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

   ◎開議の宣告 

○議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

 欠席議員の報告をいたします。 

 ９番、阿部君から一身上の都合により本日の定例会を欠席する届け出が提出されておりますの

で、ご報告いたします。 

 ただいまの出席議員数は、15名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開き

ます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

                                  (午前 ９時３０分) 

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

  ◎会議録署名議員の指名 

○議長(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、７番、細川君、８番、本間君を指

名いたします。 

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

   ◎一般質問 

○議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を行います。 

 質問通告順序により発言を許します。質問者席において一括質問願います。 

 16番、城地君。 

          [16番 城地民義君質問者席へ] 

○16番(城地民義君) おはようございます。 

 それでは、一般質問２件について伺いたいと思います。 

 まず１点目でございますが、町の活性化を進める上で市街地に所在する町有普通財産である未

利用土地の有効活用の検討をすべきではないかというふうに考えております。 

 景気低迷の中、本町は財政の健全化の取り組みを進めているところではございますが、しかし

ながら、財政状況は一層厳しさを増し、本町が持続的に発展するためには、限られた資産、資源

を有効活用するとともに、無駄を省きながら効率的な行政経営が必要であるというふうに考えて

いるところでございます。 

 その中でも町有財産は町民の貴重な財産でありまして、ご質問の未利用財産については町民サ

ービスの観点から効果的に活用する必要があるというふうに考えておるところでございます。本

町の町が保有する財産については、行政財産と普通財産に分類されておりますが、その普通財産

のうち、遊休化して、未利用の状況である土地について、単に町の資産として保有するのみでは

なく、民間活力等により積極的な利活用を図るとともに町財源の確保を考えるべきと考えますが、

お伺いいたします。 

 その中でまず１点目でございますが、中心市街地の、特に静内こうせい町に所在する未利用土

地、広い面積の箇所でございますけれども、この未利用土地の広い面積箇所利活用の検討を進め

るべきではないかというふうに考えておるところでございます。 

 ２点目でございますが、そのために民間ニーズへの対応による大型店舗などの企業誘致の検討
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を進めるべきではないかというふうに考えておりますのでお伺いしたいと思います。 

 このことにより、いわゆる固定資産税、あるいは都市計画税等が確保され、行政サービスなど

の財源確保が可能となるというふうに考えているところでございます。 

 ３点目でございます。この未利用土地の有効活用の検討をするに当たり、都市計画用途地域、

静内市街地等においては都市計画区域に指定されておりますけれども、都市計画用途地域に係る

課題はないか、私は特にはないというふうに考えておりますけれども、その課題はないか、いか

がかということでお伺いしたいと思います。 

 次の質問でございますが、大きな２点目でございますが、町立三石国保病院に係る薬局の利用

について、現状の国道 235 号を横断する周辺実態の危険性を鑑み、隣接しております旧保健セン

ター施設を利用する薬局の設置についてをお伺いしたいと思います。 

 ご承知のとおり三石国保病院に係る高齢者の薬局利用者にあっては、交通安全を踏まえて、従

前より国道 235 号を横断利用しなければならない状況下になっております。危険性についての声

が非常に多くの方から聞かされておりますし、現実に私もそこを通ることがありますけども、解

決しなければならない行政課題だというふうに考えているところでございます。 

 国道管理者である北海道開発局のデータ、これは公式のデータでございますけども、これを調

べますと、三石市街地点の１日の車両交通量は 6,900 台ぐらいとなっております。現実にはこの

交通量調査につきましては、平成 25、26 年のデータでございますけども、開発局に聞きますと

さらに増えている可能性は十分にあるということでございまして、この 6,900 台ぐらいと多い交

通量であるとのことでありますので、これらについて十分踏まえながら従いまして、今後の三石

国保病院の利活用の現状を踏まえまして、隣接施設の旧保健センターの施設の利用活用により薬

局の設置ができるように課題の取り組みを図るべきではないかというふうに考えておりますので

お伺いしたいと思います。 

 １点目でございます。旧保健センターを活用する場合の条件と課題についてお伺いしたいと思

います。 

 ２つ目でございますが、三石国保病院の敷地内に新たに薬局民間業者でございますが、これら

を設置する場合の条件と課題についてお伺いしたいと思います。 

 以上、２点についてご質問いたしますので、よろしくご答弁のほどお願いいたします。 

○議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

          [契約管財課長 田口 寛君登壇] 

