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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、５番、北道君、６番、下川君を指名

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。 

 13番、建部君。 

〔13番 建部和代君質問者席へ〕 

〇13番(建部和代君) おはようございます。通告に従いまして、福祉事業について２点の質問を

させていただきます。 

まず、１つ目、障がい特性の理解を促進する運動について。私たちは、誰もが障がいのあるな

しによって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら暮らすことができ

る社会の実現を目的として平成28年４月に障害者差別解消法が施行され、社会生活の中で障がい

のある人もない人も基本的人権を共有し、スポーツ活動、文化活動を含め全ての人々との共生社

会に向けて歩んでおります。2018年の厚生労働省の推計によると、国内人口の7.4％に心身に機能

障がいがある人がいると言われております。これまで障がいのある人は、過去において受けてき

た差別、特別視、また障がいのある人はかわいそうだと一方的に助けるべき存在といった既成概

念でしたが、今では人々の生活や心において障がい者という区別をなくし、共に共生社会を目指

しております。この共生社会は、様々な症状や状態の人々が支え手と受け手に分かれることなく、

共に支え合い、多様な個性の能力が発揮できる活力ある社会を目指し、つくり上げていき、様々

な心身の特徴や考え方を持つ全ての人々と相互に理解を深め、コミュニケーションを取り、支え

合いができるよう一人一人が具体的な行動を起こし、持続することが求められています。しかし、

とりわけ日本の社会では、困っている人やその痛み気づいていても無関心であったり、無関心を

装ったり、遠慮してしまったりなど、心にバリアをつくってしまって、具体的な行動が起こせな

い人が多いと言われています。そこで大事なことは、全ての人が抱える困難や痛みを想像し、共

感する力を養うことが必要です。その中では、障がいのある人の尊厳を大切にし、合理的配慮を

行うことができる力を身につけるために、障がいについての基礎知識や障がいの状態に応じた接

し方の基本を習得することが大事であると考えます。そこで、町として国民一人一人が障がいに

ついての基礎知識や障がいの状態に応じた接し方の基本を習得できる機会を多くつくり、障がい

のある人もない人も全て分け隔てない共生社会をつくることを目指し、障がい特性の理解を促進
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する運動として取り組むことが必要ではないかと考えます。そこで、５点について質問します。 

町では、障がい者は現在何名いらっしゃるかお伺いいたします。 

２つ目、町では、障がい特性の理解を促進するためどのような取組をされているのかをお伺い

します。 

３つ目、道内ではどのような障がい特性の理解を促進する運動があるのかお伺いいたします。 

４つ目、障がい特性の理解を促進する運動に対して、町長の認識をお伺いいたします。 

５つ目、今後町としてどのような取組を考えているのかお伺いいたします。 

２つ目、重層的支援体制整備事業について。我が国においては、少子高齢化、人口減少が進む

中、家族や雇用形態の多様化と地域社会の結びつきの希薄化が同時に進行しています。そのよう

な中、個人や家族が抱える生きづらさやリスクが複雑化、多様化し、80代の親が50代の中高年の

ひきこもりの子どもを養う8050問題、介護と子育てを同時に担うダブルケア、ごみ屋敷、虐待、

孤独死など新たな課題が表面化してきています。こうした課題は、従来の介護、障がい、子育て

など制度分野ごとでは対応するのが難しく、必死に時間をつくって相談に行っても何も解決でき

ないという事態が生じています。 

こうした状況を改善するため、その状況に合わせて必要な支援につなげていく生活困窮者自立

支援制度が2015年度からスタートし、包括支援の仕組みづくりが進められましたが、課題も多く、

安心して包括支援を実施することが求められていました。こうした状況を放置しては、いつまで

たっても地域共生社会の実現も全ての世代が安心できる全世代型社会保障も実現することはでき

ません。そのため、平成29年の社会福祉法改正により、制度ごとではなく、課題を抱えている本

人や家族を丸ごと包括的に支援する制度の整備が市町村の努力義務となりました。29年の社会福

祉法改正の公布後３年、令和２年をめどとして市町村による包括支援制度を全国的に整備するた

め、国会では次の３つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が新たに創設されるこ

とになりました。 

３つの支援の１つは包括的な相談支援です。福祉の窓口は、高齢者、障がい者、子どもといっ

た分野別に分かれていることが多いのですが、どんな相談でも最初の窓口で丸ごと受け止め、相

談を断らない、必要な支援につなぐ、たらい回しにしないということです。そして、福祉の分野

にとどまらず、住まいや雇用、医療、教育など、他の分野の支援機関とも連携して、家族全体が

抱える課題を解決していきます。ただ、具体的な課題がすぐに見えないため、すぐに支援につな

がれないことも多々ありますが、そうした場合も伴走型で本人と同じ目線に立って、本人に寄り

添いながらつながりを持ち続け、課題を一つ一つ解きほぐし、粘り強く支援につなげていくこと

も期待されています。 

２つ目には、地域につなぎ、戻していくための参加の支援です。仕事をしたり、地域活動に参

加したり、本人に合った場所を探して、そこで役割を見いだせるよう支援します。ひきこもりの

方が働きたい希望があってもいきなり一般就労が難しいため、本人のニーズと地域資源をうまく

有効利用して、社会とのつながりを回復することが参加支援です。 

そして、３つ目が地域づくりに向けた支援です。子ども食堂や運動教室など、住民自らの意思

で行う多様な活動や居場所を増やし、地域づくりに関心を持つ住民やＮＰＯ、農業、観光など福

祉以外の分野の方々とも日常的に顔の見えるネットワークをつくっていくことが必要だと思いま

す。 
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この３つの支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を実施することによって、制度の縦割

りを打開し、制度に人を合わせるのではなく、困り事を抱えている本人と家族を中心とした支援

へと福祉の大転換を図ることが期待されており、それこそ断らない相談支援であって、誰も置き

去りにしない社会を実現する基盤となると考えます。そこで、３点質問いたします。 

１年間に相談支援を受ける件数は何件あるのかお伺いします。 

町では、現在どのような取組をされているのかお伺いいたします。 

来年４月からスタートする重層的支援体制整備事業について、町として積極的に取り組んでい

くことが必要と考えますが、どう取り組む考えか町長の考えをお伺いいたします。 

ご答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田健康推進課参事。 

〔健康推進課参事 角田しのぶ君登壇〕 

〇健康推進課参事(角田しのぶ君) おはようございます。建部議員からのご質問、福祉事業につ

いてお答えします。 

１つ目の障がい特性の理解を促進する運動について、(１)、町内の障がい者の利用人数につい

てですが、身体、療育、精神手帳の保持者及び精神障がい者の診断を受け、自立支援医療の対象

となっている方の人数を合わせ、令和２年８月末現在1,965人となっております。 

次に、(２)、障がい特性の理解を促進するための町の取組についてですが、当町においては、

新ひだか町障がい者自立支援協議会が主催する障がい者福祉ミーティングを開催しております。

これは、平成28年度から始まり、当事者、町民、福祉関係者などが新ひだか町に必要と考える社

会資源とシステム及び地域で暮らす障がい者の頑張りや悩みを話し合う場を設け、その意見を集

約し、福祉のまちづくりにつなげることを目的として年１回開催しております。また、新ひだか

町障がい者自立支援協議会の中で、委員、各事業所、団体、関係機関を対象に障がい者の特性を

学ぶ専門的な研修や当事者との対話型学習会なども開催しているほか、過去には役場職員に向け

て職員対応手引を作成し、障がいがある方へよりよい対応を行うためにという内容の職場内研修

も開催しております。 

続きまして、(３)、道内ではどのような障がい特性の理解を促進する運動があるかについてで

すが、各自治体では障がい者への理解に対するガイドブックの作成など、様々な取組が進められ

ているところであり、鳥取県では障がいのある方への必要な配慮などを理解して、ちょっとした

手助けを実践するあいサポート運動に取り組み、道内では苫小牧市や登別市が鳥取県とあいサポ

ート運動の連携推進に関する協定の締結を行い、取組を行っていることを確認しております。 

(４)の障がい特性の理解を促進する運動及び(５)の今後の町としての取組についてですが、新

型コロナウイルス感染症対策のため、多くの方を集めて開催する様々な研修会等の開催が今年度

は困難な状況にありますが、今後も引き続き開催の計画であったり、実行につなげて、障がい特

性の理解促進に向けた取組を行ってまいりたいと考えております。 

次に、大きな項目２、重層的支援体制整備事業について、(１)の１年間の相談支援の件数です

が、令和元年度は6,299件となっております。この数値は、重層的支援体制整備事業の相談支援は、

高齢分野、障がい分野、子ども分野、生活困窮分野と分かれていた相談支援を属性や世代を問わ

ない一体的な実施としているため、各分野の相談件数の合計数としております。 

(２)、町では現在どのような取組をしているかについてですが、これまでも各分野が連携し、
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支援を行っていましたが、特に今年度からは高齢、障がい、子ども分野の担当グループを健康推

進課に集約し、高齢分野の地域包括ケア推進会議と障がい分野の自立支援協議会の共催で新ひだ

か町地域共生会議を開催するなど、より一層の連携を図り、支援体制の充実に努めているところ

であります。 

最後に、本町としての今後の取組ですが、この重層的支援体制整備事業は、①、断らない相談

支援、②、参加支援、③、地域づくりに向けた支援の３つの支援を内容とする事業であり、町と

しても関係機関とも連携を図りながら、当町においてどのような体制整備が構築可能か等、連携

協議を進めてまいり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) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 一通りご答弁いただきましたので、何点か再質問をさせていただきます。

本当にご答弁も前向きなご答弁がありましたので、少しですけれども、再質問させていただきま

す。 

 まず、１つ、障がい特性の理解を促進する運動についてなのですけれども、当町としては新ひ

だか町障がい自立支援協議会が主催で障がい者福祉ミーティングの参加者がいらっしゃるのです

けれども、それは何名ぐらいいらっしゃるのか、また町民はどういう方がいらっしゃるのか確認

させていただきたいと思います。まず、お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 障がい者福祉ミーティングの参加者は、平成28年度は64人、平

成29年度は76人、平成30年度は73人、令和元年度は165人です。広報紙やポスター掲示により町民

の皆様に周知しており、各自治会にも案内を出しているため、自治会関係者に多く参加いただい

ております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 年々増えているというのがすごくいいことだと思います。 

それで、町としては、28年度から始まって、いろいろ障がい者の頑張りや悩みを話し合う場と

して設けているということなのですけれども、その意見を集約して、福祉のまちづくりにつなげ

ていくことを目的として年１回やっているということなのですけれども、この４年間これだけの

方がいらっしゃるというのすごいことなのですけれども、どのような形で福祉のまちづくりにつ

なげていっているのか具体的に何かありましたらお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 様々な意見をいただいたり、グループミーティングというよう

な形でも開催させていただいておりますので、その中で小さな不満や大きな不満なども取り入れ

ながら、できることについてはすぐ対応しているような次第であります。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 町民も参加されているというのですけれども、年々町民が多くなっている

ということでよろしいのでしょうか、状態としては。分かりました。すごくうれしい話で、また

ほかにも障がいの特性を学ぶ専門的な研修ということで研修をされたりとか、それとか過去には

役場に職員の手引を作成して、職場内研修も開催されているということで、私も読ませていただ

きました。とても分かりやすく、いいものだなと思っておりますが、ただ町民向けの取組という
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のは、まだまだされていないのだなというのをここで感じているのですけれども、そういうこと

ではやっぱり町民に向けての取組が必要ではないかと私は思うのですけれども、その点どのよう

に考えて受け止めているのか、ご意見いただきたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 町民に向けた取組としては、障がい者福祉ミーティングの中で

町民の方広く自由に参加できる講演会などの開催を行って、障がいのある方へのよりよい対応を

行うための手引などもホームページに作成したりですとか、そのような取組をして周知を図って

いるところであります。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 私思うのですけれども、もっと細かく、例えば職場の中に入っていくだと

か、今コロナ禍で、すぐというわけにもいかないかもしれませんけれども、職場だとかいろんな

サークルだとかそういう中に入り込んで、共生社会をつくっていくのであれば一人一人とそうい

う状況を勉強しながらいくべきではないかなと思うのですけれども、その辺はどのように思いま

すでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 既存の事業を生かしながら、そのような形で開催できるかなど

を今後検討していきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました、その辺については。 

それで、道内の障がい特性を促進する運動というのは、まず１つにヘルプマークがあるのでは

ないかなと思います。これは、我が町も行っている部分なのですけれども、あいサポート運動、

これは苫小牧だとか登別で、自宅でいろんなパソコンを見ながら行って、そういうサポート運動、

勉強するという体制でないかと思うのですけれども、これ鳥取で、そしてハート形のバッジ、研

修を受けたらバッジがあって、こうやって運動していますというのもあるのですけれども、私も

ちょっと調べましたら、あいサポート数が54万5,854人、また研修回数は7,442とか、全国的にい

ろんな団体だとかの方々が参加されているようなのです。また、心のバリアフリーという部分で

は、札幌市で取り組んでいるのですけれども、この辺はご存じでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) まず、ヘルプマークについて、ヘルプマークとは周囲の方々に

援助や配慮が必要なことを知らせることができるストラップ型のマークなのですけれども、全道

の取組状況としては、令和２年４月時点で163の市町村がヘルプマークを配付しています。新ひだ

か町は、平成29年から実施し、配付実績は113枚となっております。 

また、心のバリアフリーのことで、札幌市の活動を知っているかというようなご質問がありま

したが、札幌市のほうではガイドブックの作成をしたり、また心のバリアフリー推進マークを作

成し、普及啓発をしていると認識しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) そのとおりなのですけれども、札幌でも心のバリアフリーのさらなる推進

のために市民だとか企業向けの啓発研修行って、企業の取組に対する助言を行ったり、そういう

取組もされております。こういうことも本当に大事なことだなと私も思いますので、町としても
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取り組んでいただければなという思いでおります。 

また、今回よく調べましたら教育委員会の教育関係で新学習指導要領にも心のバリアフリーに

ついての取組が記述されておりますが、具体的にこの目的とどのような取組をされているか、教

育委員会、よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 池ヶ谷管理課参事。 

〇管理課参事(池ヶ谷北斗君) 心のバリアフリーの目的ですけれども、様々な心身の特性、それ

から考え方を持つ人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、学び合い、支え合

い、育ち合う関係を形成し、誰もが暮らしやすい共生社会の実現を目指すことでありまして、文

部科学省では平成27年度から学校における交流及び共同学習を通じた障がい者理解の推進事業等

により、交流及び共同学習の全国的な推進と普及に取り組んでおり、平成29年３月には小学校、

中学校の学習指導要領において特別支援学校や障がいのある幼児、児童生徒との交流及び共同学

習の充実を図るよう規定されたところであります。学校において交流及び共同学習や障がいのあ

る人と交流を行うことは、近い将来を担う子どもたちの心のバリアフリーを育むだけでなく、子

どもたちを通してその保護者や活動に関わる関係者の障がい者に対する理解を促進し、ひいては

社会全体の意識を変えることにもつながるものであります。 

当町の各学校におきましては、お互いの触れ合いを通して確かな人間性を育むことを目的とす

る交流学習、教科等の狙いを達成するための共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働

して生活していく態度を育むように取り組んでおります。例えば町内の小学校において児童が静

内ペテカリの園分校を見学に行き、その後両校の児童が交流の場で一緒に活動したり、小学校児

童が認定こども園、保育園等を訪問し、交流を深めたりするなどの取組も見られます。また、各

小学校、中学校の特別支援学級の児童生徒が障がいの程度に応じて計画的に普通学級に通級し、

教科や総合的な学習の時間の授業を行っております。一方、特別の教科道徳では、相互理解、寛

容や公正、公平、社会正義の内容項目におきまして、自分と異なる立場や立場を尊重すること、

自分の好き嫌いにとらわれないで接すること、誰に対しても差別することや偏見を持つことなく、

公正、公平な態度で接すること等を学習することになっております。そのほか特別活動の時間に

おいて、１年生から６年生の異学年児童をグループにして活動する縦割り活動に取り組んでいる

小学校もあります。 

このように各学校では障がいのあるなしにかかわらず、様々な教育活動を通して、共に尊重し

合いながら協働することや、他者の役に立ったり、社会に貢献したりすることの喜びが得られる

ような活動の充実に取り組んでいるところであります。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 子どもたちに対しても心のバリアフリー、共生社会をつくっていく取組は

