その辺の部分が全部見えないと一部分

だけの諸表になってしまいますので、そこの部分は全部を含めて、特会も含めて、町が金を出し

ている、出さなければいけないという部分も含めて諸表をつくっていただきたいと思います。そ

うしないと、町の全体の財政状況が見えてきませんので、そこのところはお願いをしておきます。 

それで次、防災の部分に移らせていただくのですが、なかなか説明を聞いてもタイムラインの

発動する時点がいつにするのかという部分がよく見えてこないのです。アメリカあたりのタイム

ラインを見ると、大体いろんな想定をしながら、経験値だとかを踏まえて…… 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、先ほどから質問でなくてご意見を言っているだけなので、質問を

していってください。 

〇９番(阿部公一君) わかりました。 

次、防災の部分に移ります。そのタイムラインというのは、結局いつからやるかという部分な

ので、そこの部分では今の時点ではなかなか災害が起きる、起きたらこういうふうにやります、

ああいうふうにやりますと言っている部分なので、本来のタイムラインとは若干ニュアンスが違

うのだと思うのです。震災、地震なんかの場合には、確かにそれをつくっておいても間に合わな
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い。ですから、発生した後の処理のためのタイムラインというふうになると思うのですが、水害

を想定した場合については、今までのいろんなデータがありますから、先ほどの質問に対しても

時間想定、それから降水量想定についての答弁はなかったと思うので、まずそこのところを確認

させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 

〇総務課主幹(浦東史博君) タイムラインの関係ですが、発動する時点が明確にちょっとわから

ないということなのですが、現在私どものほうで今までやっている河川の洪水に係る対応につき

ましては、それぞれの河川の水位に応じて避難情報を防災行政無線やエリアメール等で発信して

いるところでございます。具体的にはそれぞれの河川において避難判断水位や氾濫危険水位など

が設定されてございます。その水位に基づきまして、到達した場合、到達して今後まだ雨が降る

場合などを想定して、適切な避難勧告等を発令してきたところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 今までの経験に基づいて発令してきたよという部分については、当然のご

とく理解はできます。ですから、その経験とかデータから私が言っているように６時間、９時間、

12時間、18時間、それぞれ１時間当たり30、60、90と降った場合にどういうふうになるのか。少

なくとも昭和30年の水害以降ある程度の部分のやつはあります。下水のそれこそ逆流だとかあり

ますけれども、オオカワが氾濫したという事実はないはずなのです、確かに。昭和30年の災害の

ときにオオカワが氾濫したという部分は、どうして降ったかはわかっていますけれども、危ない

とすれば真沼津だとか古川がどのぐらい降ったらどうなるのかというのは、もうわかっていると

思うのです。そうすると、いつタイムラインに基づいて避難勧告なりなんなりを発令するのかと

いうのは、それこそ中央からのデータ、もしくは今までの経験である程度判断できると思うので

す。それをここのところでこういう場合どうなのだと聞いているのと、いつの時点で避難勧告等々

を出すのか。内地でよく言われましたけれども、出せばいいというものではないのだと。それこ

そオオカミ少年になって、毎度出しているとなれてしまって、だれも避難しないという部分もあ

りますけれども、その辺は今までの経験等々から出さないよりも出したほうが被害は少ないと思

うのです。そういう部分で、最後の質問にしますけれども、６時間、９時間、12時間、18時間降

り続いて、それが１時間当たり30ミリ、60ミリ、90ミリという例にした場合に相当の被害が想定

できます。最悪の被害というのは、オオカワの決壊だと思うのですけれども、確かに静内川の決

壊だけで済むのか、三石地区のほうではそういう危険性があるのか、ないのかという部分も含め

て、もう一度ここの想定をしている部分についてお答えをいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今阿部議員のほうからタイムラインいつつくるのかというようなお話

もありました。それで、壇上でも総務課長のほうから地震のタイムラインについては、なかなか

事前の部分というのはできづらいと。それで、今職員の初動マニュアルがあるので、それに沿っ

て行動をしていくというお話をさせていただきました。 

それから、洪水、豪雨等のタイムラインについては、先ほど田畑議員さんのご質問にもお答え

しておりますが、今管内の中で道も含めて協議をしてございます。これも壇上で答弁したことを

ちょっと繰り返させていただきますが、豪雨等のタイムライン策定状況でございますが、現在北

海道と最終調整を行っている段階に入っておりまして、遅くとも年度内に完了する見込みですと
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いうふうにお答えをさせていただいてございます。これ年度内につくりまして、また内部でもし

かしたらその内容を今度庁舎内で協議をする場面も出てくるかもしれませんけれども、そういう

状況の中でそのタイムラインを作成していくというような形で現在考えておりますので、それが

できましたら、当然町民の皆様にも公表していかなければならないですし、あわせて議会の皆様

にもお知らせをしていくというような形で考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 基本的には自分の命は自分で守れということなのですが、自分の命を自分

で守るための情報はどういうふうに得られるか、町民サイドからすると。逆サイドからすると、

どういう情報をどれだけ速やかに出せるかという部分ですから、そこの部分のタイムラグがあっ

てはいけないと思うのです。ですから、そこの部分は相当これで今年度中にできると、北海道と

の協議が調ってできるという部分なのですが、ここでひっかかってくるのが地域防災計画と新ひ

だか町の防災計画、これ言葉同じなのですが、たしか昔聞いたときに違うはずなのです。旧町で

いうと、地域防災計画というのは日高中部地域、三石、静内、新冠、ここの連携の計画という部

分で地域防災計画だというふうに聞いたような気がするのですが、新ひだか町の地域防災計画、

これがある程度できてくると、それと並行してタイムラインができるのだと思うのです。だから、

道と協議をしないとできなかったのだという部分についてはいささか疑問を持っていますので、

この部分についてはとりあえず町の防災計画に基づいて、速やかにタイムラインの部分は発表し

ていただきたいと思いますが、あくまでも道との協議がないとできないものなのかどうかお聞き

します。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 

〇総務課主幹(浦東史博君) ２点あったと思われます。まず、１点目の地域防災計画の件につい

てですが、これにつきましては現在の状況を申し上げますと、新ひだか町地域防災計画というも

のの１種類でございます。中部地区での云々というような計画はありません。 

続きまして、タイムラインの策定に係る北海道との協議でございますが、これにつきましては

私どもの今タイムラインを策定を進めている３河川、これは皆様ご承知のとおり北海道が管理す

る２級河川の水位周知河川でございます。ですから、河川管理者とはそういった形で協議を進め

ていって、関係機関がこのときにはどういうふうに動くというような行動計画をつくっていかな

ければいけないので、北海道と協議するということは大前提であるものと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) この問題何ぼやっても町民サイドに立った話にはならないのだろうと思い

ますので、終わります。どうもありがとうございました。 

                                            

        ◎延会の議決 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 本日の会議はこれで延会いたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 本日はこれで延会することに決定いたしました。 
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        ◎延会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 本日はこれで延会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

 (午後 ４時０４分) 