○契約管財課長(田口 寛君) おはようございます。 

 それでは、城地議員からのご質問の大きな項目の１点目、中心市街地の静内こうせい町に所在

する未利用地の利活用の検討を進めるべきではないかについてお答えいたします。 

 市街地に所在する未利用地としましては、静内地区中心市街地のある程度の面積を有するもの

として考えますと、城地議員さんからご指摘いただきましたとおり、静内こうせい町２丁目地内

の旧特別養護老人ホーム静寿園跡地が候補地として考えられます。この土地の面積は合計５筆、

公募上 7,320.47 平米で、その内職員住宅で使用している 1,120 平米を除く約 6,200 平米、坪で

1,875 坪がさら地となっているものであります。この土地に関しましては、隣接する高静小学校

の行事の際などに学校長から一時使用として申請があり、一時的な使用の許可は行っております

が、現時点では具体的な利活用方針は決まっておりません。ただ、過去に売却を検討した経緯が
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ある土地であり、その当時一度遊休地として利活用を進めたものでありますが、数年が経過して

おりますので、将来的にも行政事業が見込まれないかどうか、再度必要性を慎重に検討し、今後、

町として公共としても利活用する計画がない土地、いわゆる遊休地として判断したときには、民

間業者などからの投資により有効活用を図ることで財源の確保及び当町の価値を高め、地域経済

の活性化、町民福祉の向上などに繋がることが期待できる土地であると思われますので、利活用

の検討についても進めなければならないものと考えております。 

 次に２点目のご質問の、そのために民間ニーズへの対応による大型店舗などの企業誘致の検討

を進めるべきではないかについてお答えします。 

 前段で申し上げました旧静寿園跡地を含め、現在公募しております町有地で企業に限定して誘

致している土地はありませんが、町の企業誘致促進の取り組みとしまして、事業者に対する企業

立地促進条例により奨励金及び助成金等の支援制度を設けております。 

 そこでご質問の大型店舗等の企業誘致の検討ですが、都市計画法上の用途地域は第二種住居地

域であり、大規模な床面積１万平米を超える店舗や危険性や環境を悪化させる工場、倉庫等を除

いた多くの建築物の建設が可能な地域となっています。 

 ただし、周辺に観光地の事務所や小学校、また、職員住宅、教職員住宅等の住宅がありますの

で、前段で申し上げました財源、地域活性化のプラス要因と合わせて、交通安全や環境問題等、

周辺地域環境に支障、影響とならないように十分に条件などは考えていかなくてはならないもの

と思います。 

 いずれにしましてもこのまま維持管理を行っていくだけではなく、さまざまな課題をクリアに

して検討していかなければならないと考えておりますし、繰り返しになりますが、これらがクリ

アできた場合には、民間業者からの投資による有効活用についても考えなければならないものと

思っておりますので、ご理解願います。 

 次に３点目のご質問の、この未利用土地の有効活用の検討をするに当たり、都市計画用途地域

に関わる課題はないと考えるがいかがかについてお答えします。 

 ２点目の答弁の中でも触れましたとおり、当該敷地は都市計画法上、第二種住居地域となりま

す。大規模な床面積１万平米を超える店舗や危険性や環境を悪化させる工場、倉庫等を除いた多

くの建築物の建設は可能な地域となっていることから、有効活用の検討に当たっては、現時点で

特に課題があるものとは考えてございません。 

 以上、答弁とさせて頂きます。 

○議長(福嶋尚人君) 佐伯三石国民健康保険病院事務長。 

          [町立三石国保病院事務長 佐伯智也君登壇] 

○町立三石国保病院事務長(佐伯智也君) おはようございます。 

 城地議員からのご質問の大きな２点目、旧保健センター施設を活用した薬局の設置についてご

答弁申し上げます。 

 隣接する保健センターにつきましては、昭和 60年、旧三石町時代に建設されまして、長きに渡

り保健指導業務の活動拠点となっておりました。昨年６月から活動拠点を三石庁舎に移したこと

から、現在では三石病院の財産となりまして、１階部分は町の社会福祉協議会に貸し付けをして

おります。２階部分については三石国保病院の研修等に活用しております。 

 １点目の旧保健センターを薬局として活用する場合の条件と課題についてですが、薬局の設置
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に関する根拠法令、保健医療機関及び保健療養担当規則になります。この中で既存の病院施設を