既に始まっております。先ほどの答弁の中にも、最初の答弁にも実行していきたいというお話で、

前向きなご答弁いただいているのですけれども、この理解を促進する運動推進に取り組むのに町

として課題か何か今ありますでしょうか。あったらお願いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 課題としては、障がい特性についてきめ細かい援助をより多く

の方に理解していただく、このより多くの方に理解していただくということが課題になっている

と思います。今後も高齢、障がい、子ども分野とも連携を取りながら、既存の事業を活用し、障
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がい特性の理解促進に向けて取組を実行していきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 多くの人に理解をするのがなかなか難しい課題だということだったと思う

のですけれども、細かくでもこの障がい者のことを知っていただく、認識して、共に同じ思いで

社会をつくっていくのだという理解を進めていかなければいけないのでないかなと思います。 

それで、最初に具体的な取組というのは今のところ何かありますでしょうか、こうやっていこ

うかなという。もしあれば、またこれから打合せをしていくということであればあれなのですけ

れども、もし考えているのがあればぜひお聞かせいただければという思いでいるのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 具体的になるのかちょっと分からないのですけれども、福祉ミ

ーティングを生かし、参加者を増やす努力など、あと障がい特性をより理解するような内容の講

演など、あと開催内容についても特性を理解するような内容を取り入れるなどというような活動

をしていきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) できれば細かくやると一人一人の心の中に入っていくことが多いのではな

いかなと私は思いますけれども、そのこともぜひ検討していただければという思いでおります。

ぜひ共生社会を目指して、福祉のまちづくりにつなげられるよう、また速やかに障がい特性の理

解促進の運動を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

では、次の質問に移ります。先ほど答弁いただきまして、年間6,299件という大変多い数だなと

私は感じますけれども、どのように町としては受け止めているのかお聞かせください。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) この件数は、大変多い数字だと考えております。１つの窓口で

受けているものではなくて、障がい分野、介護分野、子ども分野、生活困窮などの分野が分かれ

て受けていて、外部に委託しているところで受けた件数、あとは補助を出している外部で受けて

いる件数なども入っており、いろいろなあらゆる分野、関係機関でこの件数をこなしているとい

う状況であります。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました。 

では、押さえている部分で構わないのですけれども、具体的にどのような相談支援が多いのか、

またそれはきっと複数の分野に関わっている部分あるのではないかなと思うのですけれども、本

当に分かる範囲でいいですけれども、こういう事例があるということをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 高齢分野、障がい分野は、その分野のサービスに関する相談が

一番多いです。そのほか不安軽減や情報提供、生活困窮など様々な内容が相談に上がっておりま

す。中には、議員ご指摘のとおり、複数分野に関わっている場合もあります。そのようなケース

については、その都度連携しながら支援体制を行っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 先ほどの答弁の中で地域共生会議を行っているということで、大変ある部
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分では進んでいるのかなと感じているのですけれども、ただこういういろんな相談事というのは、

ここだけで終わらない分野ってきっとあるのだと思うのです、これからはみ出る部分。例えば住

宅問題も抱えたりだとか学校関係のことも抱えたりとか、そういう問題に対する、この会議の中

ではなかなか難しいかなと思うのですけれども、そういう分野についてはどのような対応をされ

ているのかお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 質問の中にあります地域共生会議については、事例検討などを

行っており、関係機関が共通認識を持てるような取組をしております。複数分野にわたる相談に

ついては、相談があった都度担当課の者に連携を取りながら、そちらとその内容についてですと

か支援体制、どのような支援があるかというのはその都度連携を取りながら今までも行っており

ました。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました。 

この重層的支援体制整備事業というのは、そういうことを一つにまとめて頑張っていこうとい

うことなのですけれども、もう既に250を超える自治体モデル事業が行われて、来年度から事業を

実施する市町村には国から交付金を支給する新たな制度がスタートするわけなのですが、本町は

この事業についてどのような検討を具体的に行っているのか、またどのような課題を抱えている

のかお聞かせ願いたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 先ほどの答弁の中でもお答えさせていただいた地域共生会議の

中で、事例検討や関係機関の共通認識を持てるように取り組んでいました。課題として、重層的

支援体制整備事業の創設に当たって、まず体制整備に向けた人員不足が挙げられます。包括的な

相談を受ける窓口には専門的職員の配置が必要となり、関係機関を含めた協議も必要とすること

から、各機関にも体制整備が求められます。しかしながら、現時点では町も関係機関も早急な増

員などは難しい状況にあるため、まずは既存の事業、設置形態を生かした体制づくりを検討して

いきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 人員不足というお話もあったのですけれども、この事業を行うとなれば新

しい支援を担う人材が必要ではないかなと私も思っております。人材の育成、確保、専門性の向

上だとか処遇改善というのは図っていかなければいけないのですけれども、またバーンアウト、

要するに燃え尽き症候群を起こさないように、そういうことも取組が必要と考えますが、そうい

う部分についても先ほどお話をお聞きしましたので、ぜひしっかりと考えていっていただきたい

なという思いでおります。 

それで、基本的には当町においてもどのような体制整備が必要かとか、検討協議を進めてまい

りたいというお話をお聞きしているのですけれども、それで少しは前向きの考えなのだなという

のをお聞きしました。それで、今後事業実施に当たって、庁舎内の関係各部署の連携体制という

のはすごく大事だなと。今もされている部分もあると思うのですけれども、そのためにはトップ

リーダーのリーダーシップが欠かせないなという思いでいるのですけれども、豊中市では８月１

日に市長のリーダーシップで介護、障がい、生活困窮、子育て支援、生活保護、人権、住宅、教
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育委員会など多機関連携体制を構築するためのプロジェクトチームを立ち上げて、事業の実施に

向けているところもあるわけなのですけれども、町長、この事業に向けて町長のリーダーシップ

ということ本当に今後大事ではないかなと思うのですけれども、積極的に取り組んでいただかな

ければいけないなと思うのですけれども、このコロナ禍においても誰一人置き去りにしないとい

う姿勢を示してある部分ではいくべきだと考えているのですけれども、町長の見解があればお願

いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 成田健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(成田葉子君) 今年度から高齢、障がい、子ども分野が１つの課になって、体

制、組織づくりを行っているところであります。この事業の意義の一つは、地域住民や関係機関

との議論を行い、考え方を共有するプロセス自体にあることとされていることから、関係機関の

連携により住民のニーズに寄り添った体制整備に向けて、この町でどのような対応が必要なのか、

可能なのかを含めた検討協議から進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 最後なのですけれども、今までのお話を聞きまして、ある部分ではいろい

ろ取組をされている部分というのか、お話を聞かせていただきました。その取組を生かしながら、

重層的な支援体制の整備の支援で断らない支援体制、誰も置き去りにしないという社会の実現を

ぜひ目指していただきたいという思いでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上で質問を終わります。ご答弁ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午前１０時１１分 

                                            

再開  午前１０時２３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。 

16番、城地君。 

〔16番 城地民義君質問者席へ〕 

〇16番(城地民義君) それでは、ご質問をさせていただきます。 

２件でございますけれども、まず１点目は北海道日高地域沖合における石油、天然ガスの試掘

調査作業の実施後の漁業等への環境影響について町としての関わりはということでご質問させて

いただきます。この調査につきましては、国の経済産業省資源エネルギー庁の委託事業として、

石油資源開発が昨年４月３日に新聞報道によると本町、新ひだか町内で自治体関係者らに事業関

係を非公開で説明をし、その中身としては新ひだか町から沖合50キロメーターにおける石油、天

然ガスの存在の確認を目的とした掘削調査を実施し、同昨年８月、新聞報道によると２日にこの

調査事業が終了しているということでございます。 

それでまず、１つといたしまして、昨年のこの調査終了後における調査結果などと漁業等への

環境影響について町としてどう対応されたのかを伺います。そしてまた、今後の考え方について

もお伺いしたいと思います。 

２つ目でございますが、当初の本町での事業説明会での調査概要について、それと漁業等環境

調査事項はあったのか、これらの有無についてご質問をしたいと思います。 

３点目でございますが、本調査が８月２日に終わっておりますけれども、その後の調査結果の
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概要についてもお伺いしたいと思います。 

４点目でございますが、最終的にこの調査結果のデータを基にして、今後さらに調査があると

いうふうに聞いておりますけれども、これについてをお伺いすると同時に、町として海洋海域と、

この日高沿岸における町としての海洋海域と認識しているのかということについても町としての

認識をお伺いしたいと思います。これが１点目のご質問でございます。 

大きく２点目でございますが、冬期間の高齢者などの冬の生活支援事業として暖房費助成事業

実施要綱の取組をお伺いしたいと思います。今日の厳しい経済社会状況に鑑みまして、毎年度冬

期間の暖房費高騰に伴います高齢者、障がい者、独り親及び生活保護受給世帯への経済的負担を

軽減するため、冬期間における暖房費の一部を助成することによりまして生活の安定と福祉の向

上を図ることを目的とした実施要綱を定めるべきではないかということでお伺いをしたいと思い

ます。 

その１つとして、当町で過去の実績はどうなっているのかをお伺いしたいと思います。 

２点目でございますが、日高管内各町の最近の暖房費、福祉灯油等助成事業の実施の取組状況

について、分かる範囲でよろしいですが、お伺いをしたいと思います。 

３点目でございますが、北海道の高齢者等の燃料費をはじめとする冬期間の増嵩経費に対する

支援事業の取組への状況とその考え方はどうなのかということをお伺いしたいと思います。以上

についてよろしくご答弁のほどお願い申し上げます。 

以上です。 

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) 城地議員からのご質問の大きな１点目、北海道日高地域沖合における

石油、天然ガス試掘調査作業実施後の漁業への影響について町としての関わりはというご質問に

ついてご答弁申し上げます。 

本調査は、議員ご質問のとおり、経済産業省資源エネルギー庁が実施した石油、天然ガスの存

在の確認を目的とした掘削調査でございまして、平成30年度に関係機関への説明があり、平成31年

４月から８月にかけて調査が行われております。 

まず、１点目のその後における調査結果等と漁業等への影響について町としてどう対応された

のか、また今後の考え方はというご質問ですが、町は平成30年５月に資源エネルギー庁から委託

を受けた石油資源開発株式会社から事業概要等について事前説明を受けております。また、海底

等から鉱物を採掘するには、鉱業法において国と関係都道府県との協議が必要とされていること

から、北海道から沿岸市町村に対し公益上の意見照会がありましたので、町としましては漁業組

合等関係機関に照会の上、公益上の支障はないと回答してございます。 

次に、３点目の調査結果としましては、今回の調査によりまして一定量の天然ガスの産出が確

認されたというふうに聞いてございます。 

４つ目の漁業等への環境影響につきましては、調査実施の際には公害防止対策として石油ガス

の噴出防止装置を設置し、産出した石油ガスは完全燃焼され、掘削した箇所は埋め戻しをしてお

り、海洋への影響がないと確認しております。今後の考え方につきましては、国の管理下におい

て関係法令に基づき環境等配慮し、関係団体にも説明した上で実施されているものでありますの

で、現時点で特段の考えはございません。 
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２点目の当初の事業説明会での調査概要について及び漁業等環境調査事項はあったのかについ

てでございますが、調査概要につきましては、事前調査で有望と判断した新ひだか町沖合約50キ

ロ、水深約1,000メートル海域の海底地下層を海底面から2,000メートル程度掘削することのほか、

公害防止対策や航行船舶に関する安全対策等について説明がございました。漁業等関係調査事項

につきましては、調査実施前に環境調査を実施し、漁業への影響がないことを確認していると聞

いております。 

３点目の調査結果の概要についてと４点目の今後さらに調査があるのか、また町として海洋海

域と認識するのかというご質問でございますが、一定の天然ガスの産出を確認し、海洋上の調査

は終了しておりますので、今後今回の調査により取得した地質データ等の詳細な分析、評価等の

事務的作業を行う予定であると聞いております。また、町の海洋海域としての認識ということで

ございますが、調査が行われた範囲は日本の領海の外側、排他的経済水域となってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 城地議員からご質問の大きな項目の２点目、暖房費助成事業について

お答えいたします。 

まず、１つ目、当町の過去の実績はでございますが、福祉灯油を含めます暖房費助成事業につ

きましては、高齢者世帯への経済的負担を軽減するため、生活の安定と福祉の向上を図ることを

目的とし、過去において何度か実施してございます。具体的に申しますと、直近では平成26年度

に原発の停止の影響により電気料が高騰したことなどから、社会情勢を勘案し、町民税非課税世

帯である高齢者、障がい者及び独り親世帯に対し１万円を、生活保護受給世帯に対しましては

8,000円を助成いたしました。また、平成25年度以前においても冬期間において灯油価格が高止ま

りになったときに、福祉灯油として高齢者世帯等を対象に助成した実績がございます。 

次に、２つ目、日高管内各町の最近の暖房費、福祉灯油等助成事業の実施取組状況はでござい

ますが、昨年度においては平取町、浦河町、様似町、えりも町においてそれぞれ各町の基準によ

り、高齢者世帯等に対し7,000円から１万2,000円を助成したと聞いております。 

３つ目、北海道の高齢者等の燃料費をはじめとする冬期間の増嵩経費に対する支援事業の取組

への状況と考え方はでございますが、北海道では例年各年度において実施要綱を策定し、高齢者

等の冬の生活支援事業として助成事業を実施した市町村に対し、人口規模に応じて補助金を交付

している状況です。 

最後に、質問の冒頭におきまして新ひだか町において実施要綱を定めるべきではないかという

ご質問がありましたが、実施する場合につきましては単純に一時点の灯油価格等だけでの判断で

はなく、暖房費の高騰がいつまで続くのか、冬期間において暖房費がどれくらい経済的負担にな

るのかなど社会情勢を勘案した上で実施の有無を検討すべきであると思いますので、通年で実施

する要綱の策定については考えておりません。 

以上、ご答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 答弁ありがとうございました。 

まず、１点目の関係につきまして再質問させていただきます。日高沿岸、調査地点は新聞等情

報によると、先ほども答弁にありましたけれども、新ひだか町から浦河寄りの日高町行政区域の



 

 － 12 － 

約50キロ地点にこの調査が行われたというふうになっております。したがって、先ほど説明あっ

たように、そういった観点から日高沿岸に関係する自治体、あるいは漁業関係者に対して説明を

されたというふうに私は捉えておりますけれども、この調査に当たっては、私の知り得る範囲で

は石油ガスの調査に当たっては約80億円を投資してこの調査に当たったというふうに聞いており

ますけれども、この調査に当たっていわゆる日高沿岸地域、新ひだか町、新冠、浦河町、ほかも

ありますけれども、この沿岸に何らかのこの調査によって漁業関係に影響がある調査事業になっ

た場合に、この調査業務が支障があった場合に理解を得るためにこの調査に当たっての説明をさ

れたというふうに思っておりますけれども、この調査に当たって、先ほど答弁にありましたけれ

ども、過ぐる以前の平成30年にも事前の調査があって、本格調査を昨年度実施したというふうに

聞いておりますけれども、漁業協同組合関係者と町等がその会議に出席されたわけですけれども、

この時点で調査によってもしも何らかの形で、災害と言ったら変ですけれども、海水に、海域に

影響がある場合についてはどう対応していくのかというような、そういう防災上の話もあったの

かどうか、それらについて確認をさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) ただいまのご質問でございますが、平成30年５月に当町の場合は説明

を受けておりますが、その時点では事前の環境調査によって基本的に漁業への影響はないという

話の中で、実際にその調査の仕方としましていわゆる逆流をしないような噴出防止装置をつけた

り、掘って穴を空けたところについてもコンクリート、セメントを使って完全に埋め戻すという

ことで聞いておりますので、災害が起きたならばというお話までは至っておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 分かりました。 

それで、次なのですが、私が資料として見ておるのですが、この調査に当たって最終的には今

町の見解としては問題ないよということなのですが、私はボーリング調査というのは陸上では掘

って調査をして、何年か後に何らかの形で外部から噴出した場合については目で見えますけれど

も、海底ですから、水深がこれでいくと1,070メーターのさらに海底地下2,000メーター以上のボ

ーリングをしてきているということですから、その点辺りが今は多分そういった措置をして、埋

め戻しして万全な体制でしていると思いますけれども、私が危惧するのは、台風の高潮、そうい

った部分についてはそういう危惧もないとしても、例えば地震等によってその部分が何らかの形

で亀裂等が入った場合に、そこから微量たりとも石油とガスが漏れた場合に海域海流に基づいて

日高沿岸海岸に漂着する、漂流するという影響はないとは言えないのですけれども、そういう環

境調査なのですが、環境調査にはその原因がその周辺の部分がプランクトンだとか魚類の種類だ

とかそういう調査をしているのですが、そういう調査をした結果、これらの部分の調査について

は結果としては影響がないという、そういう結果の回答が例えば文面か何かで来ているのか、そ

れとも単なる何でもないですよという公文書的にもなくして回答されているのか、公文書的にど

こかの関係部分から来ているのかと、そういうことの確認はないのかどうか、それだけ確認させ

てください。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 結論から申しますと、今ご心配の部分についての詳細な説明は受けて

ございません。あくまで掘削調査をするに当たりまして事前に漁業等への影響を調査し、問題な
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い旨を確認したという口頭での説明を受けているのみでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 分かりました。 

それで、先ほど、専門的な部分になると思うのですが、吹き出し防止装置、海底と海面のとこ

ろの装置を完全に埋め戻して固定化したから問題ないということなのですが、私はそれはそれで

一応国あるいは関係機関がやる事業ですから信頼はあるのだと思いますけれども、今言うように

何年後、例えば５年後、10年後経過をした段階で、その部分について影響がないということでは

それならいいのですけれども、ないという根拠のための事前の調査というのか、それを例えば１

年に１回やるのか、３年に１回やるのか、そういう調査というのは町としては求めていないのか

もしれませんけれども、国としての基準ってあるのではないかという、私は漁業に影響がある部

分について非常に危惧するのですけれども、その辺りのところは考えたことはないということに

なりますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 本事業、国の資源エネルギー庁が専門的な業者に委託をして、その結

果を国の機関がよしとしたものについて我々に説明を受けておりますので、それに対しまして何

か具体的に町として懸念する事案があってご相談するということであれば、当然町の漁業を守る

上でもやっていかなければならないと思いますけれども、もし万が一というようなお話の中でご

心配事として今国に物言うような考えは今のところございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 多分これからまた再調査するのかどうかは別にして、私が知り得る範囲で

は調査の結果としては微量であると、微量というか、要するに生産性があまりないというふうな

ことを聞いていますので、多分あまり期待はできない、その石油ガスの、そういうふうに聞いて

いますけれども、それはこれからですけれども、大がかりな調査になった場合については、やは

りそういった将来の先ほど言った地震とか何かで亀裂とか何かが入って、前浜の漁業、ウニ、昆

布等に影響があった場合、あったではもう終わりですから、ないにしても１年に１回あるいは２

年に１回とかという調査を国にやっぱりきちっと、ただ口頭でのないということになく、データ

をしっかりもらってやるべきだなというふうに考えておりますので、その辺りのところよろしく

お願いしたいなと思っております。以上です。 

次に移りたいと思います。２点目の冬期暖房の件でございますけれども、当町の過去の実績と

いうことで、平成26年度に実践があったというふうに答弁になっておりますけれども、この時点

での灯油単価等の基準は大体目安としてどれぐらいの目安であったのか。それに伴って助成した

のか、そのときの実績が分かれば教えていただきたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) その当時目安とすれば、決定ではないのですけれども、昔から１リッ

ター100円ぐらいを目安にしております。事業としては、その当時は1,800万ぐらいの事業費とし

て行われております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それで、次の２点目ですが、管内の状況も、近郊の町村の暖房費の助成等

については、行政ですから、我が町だけということにならず、近隣の実態も踏まえながらこうい



 

 － 14 － 

った政策を行うと思うのですが、管内で条例等でもってこの支給をしているという町もあるとい

うふうに聞いているのですが、そのほかに要綱を定めて、その定めにのっとって支給していると

いうふうに聞いているのですが、その辺りの調査しているのかどうか、その辺りお聞きしたいの

ですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 壇上で昨年度実施した市町村は４町ということで答弁したところなの

ですけれども、今ご質問の実施、条例ということではなく要綱なのですけれども、管内では日高

町と浦河町が実施要綱を策定して、それに基づいて支給しているような状況になっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 条例制定あるいは要綱制定になれば、いろいろ政策的にもその年度の経済

情勢によって福祉全体を踏まえながら配慮していかなければならない部分もあると思うのです

が、北海道の高齢者等の冬の生活支援事業、これと抱き合わせした中での北海道の交付金、これ

は人口によって交付金の基準というのが決まっていると思うのですが、本町の場合は１万人から

３万人という基準で、120万の交付金になっているというふうにデータ出ておりますけれども、こ

れと抱き合わせの中でやるようになった場合については、使えばさらに財政的にも多少なりとも

軽減されますし、これを有効利用して暖房費の助成を政策的に考えるべきだなというふうに考え

ていますけれども、その辺りはどうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 城地議員申し上げるとおり、仮に今後、今年度ということではなくて、

灯油の単価が高止まりになったとき、我が町でも福祉灯油が必要だということになれば当然今の

道の補助要綱に基づいて、そこを活用しながら実施することになるとは思いますが、具体的な部

分でいくと道のほうも毎年度要綱が多少変わるものですから、今年度についてはまだちょっと通

知は来ていない状況で、昨年度でいきますと城地議員に申し上げたとおり120万の金額というのが

道のほうから来るようなことにはなるのですけれども、先ほど平成26年度の実績で大体1,800万ぐ

らいかかっていたということになりまして、事務費等も含めて、120万来るのですけれども、実際

町の単費として1,700万ぐらい持ち出しということになりますので、簡単に福祉灯油をするとか、

そういうふうな判断というのは本当に難しいかなとは感じております。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 本町は、福祉政策ではいろいろとやっておりますので、先ほど私が言いま

したように灯油の暖房の助成のみならず、福祉事業としてはいろんなメニューがあるわけですけ

れども、冬期間の12月から、こちらの地方は暖かいですから、３月前半くらいまでの厳しい長期

間の暖房一部助成については、関係する低所得者も含めて高齢者にとっては大変ありがたいこと

だと思いますけれども、そういうことで要綱については、定めについては分かりますけれども、

私はこれらについて町長として、目安としてどういうような状況の本町の毎年毎年の経済情勢あ

るいは社会情勢はありますけれども、平成26年の実績も踏まえまして、どういった段階において

ある程度検討に入るという気構えがあるのかどうかについて町長にお伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 壇上でも申し上げましたが、要綱制定は考えてはございませんが、決
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定事項ではないのですけれども、何度が言うように12月１日ぐらいで大体１リッター100円ぐらい

というのは目安、あくまでも目安ですけれども、目安として福祉課とすれば考えてはおります。

ただ、高止まりというのがやはり一番考えなければならないところで、基準等を決めるとそこに

なったことによってやらなければならないと。例えば昨年でいくと10月ぐらいから、春先から去

年は世界の情勢によって原油がかなり高騰したということで、90円台で随分推移していました。

福祉課としても必要かなというふうなことも考えてはいたのですけれども、当然情報収集して、

２月以降は下がるのではないかというふうなこともありまして、現実そこから徐々に下がってい

きまして、６月末には六十何円と、去年と今を比べると20円ぐらい差が開きがあると。ただ、当

然今は灯油を使う時期ではないのですけれども、そういうこともありますので、本当に要綱を決

めてどうの、当然やることによって助かる世帯はたくさんあるとは思うのですけれども、先ほど

言ったように簡単に決めていくことにはならないと考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それでは、最後にもう一度申し上げて終わりたいと思います。いろいろ諸

条件がございますけれども、厳しい冬期間の生活環境の下にある高齢者世帯、そして障がい者世

帯などに対しまして、より効果的かつ公平性が保たれる事業として、この一部助成事業が重要で

あるというふうに考えております。したがいまして、今後も重要な福祉施策として、持続性と安

定性を基本とした事業実施に努めていただきますようお願い申し上げまして、私のほうからのご

質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午前１０時５６分 

                                            

再開  午前１１時１４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。 

 ２番、川端君。 

〔２番 川端克美君質問者席へ〕 

〇２番(川端克美君) 通告により、一般質問を行います。私は、今回２件の質問をしております。

いずれも人口減少に関わる問題であります。 

６月定例会において我が町の第２次総合計画における総人口の目標値を大幅に下方修正する変

更を行いました。その下方修正した目標人口は、2027年の人口を２万2,086から１万9,000人以上

とするものです。参考資料の人口ビジョンでは、2040年には２万人としていた人口を今後の政策

誘導により１万5,000人を確保したいとするもので、将来を厳しく見詰め直したという姿勢は評価

すべきものだと思っております。また、このことにより町長は、人口減少に歯止めをかけるとい

う政策の実施が必須という認識を示したものと私は受け止めております。現在においても人口の

減少により様々な問題が顕在化し、地域の活力が失われつつあり、住民の生活にも大きな影響が

出ております。地域の活性化対策、地域交通対策の質問を通して、我が町がこれからも町民が生

き生きと生活をしていくことができる社会の実現のためにどのような方針を持ち、具体的な施策

を考えているかを問おうと思っています。 

１点目には、人が生活していくためには家計を維持する所得が必要であり、所得を得るための
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事業を起こし、継続していく環境、雇用の確保等、経済活動の視野しやすい地域をつくっていく

ことが大事であります。少子高齢化、過疎化という時代の流れに抗して、地元産業をしっかりと

支えていくことが当面何よりも必要であります。そして、地域環境を整えながら町外からの人を

迎え、よりよい社会環境をつくり上げていってほしいものだと思っております。２点目の地域交

通対策においても、住民同士の関係の希薄化が懸念され、高齢社会においては社会とのつながり

が大事とされている中、高齢者等が社会に積極的に出ていける施策が早急に必要だと思います。 

さて、１点目の地域活性化対策についてですが、地方分権の推進、地方創生という掛け声もむ

なしく、大都市及び大都市圏域に人口が集中し続け、地方は目に見えて少子高齢化と過疎化が進

んでいます。我が町においてもその度合いが年を追うごとに進み、近い将来に大きな不安を感じ

る状況になっています。健康で意欲旺盛な高齢者も多くなってきていると思いますが、若い人の

減少は地域の活力を低下させずにはおかないものです。人口の減少は、地域活力の減少に直結す

ることから、移住、定住の促進対策、健康増進対策、人口流出抑制対策など地域に人が集まり、

とどまる施策をしっかりと行っていくことが必要です。新規就農者対策も地道に進められていま

すが、就業機会の確保に積極的な取組を行う必要があると思いますが、お考えをお伺いいたしま

す。 

１つに、農業において外国人実習生、または労働者、これは分野別に何人就業し、外国人実習

生を受け入れるために受入れ者に対して国、北海道、我が町はどのような支援をしているのかお

伺いをいたします。 

２番目に、現状において地元農漁業者の子弟の家業への就業状況はどのようになっているのか

をお伺いします。10年後、20年後の農業、水産業の生産高は、生産高に対してどのような見通し

を持っているかお伺いをいたします。農漁業者の子弟に対し、Ｕターンの働きかけも考えられる

と思いますが、現状とＵターン就業に対してどのようにお考えになっているのかをお伺いします。 

３番目に、現在我が町は光通信網の整備を行っているところであり、テレワーク事業所の誘致

に取り組む考えがあるかどうかお伺いをいたします。 

この問題の最後に、地域を活性化させるためには所得機会の確保を含め、地域が魅力的である

ことが必要だと思いますが、町長はどのような地域であれば人が集まり、活性化すると考えてい

るのかお伺いをしたいと思います。また、そのことをどうすれば、実現できるというふうにお考

えなのか、町長のまちづくりに対するお考えをお伺いしたいと思います。 

２点目の地域交通対策についてですが、地域内の交通は、人口の減少とともに公共交通の脆弱

化が進み、自治体が通学バスやコミュニティーバスを運行することにより、何とか地域住民の移

動手段を確保している状況にあります。しかしながら、このコミュニティーバスの運行も多くの

地域で週１回通るだけというような状況にあるというふうに考えております。高齢化による運転

免許証の返納、高齢世帯の顕在化など、子どもたちが遠隔地に住んでいる、または頼みやすい人

が近くにないなど、住民の移動手段の確保が懸案となってからも相当の年月が経過し、緊急性が

増大しています。高齢者あるいは障がい者などの移動にはドア・ツー・ドアの必要性が認識され

てからも、移送サービスに見るようにその兆しは見えているものの特定の利用者に限られ、広く

普及するためには別途の制度が必要とされる状況だというふうに思います。議会は、地域交通対

策に強い関心を持ち、昨年総務文教常任委員会はこの対策の推進を政策提言として町長に提出し

ていますが、ドア・ツー・ドアの移動を基本として、移動のバリアを克服する社会の実現につい
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てどのような取組を考えているのかお伺いをいたします。 

以上について質問をいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〔農政課長 及川敦司君登壇〕 

〇農政課長(及川敦司君) 川端議員からのご質問の地域活性化対策についての１点目、農業での

外国人の受入れ状況等と２点目の農漁業者子弟の就業状況等についてご答弁申し上げます。 

１点目の農業での外国人の受入れ人数についてですが、農協からの情報によりますと、静内地

区のミニトマト農家４戸が外国人技能実習生として、ベトナム人４人を受入れしております。ま

た、軽種馬育成牧場での騎乗員不足対策として、近年インド人を主体として技能ビザでの就労者

が増加しており、軽種馬農協からの情報によりますと、当町では約10個の牧場にて40人程度が就

労しているとのことであります。 

次に、外国人の受入れ者に対しての支援についてでありますが、基本的には国等の行政機関に

よる支援はありませんが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により入国を予定していた外

国人技能実習生等が来日できなくなった農業者等を対象に、代替人材の雇用に伴うかかり増し経

費経費や人材募集に係る経費に対して国が支援することとしています。 

なお、当町において直接的な支援はしておりませんが、農協においては外国人技能実習生等の

受入れの希望の取りまとめや受入れ機関への申込み手続の支援をするほか、通常の営農指導の中

で受入れ後の相談業務等により状況の把握に努めているところでございます。 

次に、２点目の農漁業者子弟の就業状況等についてご答弁申し上げます。まず、農家子弟の就

業状況についてでございますが、具体的な数字は把握しておりませんが、毎年一定数の就業はあ

るものと認識してございます。また、漁業の就業状況につきましても毎年数名の漁家出身の新規

就業者がいることを把握してございます。 

次に、10年後の見通しについて、農業におきましては生産者数が確実に減少する見込みであり、

これに伴い生産量や生産額も減少していくことが想定されます。現状では１戸当たりの経営面積

は拡大傾向にあるため、生産者数の減少に伴う生産農地の面積については今のところ維持してい

る状況にありますが、将来的には労働力不足による規模拡大の限界や担い手の減少などから遊休

農地の増加が懸念されるところであります。今後においては、引き続き担い手の確保や規模拡大

の推進により生産農地の減少面積を緩やかにしつつ、さらには高収益作物への転換等により生産

者の所得向上を図っていく必要があるものと考えております。 

漁業においては、生産人口の減少による生産高の減少が懸念されております。また、生産高に

影響を及ぼす価格変動の要因としては、水産資源量の動向や社会情勢による需要の増減などが考

えられ、将来的な見通しを立てることは非常に困難であると認識してございます。しかし、当町

ではこれらの要因を踏まえた対策として、資源動向に関しては栽培漁業の推進による資源量の維

持、回復を図るとともに、情勢変化への対応として消費者が求める安全、安心な水産物の供給体

制の強化や価格維持向上のための付加価値化など関係団体と連携を図りながら推進しており、こ

れら取組を継続していくことで生産高の維持向上を図っていかなければならないものと考えてお

ります。 

次に、Ｕターン就業についてでございますが、当町における農業後継者対策につきましては、

これまでの議会でもご答弁させていただいたとおり、平成24年度から本格的に新規就農対策に取
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り組み、研修生を受入れしてきたところであります。受入れに当たっては、新規就農希望者のみ