利用しての薬局の設置については、設置基準上想定されておりませんので、旧保健センターを利

用しての設置については難しいと思われます。仮に既存の施設を利用した薬局を設置する場合と

しては、現存する三石国保病院の連絡通路の封鎖、階段部分の完全封鎖、設置基準を満たすため

の非常口の設置や電気、水道、設備の改修を含め、大規模な改修が必要となり、現状での財政状

況を考えると難しいと思われます。 

 また、薬局の設置についてはあくまで民間業者となるため、町が院外薬局の設置に介入するこ

とができないことをご理解いただき、１点目の答弁とさせていただきます。 

 次に２点目の、病院の敷地内に新たに薬局を設置する場合の条件と課題についてご答弁申し上

げます。 

 旧保健センターの敷地内に新たに薬局を設置する場合においては、土地の分筆や既存の建物の

取り壊し、新たな薬局の建設、駐車場の確保、病院敷地との完全な分離が必要となり、それには

膨大な経費が必要となってきます。その全てが民間業者の負担となってくることから、かなりの

リスクを伴うことが予想されます。 

 また、現況においても供賄な敷地面積であることから、薬局の新たな設置については非常に難

しいと考えております。 

 いずれにいたしましても、患者様が国道を渡ることは大変危険なことでありますことから、現

状においてはこれまでどおり既存の横断歩道を必ず利用していただくよう指導していきたいと考

えておりますのでご理解願います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16番(城地民義君) それでは答弁いただきましたので何点か再質問させていただきます。 

 まず、最初の町の活性化に伴う遊休地の関係ですけども、私もこちらに来てそんなに年数が経

っているわけではございませんけども、本町の、特に静内市街地におかれましては、町の公共の

建物が存在して、あまり使っていないと言ったら変ですけども、今、総務課でいろいろと町有建

物等に関わる耐用年数も含めてのいろんな、今後も含めての検討もしてますけども、これらの施

設の建物については、今後の課題ですから時間もかかるから、そのことは別にして、今は、今回

質問した、要するにさら地になっている遊休地ですね、このところで質問した件の場所もそうな

のですが、民間活力のために売買したり、何かする場合については、当然郊外では、今の現状で

は今の経済状況からして不可能というか、かなり見通しは難しいのではないかなと思いますけど

も、市街地におかれている部分についての町有地でこれだけの 6,000 平米あるいは 5,000 平米の

約 2,000 坪前後の土地についてはあまりないのではないかと。ただ、学校用地も含めての部分に

ついてはありますけども、これは全く別のことでございますけども、この他に中心市街地、いわ

ゆる都市計画区域内でこのように 1,000坪以上、あるいは2,000坪クラス以上くらいのところで、

こういった遊休地で民間活用の可能性があるというところが町のほうとして何カ所かあるのかど

うか、それをちょっとお聞きしたいのですが。 

○議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) 壇上の中で申し上げました、まず、こうせい町の旧静寿園跡地。こ

れについては申し上げたとおりでございます。 



 

- 5 - 

 

 それ以外で、市街地の中で一団となった土地ということで、全く使っていないという土地につ

いては少ないです。ただ、今、神森、それから海岸町ですか、この中で一団となる土地がありま

すけども、土捨て場とか、一部公園に使っていたりとかしまして、全くのさら地という所はこの

こうせい町以外ではございません。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16番(城地民義君) 私もそんなところかなと思っていましたけども。 