ではなく、農家子弟の方につきましても受入れしてきており、親元以外での栽培技術や飼養管理

技術等の習得について支援してきているところでございます。 

なお、これまで各種農業振興施策を実施してきた中で当町における農畜産物の販売額が着実に

伸びてきている状況も踏まえ、今後においても市場性が高く、消費者に求められる産地づくりを

進めることで農家所得が向上し、ひいては後継者の方が継承あるいはＵターンによる就農がしや

すい環境づくりにつながっていくものと考えております。引き続き関係機関、団体と連携しなが

ら、生産対策と後継者対策に総合的に取り組み、健全な農地の維持並びに後継者の確保を図って

まいりたいと考えております。 

また、漁業におけるＵターン就業の現状は、漁家出身の就業者のうち半数以上がＵターンによ

る就業となっております。これら対象者のＵターンの理由は、将来的には経営継承を望んでいる

ものの、一度他業種に従事をし、社会経験を積んだ上で家業を継承したいとの意見がほとんどで

あります。漁業においても農業同様所得の向上が最も重要な後継者対策であると認識しておりま

すので、関係団体と連携を図りながら後継者対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

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) 川端議員からのご質問の大きな１点目の地域活性化対策についての３

点目、４点目について私のほうからご答弁申し上げます。 

まず、３点目のテレワーク事業所の誘致に取り組む考えはないかについてでありますが、テレ

ワークとは情報通信技術を活用し、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことをいいますが、

ＩＴ技術の進化と全国的な働き方改革の推進、さらには新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止を図るため在宅勤務が推奨されたことによりまして、今年に入り急速に普及し始めたところで

ございます。インターネット環境が整っていれば場所を選ばずに仕事ができるということである

ため、大都市から地方への移住、あるいは会社機能の一部を地方へ移転する、さらには仕事と休

暇を兼ねて一定期間地方で過ごすというワーケーションなど、これまでとは違った働き方や暮ら

し方を志向する様々な動きが全国的に始まっております。 

当町におきましては、従来から力を入れて取り組んでいる滞在・移住促進事業をより一層推進

するため現在北海道とも連携し、テレワークの拠点づくりを目指して情報収集等を行っていると

ころでございます。現在のところ企業から具体的な相談等はありませんが、先般移住体験住宅を

利用された方の中には持参したパソコンを使用し、テレワークをしながらご家族と共に一定期間

過ごされた方も複数いらっしゃいます。当町の冷涼な少雪な暮らしやすい気候と町内全域に光通

信網が整備される環境は、テレワークをする上でも非常に好条件となるため、町内全域での光回

線の整備は大きなチャンスになるものと考えており、町外の民間事業者等に対しての当町でのテ

レワークの推進についてもＰＲしてまいりたいと考えております。 

次に、４点目のどのような地域であれば人が集まり、活性化すると考えているのか、またその

ことをどうすれば実現できるかという点についてでございますが、川端議員がおっしゃるとおり、

地域に人が集まり、活性化するには地域自体に人を引き寄せる魅力があることが重要であると

我々も考えております。では、その魅力とは何なのか。生活状況に応じた手厚いサポートなのか。

充実した教育環境なのか。都会的な町並みや美しい風景なのか。それとも、時代に対応した便利
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さなのか。それは、年代、性別、子育てや介護などの生活実態、病気や障がいによる身体状態な

ど、それぞれが置かれている状況や環境によって感じる魅力は大きく異なると思いますし、情勢

が目まぐるしく変化する現代社会の中では、これら町民ニーズも日々変化していくのだろうと思

います。だからこそ我々行政は、社会情勢や町民ニーズの変化に常にアンテナを張り、限られた

財源の中でより魅力的な施策を展開していかなければならないと考えておりますが、魅力的な町

をつくるという点におきましては、行政だけではなく、町民の皆さんが自ら考え、主体的に行動

することが必要な場面も多いと考えております。そのためにも今どんな問題を抱えているのか、

その状況をこれからどうしていくのかという根本的な部分を行政と議会、そして町民の皆さんと

共有し、共通した課題意識、目的意識を持って、３者がその実現に向けて知恵を出し合い、適切

な役割分担の下に一緒に行動を起こしていくような流れが構築できれば町の活力はおのずと向上

していくと思いますし、その繰り返しの中で多くの方々に魅力を感じてもらえるような町に育っ

ていくのではないかと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田健康推進課参事。 

〔健康推進課参事 角田しのぶ君登壇〕 

〇健康推進課参事(角田しのぶ君) 川端議員ご質問の大きな項目２点目、地域交通対策について

ご答弁申し上げます。 

日本の少子高齢化の進展は、若年人口と生産年齢人口が減少する一方で、高齢者人口は緩やか

ではありますが、増加しており、長期的に見ますと通学、通勤ニーズは減少し、高齢者の外出ニ

ーズは高まる傾向にあります。また、高齢運転者も増加する中で高齢者による死亡交通事故が大

きく増加しており、近年では自動車運転免許証の返納が少しずつ増加しております。本町に限ら

ず、北海道の市町村の行政面積は広く、移動交通手段の確保は大きな課題となっておりますが、

将来的な不安として、公共交通が減ることにより自動車運転ができないと生活ができないとの不

安を抱えているものと認識をしております。一方で世帯における自家用自動車の保有率は高く、

このことにより地域交通を利用する者が大幅に減少し、鉄道事業者やバス事業者の経営悪化の一

因となっておりまして、経営改善のため減便や路線撤退が続いており、地域交通を維持すること

は困難な状況となっております。 

住み慣れた地域で自分らしく生活を最後まで送れるためにも地域交通を維持していくことは重

要な課題の一つとなっており、これらの課題を受けて日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保、

まちづくりの観点からの交通施策の促進、関係者相互間の連携と協働の促進など、本格的な人口

減少社会における地域社会の活力の維持向上を目的として、平成26年に改正地域交通活性化法が

成立、地方公共団体が中心となり、まちづくりなど関連施策と連携し、面的な公共交通ネットワ

ークを再構築することが求められております。 

そこで、ご質問のドア・ツー・ドアを基本として移動のバリアを克服する社会の実現について

どのような取組を考えているのかでございますが、地域住民の通勤、通学、買物、通院といった

日常生活を営む上では、地域交通のネットワークを再構築する必要があることは十分に認識して

いるところでありますが、ドア・ツー・ドアを基本とすることは行政区域面積が広いこと、運転

手などの人的確保、民間参入の難しさ、事業運営に係る財源確保などの課題があり、相当に高い

ハードルでありますので、利便性や効率性の向上が図りにくい環境の下で持続可能な移動環境を

形成することは極めて困難であると考えております。また、本町は、バスなどが走行していない
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交通空白地帯が多く、中山間地域と市街地を結ぶ交通機関が極めて少ないため、他の地域で採用

されている公営バスによる公共交通が期待されるところでありますが、これは新たな行政コスト

となり、また過度な運賃設定は利用を妨げるものと推測できます。新ひだか町として地域公共交

通のネットワークの再構築が急がれるところでございますが、現状ではＪＲ日高線の廃線後にお

ける協議が進められており、今後において都市間交通の形態が決定し、それを大きな拠点として

地域内の小さな拠点を結ぶ交通手段を選択していくことになるものと考えておりますが、そこか

ら漏れてしまう交通弱者については、地域の力を活用しながら、地域内でサポートし合う地域包

括ケアシステムの構築や既存の交通事業者のお力をお借りすることになるものと考えております

が、ＩＣＴなどが利用できる環境が新ひだか町全域で整えば、地域公共交通の在り方も変わって

くるものと考えております。現状では、国が実施している自動運転などの実証実験や他地域で行

っているデマンド交通システムなど情報を収集しながら、この地域に合った地域公共交通ネット

ワークを構築してまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 川端君、再質問は午後からにしたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

〇２番(川端克美君) はい。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

休憩  午前１１時４２分 

                                            

再開  午後 １時００分 

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。 

 ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 休憩前に壇上で答弁をいただきました。さらに、もう少し議論といいます

か、質問を深めていきたいと思うのですけれども、まずは地域の活性化対策に関してですけれど

も、外国人労働者、これ雇用労働者を確保する必要から地域の中では今までも、今までのこの議

会の中においても例えばトマトであればパート労働者大丈夫なのかと、必要数を確保されている

のか、十分な手だてをしているかという議論も何度かされてきております。地域の人の手だけで

は足りないということで、やむなく外国人実習生を雇用しているのが実情ではないかというふう

に思っています。例えば先ほどの答弁にありましたように、ベトナム人労働者というのですか、

実習生を４人雇っている。これについては、インド人の軽種馬に携わっている人も同じなのです

けれども、仲介業者に対して手数料というのですか、経費というのですか、この支払いが生じて

います。これは地域の人を雇うことができれば、この部分については多分コスト的にかかってい

ないと、かからないで済むというような状況もあるのだと思うのです。日本人労働者を雇用する

場合と比べて負担が大きい場合、これ明らかに負担が大きいわと、ちょっと過重になっているな

というような場合、支援を検討することも考えられると思うのですけれども、そういった検討を

実情を把握するということについてどのように考えていますか。そういったところは特に問題な

いだろうと、考えないよということなのか、それともこれから多分必要性が増してくる、外国人

労働者を雇う機会が多くなってくるというような見込みに立って、外国人労働者を雇う場合のコ

スト的なもの、それもきちんと検討してみようかというようなお考えがあるかどうかお伺いをし

たいと。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 
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〇農政課長(及川敦司君) 外国人労働者の確保というようなことでございますけれども、当町の

外国人の雇用体系につきましては、大きく２つあると思います。まず、１つは、入国管理法によ

る特別な技術を持つ外国人を就労するという、こちらがどちらかというと軽種馬関係です。そし

て、もう一つは、技能実習法による発展途上国への技術普及を目的として、どちらかというと国

際貢献という形の実習制度、こちらがミニトマト農家への方が入っているということになります

が、どちらの制度におきましても労働力不足を補うということで受け入れているというような現

状であると考えております。 

それで、各種の農業分野で必要とされる労働力を呼び込むということに対しては、既に軽種馬

産業ですとか施設園芸分野で行っているということで、今後も現在の就労制度にのっとって雇用

側と雇用される側、この需要と供給のマッチングにより進んでいくものなのかなというふうに考

えてございます。特に軽種馬のほうにつきましては、通年雇用が確保されているので、そこら辺

労働者も雇用者もそんなに問題は大きくはないのかなというふうに考えていますけれども、ミニ

トマト農家につきましてはどちらかというと通年雇用というよりは、本来は日本人のパートさん

を確保したいところを確保できないために通年雇用という形で実習生を受け入れているというの

が現状ですので、今現在そこの農閑期の部分についての賃金を支払うことについては少し問題と

いうか、課題があるのかなというふうには認識してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 今の答弁にあったように軽種馬関係の労働については、大きな、大きなと

いうか、問題あるというふうには聞いていないのですけれども、施設園芸のほうの関係、通年雇

用と、それからパート労働、基本的にはパート労働で、外国人労働者を雇う上での協定上の制限

時間数、これを確保していくために仕事をつくってというような面もあるというふうに聞いてい

ますし、それから先ほど言ったように仲介業者に対する支払いのコスト、こういったこともある

というふうに聞いています。ですから、その辺り特に大きな何とかしてくれという形の中で話を

していたわけではないのですけれども、これから先そういった外国人労働者をたくさん入れなけ

ればいけないというような場合がくると思いますから、事前にどういったような状況になるのだ

と。それが状況的に致し方ないところ、あるいは許容範囲であるなというようなところとか十分

に検討しておいていただきたいなと、そういうふうに思います。 

それと、先ほど農業あるいは漁業の後継者の関係で答弁もいただきましたが、私は、質問に入

る前段で少し長くなったのですけれども、我が町においてはやっぱり農業あるいは漁業というの

は基幹産業であるし、そこの部分の人口に頼っている部分といいますか、人口比率は多いと思う

のです。これが将来どんどん減っていく。農業の体力が弱まっていくとか漁業の後継者の数が減

っていくとか、そういったことは地域を維持してく上で非常に大きな問題になるだろうというふ

うに思うわけです。それで、その下支えといいますか、屋台骨を支えていく地域産業として、き

ちんとした方針を持って維持していっていただきたいなというふうに思います。 

それで、先ほども対策を考えているというようなお話もあったと思うのですけれども、対策を

していかなければいけないとか対策を考えているとか。今この質問するに当たって第２次総合計

画も目を通してみました。その中で、これだったら大丈夫だなというような、安心していけるよ

うなものにはなっていないのではないかなと。現状できるところをしっかりやっていこうという

ところは十分に酌み取れましたし、そのとおりだろうなというふうに思っていますけれども、さ
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らに将来を見据えて、きちんとこういったところで農業あるいは漁業を発展させていこうという

ような具体的な検討をされていましたらお伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 具体的な対策はちょっと今のところございませんけれども、労働力確

保につきましては関係機関と同じ認識で、これからの特に施設園芸関係につきましては非常に必

要になってくるというふうに問題を捉えておりますので、今後労働力の確保に関しての検討も今

進めている段階ですので、少しずつそこら辺いろいろ議論をしながら、何らかの対策を取ってい

けたらなというふうには考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 水産関係についてなのですが、漁業者の関係、高齢化や担い手対

策という部分については、水産についても十分懸念しているところであります。町のほうとして

は、漁業における後継者対策としては、所得の向上や安定的な収入が最も有効的なものと捉えて

いまして、今現在水産振興対策としては各種栽培漁業を推進して所得の向上を図るようなところ

をもって推進しているところであります。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 水産の関係もしっかりやっていただきたいというふうに思いますし、軽種

馬、それから水産、農業、これ本当に基幹的な産業としてしっかりとこれからも持っていかなけ

れば、地域自体の人口が先ほど言いましたように人口ビジョン大幅な下方修正、また下方修正し

ていかなければならないと。そして、地域の活力がどんどん失われていくと、こういったような

状況にもなりかねないというふうなことを思っています。そして、現に私の住んでいる地域にお

いても高齢化、過疎化、本当に後継者がいないのです。ここから見渡してみてみんな80以上だよ

とか、本当にあと10年先何戸残っているのだろうというような状況なのです。それは、私の住ん

でいるところだけでなくて、ほかの地域においてもやや状況は同じではないかなというふうに思

います。そういうこともあって、及川課長には非常に頑張ってやっていただきたいなと。もちろ

ん町長の指示を受けてという話になるのですけれども、町長にも本当に頑張ってやってほしいと

いうふうに思います。 

そして、問題となるのはやはり担っていく人口なのです。人なのです。人の数なのです。だか

ら、この人の数にもしっかりと注意を払って、農協任せというのですか、農協は農業経営、ある

いは農業の振興というのですか、視点が違うと思うのです、行政と。行政の場合だったら地域を

維持するためにどうしていくか。ここはやっぱり農業に頑張ってもらわなければいけないとか、

漁業に頑張ってもらわなければいけないとか、個々の経営でなくて、産業をどうしていくか、地

域をどうしていくかという視点で考えていただかなければいけないというふうに思うわけです。 

農業の問題、あるいは漁業に関してはそれで了解しました。 

次に、テレワーク、光回線の関係なのですけれども、さきの議会でも全員協議会ですか、若干

説明あったのですけれども、この光回線の整備に関して現在どのような状況になっているのか。

全戸光回線を整備するのに600戸の契約者が必要なのだというようなお話もあったのですけれど

も、それが今どのような見込みの中で進んでいるのかお伺いをしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) お答えいたします。 
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さきの全員協議会でご説明した町内全域光回線整備につきましては、ＮＴＴ東日本によります

民設民営ということで進めるということで説明してまいりました。そのための条件と申しますか、

ハードルとして、当初600世帯と申していましたが、最終的な整理で550世帯を獲得するというこ

とで、それを目標に７月の下旬に町内の関係団体等13団体でブロードバンド推進協議会を立ち上

げまして、そこを母体としまして事前申込みの募集活動を開始しました。この間、町広報、新聞

折り込み、またホームページ、ＳＮＳ等で周知してまいりまして、今現在550のうち426、約77.5％

の事前申込みとなっておりますので、残り130回線ほど取っていかなければならない状況でござい

ます。今後、既にＮＴＴ東日本とは工事に向けた準備を着々と進めておりますが、遅くても今月、

来月中には何とか550クリアして、本格着工に進んでいただきたいなというふうに思っておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 光回線については、550回線ということで分かりました。ただ、現在426と

いうことで若干の差があるようですけれども、それは業者さんとといいますか、相手方との信頼

を壊れないようにするためにもしっかりと契約、約束事は守っていっていただきたいなというふ

うに思います。 

それで、テレワークの誘致に関して、先ほども若干説明あったのですけれども、今現在具体的

に取り組んでいることってあるのでしょうか。 

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) 壇上の答弁でも申し上げましたが、現在北海道と道内の約

40の自治体と連携して、道が主導している事業なのですが、北海道型ワーケーション普及・展開

事業と、ここに新ひだか町も登録をして一緒に取り組んでいるところなのですが、これは具体的

に言うと北海道の構築したウェブサイトに参加する自治体がそこに登録をされて、それぞれの自

治体が取り組んでいるワーケーションに向けた事業が見れるような状態になっていまして、全国

の企業がそこを見て注目集めるというような事業、これは今年度まだ始まったばかりですので、

新ひだか町のほうに具体的な企業等から相談等は来ていませんけれども、まずここで首都圏の企

業の需要ですとか、そういったものを道とも連携して情報収集をして、企業等の要望がどういう

ものなのか、こういったものを情報収集しながら、民間の宿泊業者なんかとも連携しながら、地

域としてワーケーションの普及、道外企業の受入れのほうを進めていきたいというふうに今考え

ているところです。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 先ほどの答弁にもあったのですけれども、北海道型のワーケーション、こ

れは具体的にどんな姿というか、どんな条件というのですか、こういったような整備だけはして

おいてくださいよとか、受け入れる、受入れというか、その40自治体と一緒にやっていくために

はこういった条件が必要ですとかという、そういった縛りみたいなものあるのでしょうか。 

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) 特段こうでなければならないという縛りはなくて、それぞ

れの自治体の特色をこのウェブサイト上で情報提供しながら、あとは企業側とのマッチングを図

っていくということですので、例えば光回線が敷かれている場所がないと駄目とか、そういった

特段の縛りはございません。 
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〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) テレワークについては分かりました。 

あと、先ほどからしつこくしつこく言っていることなのですけれども、私の経験からも地域の

中で移住、定住についても条件として働く場所がある、そして家計を維持していくだけの所得が

得られる、ここのところが達成できなかったら、満足することができなかったら人は来ないのだ

ろうと思のです。それで、町長、今までも町長は住民の自発的な意欲を待ってというような感じ

を私受けています。町長は自らのまちづくりに関する思い、これを町民に問いかけ、働きかけて、

町民と共に明るい町の姿を描いて、それを実現するためにまちづくりをしていこうというような

町長からの積極的な働きかけが町の人たちに対して意欲を与えていくのではないかというふうに

私は思うのですけれども、町長の思いというのをそこでお聞かせ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) 壇上でも課長が答弁しておりますけれども、人が集まる魅力について

は、個々の人によって状況が違うということもあると思います。これを１つ特定するというのは

なかなかできないような状況になっていると思います。一般的に人が生活するためには、議員言

われたとおり、仕事があるですとか、それによって収入を得るというのは大切なことだというふ

うに考えています。また、加えて魅力的な町をつくる、その人にとって魅力的な場所ですとか、

そういう機会があればそこに人が来るというような状況にあるのではないかというふうに考えて

おります。先ほどの議員のご質問にもあったとおり、今町内で光回線の整備を進めていると。こ

れは大きなチャンスだというふうに思っておりますし、当町については風光明媚な土地柄、気候、

それから牧歌的な光景と、こういうものがあって、これらについてはすごくＰＲをできる場面だ

と思っていますし、地理的にも、地理的というか、今年の夏も本州においてはすごく暑い夏を迎

えているということで、この気候、新ひだか町の気候というものもすごくＰＲできるのではない

か。また、高規格道路が今整備されておりまして、札幌圏、ひいては首都圏ですか、そちらのほ

うとの時間的距離も短くなっている。これらについても大きくＰＲをしていかなければならない

というふうに考えています。魅力的なものをＰＲしていくというのは、それぞれ個々に違うもの

ですから、大変難しいとは思いますけれども、先ほど言ったような気候風土ですとか産業の形態、

これら新ひだか町の特色をＰＲをしていかなければならないというふうに思っております。そう

いう意味で今回の全町的なデジタルの整備、これについては、繰り返しになりますけれども、大

きなチャンスとなると思っておりますし、それを活用しながら対外的な発信をしていければとい

うふうに思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 地域の活性化対策、10年先、20年先、あるいはもっと先見越して、現在い

る私たちの今果たしていかなければならない役割の中でどういうふうに考えているのかと。そし

て、この地域を寂しいものにしないためにこういったふうにしていきたいというような思いも多

分町長持っていらっしゃると思うのです。それを私の質問の一番最後にもう一度町長のお考えを

聞きたいと思っておりますけれども、次に地域交通のほうに行きます。 

先ほどは、壇上で大変丁寧に対策が非常に困難だという答弁をいただきました。困難、難しい

ということは重々状況を見れば分かっていくのですけれども、私たちの担っている役割、町長も

そうですし、役場の職員もそうですし、議員もそうですけれども、一人一人の暮らしを楽にして
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いく、生き生きとした生活をしていくためには、させていくためにはどうしていくか、その一つ

一つの困難を乗り越えて実現していく、こういう気構えがまず必要だと思うのです。答弁いただ

いた担当課あるいは部長にお聞きしたいのですけれども、具体的に検討されたことってあるので

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) 以前もこの議会でご説明したことがあると思いますけれども、当町で

は数年前から庁内の公共交通の検討プロジェクト会議を立ち上げまして、大きく一般的な一般公

共交通と自ら一般公共交通機関を利用できない身体状態等にある方、これを２つに分けて議論を

進めてきております。その中で、今この間にＪＲ問題もありまして、なかなか形にはなっていな

いのですが、１つ言えることはドア・ツー・ドアということになりますと各種福祉サービス等の

活用が大原則になってくるかなというふうに思います。ただ、さっき議員もおっしゃいました各

地区に週に１回しか例えば市街地ですとかに行く手段がないようなところについてもう少し充実

させる方法についてはもっと考えていかなければならないとは思いますけれども、我々が思って

いるのは行きたい病院に行く手段がないですとか、行きたい買物先に行く手段がないという状況

は避けなければならないと思っておりますので、それが満足いく頻度のものが用意できるかどう

かは、財源的に限界がございますので、楽観的なことは言えませんけれども、何とか行く手段は

各地区に確保したいという考えで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) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 定期的に通院するとか定期的なものについては、バスの運行等に関して計

画を立ててできればいいのです。ただ、先ほども言いましたように１週間に１回程度しか来ない

と、しかもバス通り、バスの通路からは随分と遠いと。お年寄りとか障がい者とかというのは若

い人たちと違って、例えば80近くもなったら１キロ歩くのに健常者の３倍も４倍も時間かかって

しまう。歩くこと自体が危険だと、そういうような状況もあります。バスの通っていない、バス

の来ない夜間であるとか、あるいはバスの来ない時間帯に具合が悪くなったとか、あるいはけが

をしたとか、そのときにデマンド交通、一時合併して間もなく三石地区でしたこともあるのです

けれども、それからまた随分と時間がたっていますし、各地でいろんな事例も多分目にしている

ことだと思うのです。そういったことも含めてぜひ検討していただきたい、しっかりと検討して

いただきたいと。もちろんそれはいろんな経費もかかるのですけれども、それはいろんな知恵を

出す中でクリアしていっていただきたいと、そう思うわけです。どうやったってできないわと。

それだったらどうやってもできないのだという説明をしていただきたいと。まずは検討していた

だきたいと思うのですけれども、検討する意思があるかどうかお伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) お答えします。 

今議員おっしゃったような事柄を検討する気もありますし、してもおります。今種類別にいい

ますと、定時定路線のものと予約式のデマンドというものと形式２つあると思いますけれども、

かつて三石地区ではデマンドというものは望まないというような結果も出ていることもあります

ので、その辺も踏まえながら今考えてはいかなければならないと思いますけれども、バス停のこ

と一つ取りましても皆さん自分の家に近いところにバス停があったら喜ぶのはそれは当然のこと

でございまして、かといって細かくバス停を置けばそれだけ目的地に着く時間が遅くなってしま
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うということもありますので、その辺どういう形が一番効率的で、かつ利用者の皆さんにとって

一番いい形なのかはいろいろ比較検討しながら、いい交通体系をつくっていきたいと思いますし、

恐らくいろんなニーズも変わってまいりますので、何かつくったとしても常にほころびがないの

か点検かけながら、見直しもしていかなければなりませんし、もちろん運行経費のことはこれは

避けて通れない大きな課題でございますので、そういうものを全てクリアできる形を何とかつく

ってまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 検討については、何とか努力して検討していきたいというようなご答弁で

したので、これについては分かりました。 

あと、先ほど１回目の質問でしていましたように総務文教常任委員会で視察研修した当別町な

のですけれども、その後総務文教常任委員会ではこの方法結構いいねというような声が大きかっ

たというふうに思っています。もちろん町長に政策提言している中に入っていますので、見ては

いると思うのですけれども、そういった事例もしっかりと検討して、我が町に合った地域交通体

系、特に交通弱者に対する取組をしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。 

それで、これで一般質問のほうも終わっていきたいと思うのですけれども、町長に今からの地

域づくり、あるいは交通弱者、地域の人たちの生活の向上のためにどんなふうに考えている、あ

るいは検討していきたいと、できるかどうかは分からないけれども、検討はしていきたいという

ようなお言葉をいただきたいというふうに思うのですけれども、町長のお考えをお聞かせ願いた

いと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 川端議員の地域を思う気持ちというのは十分伝わってきているわけでござ

いますけれども、地域を活性化させるというのは、これは非常に難しい問題だというふうに思っ

てございます。私町長になったときからお話しさせていただいているのは、やはりみんなが仲よ

く広い心を持ちながら一つの方向に向かっていく、そういう町になってほしいというふうに常々

思ってございます。そういう中において今年、一昨日ですか、昨日ですか、行政報告でもご報告

申し上げましたが、支え合い基金、みんなで支え合っていこうやという気持ちをぜひつくってい

きたいと。それをつくることによって外からこの町にいいね、この町みんなであんなことやって

いるよ、そういうことが自然的に出来上がってくるのではないのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

一次産業に関わります後継者の問題、あるいはこれからどうするのだという問題につきまして

は、それは私どもの町に限った話ではなくて、全国津々浦々の問題でございます。その中におい

ても消費地に近いところの一次産業につきましては、まだまだ私どもの町よりはちょっと楽な状

況かもしれませんけれども、消費地から遠ければ遠いほどなかなか難しい課題があるというふう

に思っています。そういう中において光ファイバーの今400ちょっと申込みを受けておりますけれ

ども、ぜひ550の数字をクリアした上で、しっかりとした光ファイバーを利用して、極端に言うと

日本全国どこにでも流通させれるような仕組みが出来上がれば、それはまだまだ我々の町にとっ

ても可能性は秘めているというふうに思っています。 

一方で働く人、一次産業に限らず建設業界もそうです。介護の世界もそうです。医療の世界も

そうです。皆さん人手不足ということになってございます。この人手不足のところを過去的に一
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次産業のところで中間で手間賃取られているので、そこを考えたらいいのでないかというような

お話ございましたけれども、私は決してそこのところを考えるというよりは、外国の方がこちら

に来て働いていただく上において、行政としてきちっとした体制を整えなければならないのでな

いかということは常々思っています。具体的に申しますと、例えば病院にかかるといっても言葉

が通じない。腹痛くなったらきっと牧場主さんがどこかの病院に連れていくのでしょうけれども、

そのときの意思疎通、病院側はどうしようと。そういうものについては我々、一つの例ですけれ

ども、そういう行政サービス、あるいは行政上の対応として必要なものについてはしっかりとこ

れから検討していかなければならないと思っています。浦河町さんのほうがインドの方が来られ

ている数がすごく多いものですから、そういうところについては浦河町さんもご苦労されて対応

をされていると思いますけれども、道内にも東川辺りも外国の方が多いところでございますので、

いろんなところを勉強しながら、この町におけるそういう体制についても考えていきたいという

ふうに思っているところでございます。 

以上でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 町長のお考えも伺いました。職員はみんな町長が住民のためにこういうこ

とを一生懸命考えてやっていけという指示を待っているのでないかなと。もちろん指示を待つま

でもなく言ってこいというようなお考え、理事者にとってはそういうお考えだと思うのですけれ

ども、これもなかなか言いづらいところ、あるいはいろんなことがあってうまくいっていないと

ころもあるかと思うのですけれども、まずは明るいまちづくりのために具体的なことを一つ一つ

実践していっていただきたいなというふうに思います。これからの町長のリーダーシップを期待

して、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩  午後 １時３７分 

                                            

再開  午後 １時５２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。 

 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) 通告に従い、２項目について質問していきたいと思っています。 

まず、１項目めは、観光推進についてです。今年は、コロナ禍に伴い、各お祭り、イベント等

が中止となり、町外からの来訪客が減少。ただ、近いうちに高規格道路が新冠町、新ひだかへと

延伸するという形も聞いております。日高山脈等の国立公園化など明るいニュースがある中にお

いて、今後当町として国内外に情報発信をしつつ、計画的に新たな取組を考えているかをお尋ね

します。 

１つ、観光ＰＲの予算を増額する考えがあるのか。以前より私のほうでお話ししているペーパ

ー、リーフとか、そういったものを増やして、各町外にアピールするというか、そういったもの

の考えがあれば、これは多少でも、そんな大きな金額でないので、増額しながら進めていけるの

かなと思って質問いたします。 

２つ目は、当町で豊かな自然を見る場所として私が昔思った場所というのは、真歌公園の展望
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台、シベチャリの橋、豊畑の観農台があります。観光客やちょっと暮らし体験住宅の利用者等の

方々へ行き先が分かりやすい看板や標識などの設置計画があるのかどうか。私がこちらのほうの

町に来たときには場所が分からなくて、もうぐるぐる回った経験もあります。その辺も踏まえて

お聞かせ願いたいと思います。 

３つ目は、観光土産となる特産品で開発推進事業に取り組んでいますが、その成果、それはど

んなものか教えていただきたいと思います。 

４つ目は、静内地区のキャンプ場が自然災害により閉鎖しております。新たに家族が集まれる

憩いの場としての設置計画があるのかどうか。 

２項目めは、町内の環境整備についてです。静内川左岸、右岸は、定期的に草刈りを実施し、

ごみ拾い等は地域ボランティア団体で清掃活動、さらには古川では草刈りや川の中の清掃活動を

民間団体で取り組んでおります。気になるのが小さな公園や町道の縁にある草木、どこで整備さ

れているのか伺いたいと思います。 

１つは、遊具がある小さな公園等で児童が遊べる状態となっていないところについて、どこで

管理、整備を行っていたのか教えていただきたいと思います。 

２つ目は、桜の木等を植えたときは小さな木だったのが数年にわたって大木になってしまって

いる場所も結構あります。枝木により明かりを閉じ込めて薄暗くなっている場所、強風や豪雨に

より枝が道路に落下、木が折れたりしているところもございました。計画的に環境整備、管理を

行っているのかお伺いいたします。 

以上、答弁をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔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) 議員からご質問の観光推進についてご答弁申し上げます。 

１点目の観光ＰＲ等の予算額を増額する考えがあるのかについてですが、来年度予算について

はこれから編成作業が本格的に始まりますので、現時点で明確な答弁はできませんが、厳しい財

政状況下において新型コロナウイルス感染症による影響が町財政に少なからずマイナスの要因を

もたらすことが予想される中、相当厳しい予算編成を覚悟しなければならない状況にあります。

そのような中にあって町の活性化を図るためには、観光客をはじめとする町外から本町を訪れる

方々を増やす取組を継続して行うことが重要であることから、ＳＮＳなど経費を抑えた中でもＰ

Ｒ効果の高い媒体の活用などにより地域の魅力発信に努めてまいりたいと考えております。 

２点目の案内看板や標識などの設置計画があるのかとのご質問ですが、近年デジタル化の進展

に伴い、スマートフォンやカーナビゲーションより詳細な地図情報を容易に取得できる環境にな

ってきているとともに、牧歌的な景観の中に看板や標識を各所に設置することがかえって景観を

損なうということもあることから、現在のところ観光スポットの案内看板や標識を計画的に設置

していく考えはございません。 

３点目の観光土産となる特産品開発の成果についてですが、町では町の優れた資源を活用した

特産品の開発や販路開拓への取組に対してドリカム推進事業を実施しております。平成23年度か

ら令和元年度の間に合計20件の事業に対して補助金を交付しておりますが、これまで特産のミニ

トマトを加工した製品製造やみついし牛、日高昆布の販売促進、地酒づくり事業などに活用され

ており、新たな特産品が数多く開発されるとともにブランド力の向上や販売促進につながってお
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り、一定の効果が上がっているものと考えております。 