 それで、今回の質問したこの場所につきましては、私もいろんな人から聞くんですけども、大

型の店舗で使いたいのだという話を以前から人の話ですけども聞いていました。なかなか課題が

あるのだと思いますけども、前に進まなかったというふうに聞いていますけども、これらについ

ても、先ほど私も前段に言いました今の経済状況から見ると人口等も減って、なかなか広大な面

積については、利用するとすれば個人とかそういう方ではなく、民間の商店、あるいは企業に使

ってもらうようにするのが１番早い道ではないかというふうに考えています。 

 そして、遊休地でも宅地になるような 100 坪あるいは 200 坪ぐらいの部分の箇所については、

これは ？？ふごう？混合？？ だと思いますけども、個人の宅地等に売買して計画していくの

が私は好ましいのではないかと思いますけども、今、いわゆるこの 2,000 坪クラス、6,000 平米

くらいの部分については、早く何らかの形で企業誘致的なもののメッセージを出してやるべきで

はないかと、それによって町の財源も早くやれば財源も確保出来ますし、町の活性化もできます

ので、多くは語りませんけども、そういった部分で可能性があるのであれば私は早くＰＲしてい

くべきではないかというふうに考えていますけども、その点改めてご質問させていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) 城地議員おっしゃられましたとおり、壇上の答弁の中でも申し上げ

ましたとおり、本件の土地については、過去に利活用について進めていった経緯はありますけど

も、残念ながら合意に至らなかったということで、その後数年経過してございますので、その間

限定的な使用しかしていなかった土地でございますし、今後、公的あるいは公共的に使う見込み

のない土地というような検討ももちろんしまして、そういう公的、公共的な利活用が図られない

というふうに判断したときには売却等の検討を当然していかなくてはならないと思っております

ので、全くこのこうせい町の土地については可能性のある土地というふうに認識してございます。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16 番(城地民義君) 町としてそういう前向きな考えであるとすれば早く対応して、町の活性化

のためにしていただいて、それによって固定資産税あるいは都市計画税、そういった諸々の税外

収入も入るわけですから、そういった対応をしていただければ私は良いのではないかというふう

に考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 ３点目の都市計画の関係ですけども、改めて聞きますけども、いわゆる網に掛かった部分の所

ですけども、先ほど説明ありました第２種ということで都市計画のエリアに入ってますけども、

ほとんど多分、今、言われました企業誘致をしても、それによって更なる都市計画の変更はする

ところはないというふうに答弁されておりますけども、国道側のいわゆる 235、あの辺の所につ

いての網が掛かっている部分についていろんな企業誘致が来たときに都市計画を変更するような

部分があるのかどうか、その点について教えていただきたいのですが。 
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○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

○建設課長(田中伸幸君) 都市計画の関係でございますので私のほうから答弁させていただきま

すが、基本的に用途地域の変更となりますけども、そのあたりを変更する予定はございません。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16番(城地民義君) とにかくよろしくお願いします。 