４点目の静内地区のキャンプ場が閉鎖しているが、新たに家族の憩いの場の設置計画があるの

かについてご答弁申し上げます。温泉の森キャンプ場については、横断橋の破損などにより平成

28年度当初より休止していたところ、同年８月の豪雨により横断橋が完全に崩壊するとともに、

上流の沢から土砂がキャンプ場内に流出したことなどから、ますます復旧が難しい状況にありま

すが、近隣にある静内温泉との一体的な有効利用を図るためにも復旧ができないものか現在も

様々な方策を模索しているところでございます。復旧に当たっては、付近の沢の治山工事につい

て北海道と協議を行っていく必要がありますし、休止から５年近くが経過し、施設設備の劣化が

進んでいることから相当な改修経費がかかると見込まれるため、慎重に検討している状況にあり

ます。今後本町においてもますます少子高齢化、人口減少が進行すると予測される中にあっては、

町内に新たな屋外施設を整備することよりも既存の施設をいかに適切に維持管理し、有効活用を

図っていくかということが重要であると考えておりますので、現在のところ新たに家族の憩いの

場を設置する計画はございませんことをご理解願います。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 静かにしてください。 

野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) ご質問の大きな項目の２点目、町内の環境整備についてご答弁申し上

げます。 

ご質問の１点目、遊具がある小さな公園などで児童が遊べる状態となっていないところについ

ては、どこが管理、整備を行うのかについてでございますが、最初に町が管理している公園緑地

の種類や管理方法について少しご説明させていただきます。町内の公園緑地は、大きく都市公園、

一般公園の２つに分類されますが、都市公園が16か所、一般公園につきましては静内地区が37か

所、三石地区が７か所あり、合計で44か所ありますが、建設課とまちづくり推進課が所管してお

ります。公園緑地の草刈りなどの環境整備につきましては、ほとんどが町内業者に委託して定期

的に実施しておりますが、一般公園の中で昭和50年代に地域の要望により設置した小規模遊園地

と言われる公園が16か所ございまして、地域の各自治会からの要望により設置したものでありま

すことから、現在も草刈りなどの環境整備を各自治会により実施していただいている状況になっ

ております。近年自治会員の減少や高齢化により草刈りなどの作業回数の減少や遅れが生じてい

ることがあるようですが、良好な環境が確保されていることは定期的なパトロールにより確認し

ており、児童が遊べない状況になっているような公園はないものと認識しております。今後も定

期的にパトロールを実施し、利用者が安心、安全に利用できるよう維持管理を行うとともに、各

自治会の協力をいただきながら公園内の環境整備に努めてまいりたいと考えておりますので、ご

理解をお願いいたします。 

次に、２点目の桜の木など植えたときは小さな木が数年で大木となり、枝木により明かりを閉

じ込めて薄暗かったり、強風や豪雨による枝が道路に落下、木が折れるなどしているところにつ

いては計画的に環境整備、管理を行っているのかについてでございますが、道路区域内で道路施

設として管理している街路樹が高木、低木合わせて13路線で1,600本程度あり、毎年街路樹剪定業

務委託により高木を中心として剪定を行っており、樹種や樹勢の状況にもよりますが、おおむね

５年で一巡することを目標として計画的に実施しているものでございます。 
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通常の維持管理の方法といたしましては、定期的に道路パトロールを実施し、信号機などの交

通安全施設を遮り、交通安全上支障になることが確認された場合には適時剪定などを実施してお

ります。また、豪雨や台風などの異常気象時には、車両及び歩行者の安全確保や排水施設の目詰

まりなどによる道路の浸水を防止するため、倒木や枝の落下、落ち葉などの状況について確認し、

適切な処置を実施しているところでございます。 

なお、道路区域外となる民有地側の樹木につきましては、土地や樹木の所有者により剪定など

の管理を行っていただくことが原則になりますが、異常気象による倒木や枝の張り出しにより交

通の妨げになっている状況が確認された場合に限り、土地や樹木所有者と協議の上、道路管理者

が最低限の枝払いなどの処置を行い、道路利用者の安全確保を図る場合がございますので、ご理

解をお願いいたします。 

以上、ご答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) ありがとうございます。これから一つ一つ詳細質問をさせていただいて、

少しでも私が理解できるような形で進めていきたいと思っております。 

何回も私のほうで質問させていただいていることなのですけれども、ＳＮＳなど経費を抑える

中でＰＲ効果の高い媒体の活用などによって地域の魅力発信を進めているという今までも同じ答

弁なのですけれども、札幌行ったときにはほかの全道の各地域、日高管内の地域のパンフレット、

そういったものは必ず置いてあります。ところが、残念なことに新ひだか町の部分がなかったと。

以前の議会でも質問させていただいている中で、あそこはポールスター札幌でしたか、自治共済

の建物がある場所なのですけれども、そこにようやく去年かなと思うのですけれども、新ひだか

町のチラシが入っていました。思わず取って持ってきた次第なのですけれども、結構若い女性な

んかが、高齢者も含めてですけれども、女性の方が結構そういうチラシを持っていく風景も見受

けられます。私なんかは特にそのチラシを持ち帰って、全道、北は稚内から、釧路からと全部回

っているわけではないですけれども、仕事の関係で行ったりしたときにどうしてもホテルなんか

見ますとリーフレットとかを持って、こういうところがあるのだなということで理解しながら、

今度来てみようということでそのリーフレットを持ってくるということで、今まで私はそうやっ

て集めたりしておりました。その中でもやっぱり地域の状況というのが分かります。先ほど川端

議員のほうからも質問の中で地域に人が集まりと、人口の流出を防ぐと、まちづくりについて質

問、また答弁をお聞きした中で私も同じ、視点は違いますけれども、基本的には同じ中身の質問

であります。 

そこで、リーフ、観光コーナーとかいろんな形で置く、制作費というものはそんなにかからな

いと思います。前回の質問の中でも430万ぐらいの経費で賄っていくという形で、それ以上増やす

ことを考えていないということでしたけれども、何十万かその分増やしながら、ある程度の地区

に配って置いておくということも可能だと思いますので、ぜひその辺考えてみてはと思うのです

が、その辺の見直しを考えているかどうかと、あと三石の昆布温泉、そして新ひだか町の温泉だ

とか見てもらいたいところというのは多分あると思いますので、その辺を含めてリーフレットの

費用分の増額を考えてもらいたいのですけれども、今後考えていただけるかどうか、その辺教え

ていただければと思います。 

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) 壇上の答弁でもお答えした繰り返しになってしまうのです

けれども、予算の関係についてはこれからということもありますけれども、ＰＲ効果の高いとい

うことで、いろんな各種大手の旅行会社ですとか、それ以外にもいろんな機関の調査、こういっ

たものを見ますと旅行先の情報を入手するというアンケート調査、こういうのを見ますと今１番

目はやっぱりウェブサイトなのです。ＳＮＳ等も含めてそういった情報入手先の今第１番目がそ

ういうものになってきていると。もちろんリーフレット、パンフレットについても一定の情報の

入手先ということにはなっておりますけれども、特に若い方、特に20代なんかはもう圧倒的にそ

ういったインターネットで情報を得るというような時代になってきております。それから、紙媒

体については、今いろんな情報が結構リアルタイムで更新される中で、紙媒体一度作るとなかな

か更新が難しいというのがありますので、ウェブ上では瞬時に更新できると、情報更新できると、

そういうことも考えますと、予算もなるべくかからない形でやっていくとなるとどうしてもこれ

からはインターネット上のそういった情報展開というのが重要になってくるのかなというふうに

考えていまして、パンフレット、リーフレットももちろん年に１回情報とか見直ししながら発行

は続けていくのですけれども、その予算を増額しながらというのは今のところちょっと難しいか

なというふうに考えてございます。 

それから、三石温泉のリーフレットのお話がありましたが、指定管理者、指定管理委託してい

ますので、そちらのほうで作ったパンフレットがございますので、指定管理者とも協議して、町

外の拠点となるような場所にも置いていけないか相談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) いろんな形で新ひだか町を知ってもらうという形ではインターネットな

り、ペーパーで見てもらうと。年齢層は、どこで見ているか分からないわけですから、あらゆる

方法を使って知ってもらうという形が今求められているのかなと、私はそう思っております。 

続いて、２番目の看板の設置の関係なのですけれども、先ほど私のほうから言いましたように、

私は車でどうしても移動する、歩いたり、自転車で回ればいいのでしょうけれども、そのときに

看板が出ているというのがほとんどこちらの地区はないのです。留萌だとか八雲だとかいろんな

ところを回っていますけれども、やはり看板は出ているのです。国道沿いに看板が出て、矢印が

あれば、こっちのほう行けばいいのだなと。ナビとかを見ていてもどうしても目を離したり、安

全運転を基本にやります。そこで、１つ聞きたいのが先ほど答弁にありました看板を立てること

によって景観を損ねると言ったと思うのですけれども、それはどういうことか教えてもらいたい

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) 町内でも例えば二十間道路桜並木ですとか主要ないわゆる

観光スポットについては、各所に案内板があることと思います。それ以外、当町には大小様々な

見る場所というか、観光スポットと言われる場所でしょうか、があるかと思います。それは、人

それぞれここが観光スポットだなと思われるような場所たくさんあるのだと思うのですけれど

も、その一つ一つに行き先こちらですという、あちこちに看板を設置するとなると、うちの町の

売りというか、一つに牧歌的な風景ということもありますから、あまりいろんなものがあちこち

に立つのはいかがなのかなということで答弁をさせていただいたところでございます。 

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) そうではないかなと思ったのですけれども、あちこちに立てなくてもいい

のです。要するにその場所行けば分かるという形のものを１か所、２か所あるぐらいで、国道に

１か所、そして現地の近くに１か所という形でいいのかなとは思っているのです。 

なぜこういうことを言うのかというのは、町行政のほうで景観がいい、日高山脈を見る場所で

一番いいところと、それは個々人は違うかもしれませんけれども、チラシに載っているのです。

駅に置いている静内町のそのホテルだとかいろんなところ、二十間道路の場所だとか、その中に

今の３つの場所が載っています。その中で、どんなところかなと思って行く人も中にはいるのか

なと。そういったときに例えば真歌のほうの見る場所というのは、行っても見る場所というの分

からなかったのです。あそこまでずっと奥行くとは思っていなかったです。だから、どこか途中

にあるだけで違うと思いますし、そこに看板を立てたことによって景観が悪くなるとか、そうい

うのは全くないと思うのですけれども、だからそういったことで観光客、ここを訪れた人に優し

いおもてなしといいますか、そういったものを今後考えて、理解していただけるかどうか、その

辺もう一回お聞きします。 

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) 観光客へのおもてなしということでございますけれども、

案内の方法につきましては、先ほど議員おっしゃられたとおり、パンフレットに載せるですとか

今いろいろな、壇上の答弁でも言いましたけれども、ウェブサイト上でも分かるような仕組みに

もなってきています。その上で、やはり分かりづらい場所にどうしても見ていただきたいスポッ

トがある場合は、今後計画的にというのはなかなかいかないとは思いますけれども、大きめの施

設を将来的に整備するような場合については、適宜適切に案内サインを設けるという必要はある

かと思いますけれども、今の段階であちこちに計画的に看板を設置していくというところはちょ

っと難しいかな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) 先ほども言ったようにあちこちという形ではないので、１つ行く場所の目

印になるちょっとしたものをつけてくださいということなので、景観損ねるような形で立ててく

ださいと、そんなことを言っているわけではないので、とにかく行く場所が分かればいいのかな

と思っています。 

続いて、３番目でお話しした観光土産となる特産品の関係です。先ほどドリカム推進事業、こ

れ私も知っているのですけれども、実際どのぐらいそういうのが推進されていて、どういうもの

なのか。そして、その評価はどうだったのか、その辺が全く分からないものですから、その辺の

20件という品目で１つ、海水の中に置いてあったお酒、それだけは私は記憶にあるのですけれど

も、記憶というか、知っているのですけれども、それ以外はちょっと疎いものですから、私だけ

かもしれませんけれども、その辺教えてもらいたいなと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 先ほども言いましたけれども、農産物、地元の地場のミニ

トマトですとか海産物を使った、昆布等を使った加工品ですとか、あと昨年はハーブを使った石

けん作りですとか、本当にうちの町多様なものがありますので、そういったものを支援をさせて

いただいております。議員おっしゃるとおり。それがうまく町民も含めてＰＲがされていないの

ではないかというところは確かにあるかなと思って、今ちょっと反省はしているところです。 
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〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) どういった商品があるのか、もっと詳しいものがあればそういうのを教え

てもらいたいなと思うので、後でもいいので、教えていただければと思っております。 

今その商品の中でよく見るのがレトルトカレーなのです。そして、その地域のものを使って宣

伝していると。例えばこの地域でいけば、平取であれば平取の牛肉を使ったもので、あそこたし

か３種類ぐらいあったかと思うのです。そして、あとほかの地区でも、えりもだったかな、ツブ

カレーかな、あといろんな形でその地産の使ったものでカレー作り、苫小牧の場合はホッキカレ

ー、そういったものが出されているわけです。そして、大体２年ぐらい保存できるかなと思うの

ですけれども、そういう保存食として自分のうちには置いたりしております。新ひだか町でいけ

ば、ブランド品としてみついし牛、先ほどお話ありましたミニトマト、それ以外にもいろいろ私

も知らない産物なんかがあると思います。そういったものを使って加工品等作るというか、そう

いったものは案としてあったのかどうか教えてもらいたいなと。 

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) 今例として挙げられたカレーですか、ちょっと私の記憶で

は今までカレーを作りたいという事業者の提案というのは、直接は伺ったことはないのですけれ

ども、毎年ＰＲの販促に使われるという支援してくれということもあるのですけれども、中には

先ほども言ったような加工品、新たな加工品を作りたいという事業者からの申請もあります。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) それで、今まで考えたことないということなので、例えば町の側とそうい

う推進に当たって、事業に当たって話し合う場というのがあったのか教えてもらいたいのですが。 

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) 正式な何か協議会とかそういったものを立ち上げて推進し

ていこうというのは、遠い昔についてはちょっと分からないですけれども、最近ではそういった

場を設けて事業者と協議するというようなことはありません。 

ただ、日々の中で商工会ですとか観光協会と協議する場はたくさんあって、いろんな事業者が

こういうことをやりたい、それに当たって何か支援がないのかというのは日々相談を受けており

ます。今回のコロナ対策の中でも新たなビジネスモデルの開拓というところに光を当てさせてい

ただいて、その中でも例えばインターネット通販に対応するための真空パックの機械の導入とか、

そういったものも上がってきておりまして、そういう中では農産物をそのように加工して真空パ

ックで出すとか、そういったものも提案を受けていますので、日々の業務の中でご相談をさせて

いただいているという状況にございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) いろんな形で頑張っていただいているのは分かるのですけれども、例えば

いろんな形で作った後の味だとか評価をするようなアンケート調査みたいなもの、例えば商工会

なり、農協なり、団体の代表者が集まって、町からも担当者が集まって、こういう味だけれども、

こういうふうにしたほうがもっとよくなるのではないかとか、そういう連携というか、本当の新

ひだか町の特産を考えてやる場があるのかどうかを知りたかったのです。その辺どうか教えても

らいたい。 

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) 私今までドリカム推進事業のことを中心に申し上げてきま

したけれども、それとちょっとつながっている形にはなるのですが、観光協会と町で立ち上げて

いる推奨品の認証委員会というのがございます。それは、開発された特産品をその委員会が認定

をするという、そういう制度なのですけれども、その中では実際に事業者が推薦をされた自社の

製品を試食をしたり、そこに町のいろんな産業団体含めて関係団体の代表の方に来ていただいて、

意見をいただいたり、その上で認証をするというような、そういう方法を取っておりますので、

そういう中でいろんな方々の意見聞きながら、よりよい製品づくりというのを目指しているとい

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) こうやっていろいろ製品もあると思いますので、以前より議員のほうから

の質問等でいろいろあった中で、ふるさと納税で返礼品という形でもうあまりいいものがないと

か、そういった形も聞いたりしているものですから、そして今回観光土産として私が推薦できる

ものがあればということで、ぽっぽですか、駅のほうの観光協会にちょっとお邪魔させていただ

いて、お話をさせていただきながら商品を見させていただくという形のものがあるのですけれど

も、なかなか新商品というのが目につかなくて、どうしても鹿肉だとかそういった加工品が目に

つくのですけれども、観光の場所へ行けばレトルトカレーというのがすごく多いのです。そうい

ったものも、こだわりですけれども、ちょっと考えてみてはと思っております。 

あと、そういった特産品を道のほうと一緒に協議しながら、連携取りながら、札幌の地下街の

歩行空間だとか道庁前だとか、今年も何かそういう予定もしていたみたいですけれども、その辺

日高管内の各７町と連携を取りながら、特産品を町外に、地域外に広げていっていただければと

思っておりますので、さらに努力していただければなと思います。 

それで、４番目なのですけれども、キャンプ場の関係です。もともと静内にあったキャンプ町

が今は閉鎖している、２か所あります。ここの山のほうのダムだとか、今の静内温泉側のところ

だとか、そのキャンプ場の名前は私もはっきり分かっていないので、そういう場所２か所という

ことでありますけれども、そこをいろいろ直して、また復活させるというのは本当にお金かかる

ことだなと思っています。ですから、そこを修復するというよりは空いているスペース、道のほ

うと協議しなければならないと思うのですけれども、例えば左岸であればあの駐車場の付近の敷

地内、そして右岸のほうだったらパークゴルフ場とスケート場の間の芝生公園といったかな、そ

この敷地、さらにはこうせい公園、そこの芝生もありますし、トイレもあります。あと炊事場を

造るだけでそういうキャンプして遊んだりできる場、家族が集う場所をつくれるのかなと静内の

町を回ったときに思ったりしたのですけれども、そういう考えは、有効活用するという考えはあ

りますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今キャンプ場のお話で、こうせい公園ですとか静内川野というお話が

ありました。キャンプ場を開設するということになれば、それなりに人が集まるということであ

ります。それで、今お話があったようなところについては、住宅地に近いということもございま

すので、そこをキャンプ場としてというのはちょっと大きな課題があるのではないかというふう

に思っております。壇上で課長のほうから温泉の森のキャンプ場のお話で答弁をさせていただき

ました。内部でもいろいろ検討しておりまして、あそこを改修をするにはそれなりの経費もかか
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るわけですけれども、どういうふうな形にしていけばいいのかというのは、まさに今現地も含め

て、現地を見ながら検討しようと思っております。ただ、新しいところをつくっていく、それに

ついては、新しいものをつくれば当然それに係る維持経費というのがかかってございます。ファ

シリティとかもそうなのですけれども、これからの時代はあるものをいかに有効活用していくか、

賢く使っていくかというような時代になってくるかと思いますので、そういう方向で町有施設に

ついては総合的には検討していきたいとは思っております。繰り返しになりますけれども、こう

せい公園、それから河川敷のキャンプ場というのは、今のところ考え方としては設置する考えは

ございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 確かにあそこ何かいろいろと崩れて、橋が壊れてどうのこうのという話も、

私はまだ現地に行って見ていないわけですけれども、そういう場所に限って不法投棄だとかそう

いったものが出てくる可能性もあるので、本来だったら本当に直してもらってやってもらったほ

うがいいのですけれども、この資金がない中で新たにやるということになると恐らく相当何千万

というお金がかかると。それであれば、例えば八雲町辺りだったら普通の公園の中に炊事場があ

って、どこでもテント張っていいよと。お金もかからないのです。今はどうか分からないのです

けれども、そこで子どもたちが小さかったので、テントを張って、そして一晩過ごしたという記

憶もございます。そこはやっぱり住宅から近いです。ということで、ただこうせい公園はちょっ

とさすがに病院だとか難しいかなと、住宅も近いので、難しいかなと思うのですが、河川であれ

ば道の許可をもらえるのであれば炊事場ができることによって、トイレもありますし、芝生も張

ってあるので、いいのかなという感じは、簡単に再利用ができないかなと、再利用というか、利

用       使えるのかなと。というのは、あそこら辺結構歩く人だとかいるのですけれど

も、駐車場もありますし、駐車できる場所もスペースもあるし、だからそんなにお金かからない

のではないかなという単純な考えでちょっとお話しさせていただきました。そういう人もいるよ

ということで覚えておいていただければなと思います。 

続いて、次の項目の町内の環境整備についてのほうに行きたいと思います。まず、環境整備の

ほうの再質問の１つなのですけれども、一般公園が44か所もあるというのは全く知らなかったで

す。これを整備するのは、どこかに委託しても大変だなと。それ以外に河川だとかいろいろ草を

刈る場所もございますので、毎日のようにやっていかなければないのかなと。私が小さな公園で

遊具のあるところというのは、場所を言っていいのかあれなのですけれども、タイヤ公園なので

す。そこが草と、そして遊具がブランコ等があるのですけれども、さびていて、本当にあれって

使えるのかなということで、ほかのところも結構端のほうは草で公園に入りづらいというところ

もありました。だから、そこでどこで管理しているのかなということでお聞きしたわけなのです

けれども、今だんだんいろんな方からお話ありますようにこれから少子高齢化が進んでいく中で、

自治会で草刈り等をやっているところについてはできなくなるというケースも出てくるかなと思

います。そのときは町で引き継いで、そして企業に委託するのか、その辺お聞きしたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 木村建設課参事。 

〇建設課参事(木村辰也君) 今のご質問なのですが、町内では昭和50年代に設置された公園が今

自治体のほうで管理してございます。そちらのほうに関しましては、指摘のとおり、私どもの自

治会、町内の先輩方が主体となり、ごみ拾い、草刈りをやっているのは大変心苦しい気持ちでお
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ります。しかしながら、町内を管理しております都市公園や一般公園の財源に限りがあることか

ら、できるだけ自治会に今後も協力していっていただきたいと思っています。しかしながら、地

域の状況においては相談には乗っていく所存でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) どうしても身近なところの自治会のことでお話ししていかなければならな

いのですけれども、周りの自治会を見ても役員の成り手がいなくて、もう閉鎖するしかないとか、

そういう話を耳にしたりします。そして、大体もう80近い方が草刈りをしている状況でもありま

す。その中で、もう近々草刈りをやってくれるボランティアというか、やってくれる人がいなく

なってくるのかなと思っております。だから、資金がないからといってその公園を廃止するわけ

にもいかないところもあると思います。例えば団地の中で公園があるところについては、絶対残

さなければならないのかなと思ったりしております。そういったことで、ぜひ今後高齢化に向け

ていろいろ考えていただければなと思います。 

だんだん苦しくなってきたので、さっさと終わらせたいのですけれども、次にもう一つ聞きた

いのは、次に枯れ葉の関係だとか木の関係でお聞きしたいと思います。いろいろと私が気になっ

ているのは、昨日、一昨日だったかな、北斗市のほうでも冠水したと。やっぱり排水溝が詰まっ

てしまうと、どうしてもそういうことは起きると思います。そのときに町の職員がパトロールし

ながら見て回っていると。そして、排水溝、排水口のところに葉っぱだとか詰まっている状況に

なったときに、町の職員がそれを取って清掃しているというところを私も何回か見ています。ほ

かの職員もいろいろと回っているかと思うのですけれども、道路の状況とか見て回ったり、最近

特にパトカーと同じようなぐらい町のマークがついた車が擦れ違うケースが何か多くなってきた

なと。しっかりちゃんとパトロールしているのだなと思ったりしております。その中で、これか

ら秋に向けて枯れ葉とか詰まったりする状況になるでしょうし、これから大雨で、台風も来るか

もしれません。だから、それを防災、防ぐためにもまめに掃除する必要があると思うのですけれ

ども、これから業者だとか頼んで整理していく予定があるのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 道路管理の維持についてご答弁させていただきますが、壇上でもご答

弁させていただいたとおり、定期的にパトロールを行っているということで、現在町で管理して

いるところが480キロぐらいあるのですが、ある程度週１回地区決めながら、定期的にパトロール

をして、状況を確認しています。異常気象のときのその道路の冠水等の状況なのですが、当然町

職員がパトロールに出て状況確認もするのですけれども、大雨で事態が大きくなった場合につい

ては、町の建設協会と協定を結んでいるところもありますので、町内の業者にお願いをしながら、

町職員で間に合わないところについては建設協会の方に協力を得て、例えばポンプをかけるとか、

そういった応急処置をしていっているような状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 確かに最近は素早く措置していただいているのかなという部分がありま

す。例えばまきばの里、町の分譲地ですけれども、私そこに住んでいるわけですけれども、その

入り口、あそこいつも大雨のときに結構５センチ近く、そして長さにしたら10メーターか20メー

ター近く水浸しになっている状況があります。そのときに、これはひどいなといったときに、多

少時間を置いた後に来ていただいて水を抜いてもらったりしているので、その辺助かっているわ
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けですけれども、そういったところは各地区で出てくると思いますので、素早い対応をお願いし

たいなと思っています。 

あと、もう一つ最後にさせていただきたいのが桜の木、道路の脇にある、あの枯れ木等のもう

死んでいるのではないかなという枯れ木のところが何本かあるのです。例えば吉野通りのところ

にもあるし、そして河川のほうの関係、その辺今後どうしていくのかと、あと道路脇によくごみ

のポイ捨て、そういったものが特に目についておりますので、これから雪降って見えなくなった

りしたり、いろいろとあるのかなと思ったりするのですけれども、町をきれいにするという、み

んなで努力して、そして人が集まりやすく、過ごしやすい形にしていかなければならないなと思

いますので、その辺みんなで頑張っていきたいなと思うのですけれども、先ほどお話ししたその

枯れた桜の木、その辺どう処置しようとしているのか教えてもらいたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇農政課長(及川敦司君) どこの場所を言われているのかさっぱり分からないので…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇農政課長(及川敦司君) 街路樹のことなのですよね。街路樹については、我々も先ほど壇上で

言いましたとおり街路樹1,600本ありまして、その中でパトロールの中でその状況を確認しなが

ら、枯れて倒木するおそれのあるものについては切ってしまうということもありますし、それは

随時その状況に合わせて剪定等を行いながら管理をしているところでございますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) そこの場所は大きくならなくて、もうちっちゃい状態でそのままになって

いるという状況ですので、何年放置されているのか分からないのですけれども、そこまでチェッ

クしているわけではございませんので、あれですけれども、そういうことでいろんな形の町を少

しでもきれいにすることによって、ほかの地区から来た方がこの町に住みたいなとか思ったりす

ることもあるかと思うのです。そういうことで私一人30、40年前に気候もいいし、雪も降らない、

ここでちょっと過ごしてみようかなというばかな人間もありますので、ぜひ町は皆さんできれい

にしていきたいなと思いますので、質問をこれで終わらせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩  午後 ２時４８分 

                                            

再開  午後 ３時０１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。 

 ４番、渡辺君。 

〔４番 渡辺保夫君質問者席へ〕 

〇４番(渡辺保夫君) それでは、私は通告した４件12項目について質問いたします。 

まず、１つ目は、町営住宅静内柏台建て替え事業についてでございます。これは、事業が始ま

ってもう10年以上たつか、それぐらいたって、中間地点を通り過ぎて、もう七、八年で終わるの

でないかなという時期かなと思いますので、今後のこと等に関わることですので、何点か質問い

たします。 

まず、１番目は、今までの事業全体の進捗状況についてお尋ねいたします。 
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２番目は、事業の完了年度はいつになるのか。 

３番目は、入居世帯の平均年齢と１戸当たりの平均入居者数、これを教えていただきたいと思

います。 

４点目は、新しく建て替えた住宅は100％入居しているのか。 

以上が住宅についての質問でございます。 

次に、水道整備事業についてでございます。１つ目は、静内地区の都市計画内で水道未整備の

戸数はどれくらいあるのか。 

２つ目に、未整備になっている主な理由はどういうことがあるのか。 

３つ目に、給水区域内で飛び地になっている場合の布設費はほぼ自己負担だとは思いますが、

これはそういう考えていいのかどうかお教え願いたいと思います。 

４番目に、最近都市計画区域外のいわゆる郊外に多くの住宅が建設されているが、水道の状況

はどのようになっているのか。自家水だとかいろいろあるのだと思いますけれども、その辺分か

る範囲内で結構ですからお教え願いたいと思います。 

３つ目は、新ひだか町活性化センターの指定管理についてです。これは単純な話で、予算書を

見ると委託費が出ています。たしか270万前後だったと思いますけれども、それで財源がゼロなの

です。まるっきり町単費が当たっているものですから、ちょっと不思議だなと思って質問させて

もらいます。指定管理の主な内容について伺います。 

２番目は、ほとんど利用されていないスペースの活用はどのように検討されているのか。 

３つ目、ここら辺が一番使われているところですけれども、ステージや交流室などの利用状況

はどのようになっているのか、これをお教え願いたいと。 

それから、大きな４番目の日高中部地区広域営農団地農道整備事業についてですが、予算説明

資料によると実施設計、地質調査等に2,925万円の予算が計上されていますが、今後この事業はど

のようになるのか。今まで何回か質問していますので、過去の経過はあまり詳しく要りません。

今後今年以後、この調査以後どういう計画になるのか、これをお教え願いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 

〇建設課長(野垣尚久君) 渡辺議員からのご質問の大きな項目の１点目、町営住宅静内柏台団地

建て替え事業についてご答弁申し上げます。 

町営住宅静内柏台団地は、昭和39年度から昭和56年度までに整備したものでありますが、建て

替え事業着手前の平成20年度末で133棟503戸を管理しておりました。このうち約９割に当たる

111棟437戸が公営住宅法に規定されております耐用年数30年を超過している状況でありましたこ

とから、新ひだか町公営住宅等長寿命化計画に基づき平成21年度より建て替え事業に着手したも

のでございます。 

ご質問の１点目、事業の進捗状況についてでございますが、当初の計画では測量調査設計を２

か年で終え、平成23年度から工事に着手し、毎年４棟16戸程度の整備を進め、平成37年度までの

15年間で完了させる事業計画でありましたことから、令和２年３月末までに36棟144戸が完成する

見込みありましたが、実績としては29棟137戸の建設が完了となっておりまして、当初の計画と比

較いたしますと国からの交付金などの配分が少なかったなどの理由から若干の遅れが生じている

状況でございます。 
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次に、２点目の事業の完了年度はいつになるのかについてでございますが、新ひだか町公営住

宅等長寿命化計画の策定から10年が経過しますことから、令和元年度に見直しを行い、令和２年

２月に改定しており、令和10年度に事業を完了する計画に変更しております。 

３点目の入居世帯の平均年齢と戸当たりの平均入居者数についてでございますが、現在までに

建て替えを完了しております29棟137戸についてということでご答弁させていただきますが、８月

末現在、世帯主の平均年齢が79.8歳であり、同居者も含めた全体では平均年齢68.7歳となってお

ります。また、137戸のうち75戸が単身入居者世帯となっておりまして、戸当たり平均入居者数は

1.55人となってございます。 

最後に、４点目の新しく建て替えた住宅は100％入居しているのかについてでございますが、８

月末現在、空室になっているのが４戸ございます。これらの空室につきましては、建て替え事業

の移転先と考えておりまして、令和元年度に移転先住宅に係る意向調査を実施しており、その結

果に基づき個別の聞き取り調査などを行いながら、団地内で入居の調整を行っているところでご

ざいます。これまでの事業の進捗状況を考えますと、今後も若干の遅れは生じることが予想され

ますが、新しい住宅への移転を心待ちにしている入居者もおりますことから、今後とも着実に建

て替え事業を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕 

〇上下水道課長(桂田達也君) 渡辺議員ご質問の大きな２番目、水道整備事業についての各４項

目についてご答弁申し上げます。 

まず、１点目の静内地区の都市計画区域内で水道未整備の戸数はどれくらいあるのかでござい

ますが、全体的な戸数から申し上げますと令和元年度末時点での上水道事業の給水区域内におけ

る総戸数は9,338戸あり、うち都市計画区域内は8,207戸、区域外が1,131戸であります。また、都

市計画区域内のうち現在給水している戸数が8,081戸でありますので、差引き126戸が都市計画区

域内で上水道を利用されていない戸数となります。これらにつきましては、都市計画区域内に点

在しているところでございまして、自家用水として地下水等の有効活用により現状を維持してお

られる状況でございます。 

水道整備事業についての２点目、未整備になっている主な理由はでございますが、それぞれの

状況によりその理由は様々でございますが、主なことといたしましては自家用水等を利用してい

て、良質で安定していることから上水道を必要としていないという意思的な理由、上水道を利用

すると接続費用がかかるし、水道料金が発生するという経済的な理由、私有地が広大で起伏もあ

り、整備に困難なところがあるという地形的な理由などでございます。いずれにいたしましても、

現時点では自家用水として地下水や沢水等の自然水を活用することにより何らかの手法で生活水

等を確保されておられるところでありますが、上水道に接続するとなると自己負担の部分もある

ことから、比較検討していく中で現状維持しておられるものと認識しております。また、生活す

る中で自家用水等の水環境に変化があるところでは、上水道に切替えされる方なども年に数件ご

ざいます。 

続いて、水道整備事業についての３点目、給水区域内で飛び地になっている場合の施設費は全

て自己負担になるのかでございますが、上水道事業において給水区域内で飛び地になっている地

域の水道整備につきましては、補助事業で整備する場合、対象となる採択基準のうち、その飛び
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地の給水人口に制限がございまして、現況等について調査、確認を要するところでございます。