 次に移ります。 

 いわゆる三石国保病院に隣接する薬局の関係ですけども、これはお話を聞くと、町政懇談会等

でもいろいろとお話されたということではございますけども、とにかく町立病院を受診して患者

さんが薬をもらいに行くのに横断をするということでございますけども、先ほど言いましたよう

に開発局のデータによると１日約 6,900 台ということですから相当な交通量ですけども、私も

時々通るんですけども、確かに大型車両等が多い所でございます。 

 薬局を作るには、今、説明ありました町としての設置については非常に財政的なこともあるか

らこそ、そういった対応ができないと私は認識していますけども、町ができなければ民間、あそ

この市街には１件しか薬局はありませんけども、いろんな面でお世話にはなっているところでは

ございますけども、場所を今の旧保健センター、先ほど言ったように今、社会福祉協議会が１階、

２階は病院の研修で使っているということでございますけども、あそこをやっぱり見てみますと

ＲＣ構造で非常にまだ使える建物なんですよね。だから、そこをもう少し工夫して公的な規制は

あるかと思いますけども、更なる検討はしたのか、それともしたからこういう答弁出てくると思

うんですけども、私は今の時代ですから特別な要求をする段階でやはり関係する保健所もありま

すけども、もう少しその実態を説明して経費をかけない、廊下の部分だとか、そういった部分に

ついての取り壊しは当然だと私は思いますけども、それ以外の部分でもう少し検討できないのか

なと思うんですけども、検討されたのかどうか、もう一度伺います。 

○議長(福嶋尚人君) 佐伯三石国民健康保険病院事務長。 

○町立三石国保病院事務長(佐伯智也君) 今のご質問でございますが、まず壇上でもちょっと説明

させていただいたのですが、薬局を設置するに当たっては基準がないと、新たな薬局を設置する

上での基準はありますけども、既存の施設を利用した薬局の設置については定められてはおりま

せん。そのほかの活用について検討されたかということですけども、今の時点ではまだ検討はし

ておりません。 

○議長(福嶋尚人君) 渡辺健康生活部長。 

○健康生活部長(渡辺洋一君) 補足として私のほうからご説明させていただきます。 

 調剤薬局の許認可につきましては、北海道厚生局の許認可が必要となります。 

 この問題に関しては過去からずっと住民の方、それから自治会の方々からもご指摘を受けて、

何とかならないか検討を続けてまいりました。実際、担当職員も 29年１月に厚生局を訪れまして、

実際の図面と写真も見せて、レクチャーを受けたところでございます。ただ、結果としては、や

はり法律のしばりがありますので、壇上でご説明したとおり、現状では非常に難しいと。 

 さらに駐車場の問題ですね。駐車場も併用はだめよと。調剤薬局専用の駐車場も必要になると

いうことでして、現状では薬局の設置につきましては、非常に難しい状況となってございます。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16 番(城地民義君) いろいろご苦労されて町民のために検討されていることはわかりますけれ
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ども、今。部長から答弁あった駐車場を一緒に使ったらだめだというのは、これは公的な部分の

薬局ではなく、民間が使った場合はだめだとこういうことなのですね。 

○議長(福嶋尚人君) 渡辺健康生活部長。 

○健康生活部長(渡辺洋一君) 調剤薬局の開設につきましては、公的なものは認められておりませ

ん。あくまでも民間となります。町立病院が薬局を開設となると、病院内に院内薬局ですね、昔

の形。で、そうなりますと当然薬剤師も新たに増員しなければならないと、病院運営上は非常に

コストがかかることになります。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16 番(城地民義君) それでね、部長さんの言うのはわかりましたけども、要するに私は、例え

ば今の保健センターの社会福祉協議会で使っている、病院の研修で使っている、そんなに人数も

いないだろうから、私の考えで言うのも変ですけども、別の施設、いわゆる交流プラザ、そちら

の施設のほうに例えば行ってもらって、そこを開けて、そこを完全に廊下から何からシャットア

ウトして国の基準に満たすようにして、その施設を民間の薬局にその部分を貸し与えるというの

も許可にならないということの考えでよろしいんですかね。 

 今の保健センターの問題のある基準を全部取っ払ってしまって、廊下とか階段をね。その部分

を民間の薬局さんに貸すと、あるいは売買してしまうということで、まずは貸すというような形

の中で独立させてそうすれば、そこの駐車場は町有地ですけどもそれでも駐車場は民間でも併設

していたらだめだという基準になっているのですか。 

○議長(福嶋尚人君) 佐伯国民健康保険病院事務長。 

○町立三石国保病院事務長(佐伯智也君) 薬局の設置については壇上でも説明したのですが、あく

まで既存の建物での薬局の設置についてはまず認められない。駐車場については、三石病院だけ

ではなくて、ほかの病院からの患者さんも２割程度来ているという話も聞いていますので、その

点を考えれば、今の施設を使っての薬局の設置についてはちょっと難しいと考えております。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16 番(城地民義君) ちょっと私の物覚えが悪いのかどうかわかりませんけども、今、事務長さ

んが言っているのは、民間に貸しても駐車場は今の病院の患者数が多いからあの駐車場は使える

スペースがないよと、そういう意味ですか。それとも全くだめだと。それだけはっきり確認させ

てもらいたいのですが。 

○議長(福嶋尚人君) 佐伯国民健康保険病院事務長。 

○町立三石国保病院事務長(佐伯智也君) ご存じのとおり三石病院の駐車場もかなり狭いスペー

スでありますので、新たに薬局の患者さんが利用するとなれば、来院する患者さんの駐車場のス

ペースもなくなるということですので、来院する患者さんの駐車場の確保のためにも今の時点で

は薬局としての駐車場については、スペースを確保する上ではちょっと難しいかなと考えており

ます。 

○議長(福嶋尚人君) 渡辺健康生活部長。 

○健康生活部長(渡辺洋一君) 厚生局の指導を受けた際には、駐車場の併用は認めないということ

になっております。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16番(城地民義君) わからないけどわかったということになりますよね。 



 

- 8 - 

 