また、補助、単独の事業にかかわらず水道本管等の施設の整備に当たっては、基本として公道や

公用地に整備しているものでございます。 

なお、水道本管等からの分岐や私有地等への引込みは給水装置工事でありまして、水道法や供

給規程の定めるところにより受益者側の費用負担区分となるものでありますので、ご理解をお願

いしたいと思います。 

最後に、水道整備事業についての４点目、最近都市計画区域外の郊外に多くの住宅が建設され

ているが、水道の状況はどのようになっているのかでございますが、都市計画区域外で上水道が

整備されていない地域につきましては、共同井戸を利用されていたり、共同井戸がない地域につ

きましては独自に地下水等をくみ上げしたり、地域の沢水等の自然水を利用されているところで

ありまして、地域の環境に合わせながら生活水等を確保されていることにより現状を維持してお

られる状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〔農政課長 及川敦司君登壇〕 

〇農政課長(及川敦司君) 渡辺議員からのご質問の３点目、新ひだか町活性化センターの指定管

理についてご答弁申し上げます。 

ご質問の１点目の指定管理の主な内容についてでございますが、当施設は平成16年度に道営中

山間地域総合整備事業により都市と農村の広域的な交流、地域観光資源の情報発信などを目的と

した総合的な交流施設として建設した施設であります。施設の管理につきましては、平成18年７

月１日から指定管理者制度により株式会社アンビックスが管理業務を行っており、内容について

は施設の使用承認に関する業務や清掃業務、施設内設備の保守管理のほか施設周辺の環境整備

等々となってございます。当施設の管理経費につきましては、人件費、温風暖房機の灯油等の燃

料費、電気料、上下水道料の光熱水費のほか消耗品や設備等の修繕料などで、負担区分につきま

しては管理経費を施設区分ごとに明確に割り出すことができないため、株式会社アンビックスが

占有している主に海側の多目的交流室や多目的研修室等を面積案分により施設全体に係る経費の

おおむね67％を株式会社アンビックスが負担をし、主に国道側の交流ロビー等に係る33％の経費

を当町が負担しております。 

ご質問の２点目のほとんど利用されていないスペースの活用を検討しているのかについてでご

ざいますが、交流ロビーについては以前指定管理者の株式会社アンビックスからの提案などによ

り検討したことはございますが、大規模な施設改修が伴う内容もあり、実施には至っておりませ

ん。また、平成28年度には隣接する温泉施設が老朽化により修繕費が年々増加していることから、

活性化センターのみならず道の駅みついし周辺の活性化に向けて特産品販売センター、みついし

昆布温泉｢蔵三｣などの活用について関係機関で検討したこともございましたが、現在は町の財政

事情を鑑みて検討会議を中断しているところでございます。 

ご質問の３点目のステージや交流室などの利用状況についてでございますが、主な部屋の過去

５年間の利用状況についてご答弁申し上げます。初めに、ステージが使用可能の多目的交流室の

全体の利用でございますが、平成17年度は187件4,798人、平成28年度は205件4,980人、平成29年

度は172件4,582人、平成30年度は155件3,663人、令和元年度は134件3,007人でございます。次に、

多目的研修室の全体の利用でございますが、平成27年度は125件1,325人、平成28年度は112件
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1,195人、平成29年度は95件903人、平成30年度は80件708人、令和元年度は28件266人でございま

す。次に、交流ロビーの利用でございますが、通常午前10時から午後６時まで開館してございま

すが、みついし牛の各種共励会で受賞した貴重なトロフィーなどの数々を展示してございます。

開館中は自由に見学することができるため入館者数は把握してございませんが、みついし昆布温

泉｢蔵三｣や道の駅利用者などが入館しているものと認識してございます。 

次に、ご質問の４点目、日高中部地区広域営農団地農道整備事業についてご答弁申し上げます。

ご質問の今後の事業の詳細はどのようになるのかについてでございますが、本事業につきまして

は、道営土地改良事業として北海道が事業主体で、新ひだか町と新冠町の２町にまたがり、大き

く４期に分け、平成４年度の事業開始以降これまで事業区間の短縮などにより２度の事業計画の

変更が行われ今日に至っており、現在の進捗状況は２期から４期は事業完了し、未整備区間は１

期となっております。未整備の１期区間につきましては、静内目名地区にある橋梁から町道豊畑

入船線の区間で全体延長は3,459メートルで、整備済み区間が918メートル、未整備区間は2,541メ

ートルとなっており、未整備区間の内訳につきましては農道が2,376メートルと橋梁１か所の

165メートルとなってございます。令和10年度の完成を目標に現在事業を進めてございます。 

未整備区間につきましては、関係地権者との用地買収の不調や近隣での盛土材の確保が困難に

なったことなどにより、新たに平たん地を通る残土が少ないルートに変更した計画となってござ

います。また、新ルートを選定するに当たり昨年度実施した概略基本設計と環境影響調査では、

クロビイタヤやニホンザリガニなどを確認しましたが、これらの対応策としまして生態を保護す

る観点を考慮した上での安全性を確保したルートや構造としているところでございます。 

今後の予定でございますが、今年度は農道の実施設計、橋梁設置予定地や湿地帯などの地質調

査を実施し、令和３年度は橋梁の実施設計、用地買収、令和４年度からは本工事の着手を予定し

ているところでございます。町といたしましては、この広域農道につきまして地域の産業振興や

生活路線のみならず、災害時の緊急用道路としての役割を備えている大変重要な道路であると認

識しているところでございまして、令和10年度の完成に向けて北海道と連携しながら進めてまい

りたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

〇４番(渡辺保夫君) まず最初に、公営住宅の件ですけれども、入居者の年齢、世帯主の平均す

ると72歳、それが入居者全体にしても68.7歳。今まで10年ぐらいたって、これからまたやや10年

近くかかるということになりますけれども、今全部２ＬＤＫで造っているのだけれども、単身が

これだけ、今75世帯と言いましたが、入っている中で、見直しをしないで全部２ＬＤＫで最後ま

でいくのかということをまずお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 渡辺議員も言われたとおり、平均年齢が68.7歳ということと平均の入

居者数が1.55人ということで２名をちょっと割っているような状況なのですけれども、そういっ

たことを考えますと２ＬＤＫというのが妥当ではないかというふうに考えておりまして、今後別

な団地の建て替え等のときに利用するということもありますので、これからも２ＬＤＫという形

で計画どおり進めていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

〇４番(渡辺保夫君) 決心が固いようなので、何言ってもしようがないのかなと思うのですけれ
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ども、ただ現在入居している人も１人になってしまうと結構広くて持て余すという人もいるので

す。それから、今後のことを考えると高齢化もしていく。だから、建て替えるなというのではな

くて、中身の若干の変更と、例えばシルバーハウジングのようなものの形も検討してみるとか、

そういったことももう残り七、八年ですからしたほうがいいのでないかなと思います。ただ、今

の答えだとあまりそういう気はないようですけれども、やっぱりあくまでも現状を確認しながら、

まだ年数もあることですから、ぜひ中身を検討してやっていっていただきたいと思います。 

次に、２番目の水道なのですけれども、状況は大体分かりました。それで、ちょっと単純なこ

とを聞くのですけれども、配水管から300メートルぐらい離れていたら、状況にもよりますが、平

らなところだとか勾配だとかあるのですけれども、大体自己負担の費用ってどれぐらいかかるか

分かりますか。ざっくりでいいですから、分かれば教えてほしいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいまのご質問にお答えいたします。 

300メートルということですけれども、給水管の布設状況や管の大きさ、それから地理的な条件

にもよりますが、工事額的な概算では、舗装された車道などに布設する場合、資材費と労務費、

諸経費等を含めまして１メートル当たり約６万円程度、舗装以外に布設する場合は１メートル当

たり約３万円程度になりますので、300メートル全線が舗装道路である場合には約1,800万円、そ

れから舗装以外である場合は約900万円となります。それからまた、布設するルートに道路、河川、

用水路などの横断を要する場合は推進工や伏せ越し工、それから橋梁添架というような費用が別

途必要となりますし、その地域に高低差があって、条件などにより水圧の増圧や減圧といった装

置の設置が必要となる場合もございます。 

これは、あくまでも最も大きな最大限の額の一端としてですけれども、それぞれの必要とする

部分の積算からいけばまだ経済的になるところもあると考えられますし、給水装置工事的には依

頼主が町の指定工事店等に直接申請することになりますので、いわゆる民間取引の中で経済的に

行われることもあると思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

〇４番(渡辺保夫君) 自分でやるとすればかなりかかる。現状としては、例えば道道があります。

左側は給水計画区域に入っているから、ドア・ツー・ドアでないけれども、すぐ引っ張れると。

その道路のたまたま同じ向かい側の右側にいくと、今農地なんかでも３種農地だと比較的転用し

やすいから、３軒や５軒はすぐ建つのです、小さな団地までいかないけれども。そういうところ

になると、50メートル、60メートル離れていても全部自己負担になってしまうというようなのは

私にすればちょっと、ほとんど同じところにいるのにこれはいかがなものかなというふうに考え

ているのですが、それは区域があるから仕方がないと。 

それから、例えば沢水や湧き水で今まで何十年も、もう100年近くも生活してきたと。だけれど

も、環境が変わって、そこが水が枯渇する心配があると。それでいうと、さっき聞いたら300メー

トルでそれくらいのお金かかるので、私の知っている家だとかそういう心配のあるところは、も

っともっとその距離のあるところもあるのです。農業のほうでいうと、３軒だとか何軒なかった

ら事業の申請も全くできないと。水道も恐らくそういったような縛りがあって申請はできない。

例えば100戸だかと言っていましたか、100人と言っていましたか、水道法では事業を取る場合そ

ういう縛りがあると思うのですけれども、どうしようもないそういうはざまにある人間もいるわ
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けです、地下水の取れるところはいいとしても。だから、そういうものは国、道の補助がない。

それで、水ですから命に関わる話になってくるので、これは今年とか来年とかという話にはなら

ないけれども、そういうそのはざまにいる人間を助ける方法も考えなければならないと思うので

すが、将来に向けて少し検討していただけませんか。考え方をちょっとお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいまのご質問ですけれども、例えばもう枯渇してしまったと

かとなれば、これはその方とお話をしながら、緊急的に上水道にしてもいいかどうかという意思

を確認しながら、緊急ですから、仮設するなりなんなりして応急処置も考えられるところもあり

ます。それから、補助的なことでいけば、国庫補助は先ほど説明したとおりですけれども、現在

ご質問のような補助というか、そういうものはなくて、給水装置工事が、受益者負担区分である

ことにはもう変わりないのですけれども、それぞれの水環境におきましては現状がよければそれ

で終わりということではなく、この先どうなるか分からないところでもございますし、まだ知り

得ない諸事情もあろうかと思われます。今後このようなケースにおける補助の新設など、機会を

捉えながら国や道に要望していきたいと思いますし、町の水道事業におきましても安定した水道

ご利用のために企業性等を発揮しながら、できることなど様々なケースに対応できるように研さ

んしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

〇４番(渡辺保夫君) 国や道に相談しても、これはどうにも今のところならないと思うので、間

違いなくそういう方々はおられるので、少し時間がかかってもいいから検討してほしいと思うの

ですけれども、例えば30メートルがいいのか、50メートルがいいのか、そこまでは、50メートル

までは自己負担でやってもらいますよと。それから超える分については、残り50メートル以内、

全長100メートルまでのうちの半分は町で出しますというような、当分はもう国、道は当てになら

ないとしたら町で、30が100メートルになるかそれは別な話として、こういったことも検討はでき

ませんか。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) 水道事業におきましても企業性を発揮しながら、そこに費用対効

果、投資効果なども考えながら、また相手先の状況も確認しながら、その時々に合わせながら対

応してまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

〇４番(渡辺保夫君) 苦しいのは分かりますけれども、家１軒建てるぐらいかかるのだったら、

もうそこから離れるというようなことにもなりますので、何とか、お金のかかる話だからすぐど

うのこうのということにはならないと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

次、３番目の活性化センターのほうに行きます。課長の説明で利用状況だとか分かるところは

分かるのですけれども、全く別な補助で、建物別ですよね。それで、委託を頼んで、委託の中身

も聞きました。だけれども、あれだけ一般の方が道の駅だとか来て展示物だとか見る、それはい

いです。だけれども、例えば私どもが宴会に行って交流室を使うとか、そういうときに１人100円

とかそういう利用料を今まで考えなかったというのが不思議なのですけれども、その辺はさっき

人数あれしたら結構な人数ですよね。三千何ぼとかいう人数ですから、100円にしたって30万とか

40万とかというお金になるのですから、契約期間がいつかは分かりませんけれども、そういうこ
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との中身を見直す気持ちはないですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 活性化センターの所管なのですけれども、現在農政課が行っておりま

して、それで｢蔵三｣につきましての所管は現在まちづくり推進課のほうで行って、それでその両

方の委託、指定管理者が株式会社アンビックスというような状況になってございます。それで、

活性化センターの利用実態は、やはり｢蔵三｣を利用する方々がほとんどだということで、この契

約が来年で、３月で一旦終わるということなので、現在この両施設を一体的にまちづくり推進課

のほうで管理をしていこうという協議をしている段階でございます。利用料金、委託料につきま

してはまだこれからの話になりますが、施設全体の管理の仕方としては今そのような状況で進ん

で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) ４番、渡辺君。 

〇４番(渡辺保夫君) 契約期限も３月で切れるということですから、それまでに中身を少し検討

してほしい。もらうものはもらう、委託でかかるものは出すと。例えば電気なら面積案分という

のは分かるのですけれども、水道だとか下水道だとかというのはそんなの面積で案分していいも

のかというあれもあるし、それから一般に利用する人がこっち側の玄関から入って、無料で入っ

て見物するのはいいのだけれども、それびっしり監視しているわけでもないと思うのです。だか

ら、掃除だとか監視の人工だとか細かいこと言えば切りないので、今回は言いませんけれども、

ぜひ契約の新しい更改のときに、もっと払うようになるのはそれは現実としてしようがないので

あれば、それはそれでいいと。ただ、利用されているものでいただけるものはもらう、それから

面積案分なんかでいいのかというようなことも含めて、新しい契約時に向けて少し検討してほし

いと思います。これは終わります。 

次、４番目の話はよく分かりました。それで、私も地震で大川の橋が渡れなくなったときに豊

畑の道路しかない、浦河のほうと通行するときに。もう狭い道路で、牧草畑にトラックがひっく

り返ったり、道路が壊れて、そんなことがあってやっぱり今の道路がもう一本なければ駄目だと

いうことで始まったやつで、いろいろ今まで紆余曲折ありましたけれども、やっと先が見えたの

かなと思います。頑張って、あまり延びればまた事業費も高くなりますので、できるだけ決めら

れた時間内に終わるように努力してほしいと思います。 

終わります。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。 

                                            

        ◎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。 
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(午後 ３時４２分) 