 それで、例えば非常に今、保健センターを使うことは法令上というか条件で、薬局法だとかい

ろんな難しい課題の解決をしなければならないと思いますけども、私は今すぐはできないと思い

ますけども、こういったものは現実的に本町の三石病院の関係だけでなくして、ほかの市町村の

小さな町でもたくさんあると思うんですよね。このあたり、やはり１町だけではなく、こういっ

た課題の取り組みについては違った部分で議論というか、申し合わせというか、そういった形で

の課題を道、国に対して申し上げるべきではないかと、それでもだめであれば諦めるというか、

違う方策があると思いますけども、まず、それが１つと。今現在の話を聞くと非常に難しいと。

だけど、私は何回も言うようですけども使えるのではないかなと。今の時代ですから法律を変え

れば良いわけですから。トップでも出来ないわけではないのですから。これは今すぐではないで

すけど、そういった精神でやっぱりやっていくべきだなというふうに考えているのと、このまま

放置しておくと、現状のままだと非常に危険な状況で、高齢者がますます三石の国保病院を使う、

私もお世話になっていますけど、そういった段階で今ある薬局さんにも親切丁寧に皆さんお世話

になっておりますけどもね、そういった非常に交通安全の危険なところの中で、やはりその部分

を除くとすれば、今の保健センターのことは１つ置いといて、違う近くの場所の民地でやってい

るというふうに聞いていますけども、そういったところに新たに設けて検討するべきだなという

ふうに考えていますし、それから、今こういう話をすべきではないと思いますけど、１つの案と

してＪＲの問題もありますよね。そうするとＪＲの駅がありますから、あそこにバス停があるの

かどうかわかりませんけども、多分なるんではないかと思いますけど、あちらに向かっていく例

えば延出だとか、本桐だとか、歌笛だとか、川上だとか、鳧舞だとか、そういう人方があそこに

降りたり何かしてあの場所を使うわけですから、その辺のＪＲ跡地について、やはり今ＪＲもも

うやる気がなくてあのような状況になっていますけども、そういった場所を町が確保して、そこ

に液の駐車場とそういった場所の民間的な薬局を設置するというような考え方も私は難しいとは

思いますけども、やっていくべきだなと思いますけど、これが永遠とただ、検討、検討だけでは、

やはり住民も行政に対して理解しないと思うんです。ですから、事故が起きたときにはもう大変

ですから、可能なものはさらに前向きに前進していくという考えでやっていきたいなと思います

けども、この点について伺います。 

○議長(福嶋尚人君) 要望ではないのですか。違う。 

○16番(城地民義君) 要望もありますけども、いわゆる道、国に対しての考え方を町として要望、

検討していく体制があるのかどうか、それについて伺いたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 城地議員のご心配、これまでもずっと長い議論というか、三石の地区から

のずっとの要望で、私どもどうにかならないかということで、今、担当のほうも今の建物側の問

題、それから交通安全の信号機ですとか、特に１番の問題は手押しにもなっていない、ずっと待

たなければだめな信号なんですね。今、あそこは２口出れるんですけど、出ると横断歩道を過ぎ

てしまうところに出てしまう。ですから、薬局の右手の前のほうに行くのにはどうしても国道を

斜め横断、というような実態があって、それは交通安全上守ってくださいと言っても、これはも

う待ちきれないんですね。ですから、そういう意味からも今は建物の薬局をこちらに持ってくる

話をずっと１つ協議をしてきております。これはいろんなケースで、今、保健センターのところ

の話も何度もやっていて、そして、結局法に跳ね返されて、特申請というのはしていませんから、
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その方法は１つあるのかもしれません。 

 ただ、私どもが今度交通安全のほうから言うと、浦河側に蓬莱荘に上がっていく坂の手前が手

押しボタンになっている。これをこっちと取り換えてもらえないか、ということは結局学童の通

学路を替えていただければ何とかなるということで、そこも公安というか、警察に相談もいって

いる。ただ、それも駄目だと。それでは両方手押しにしたらだめかと、お金がないと言うのであ

れば町でお金を出してでもやらせてもらえないかという相談までいっているんですね。それも断

られる。ですから、今のところ本当に八方ふさがりで、本桐や何かで死亡事故が起きたりするた

びにドキドキドキドキこちらはするわけですけど、何とかあそこ、安全に横断出来る仕組みがな

いのか、あるいはお寺さんのところに土地借りてでも建てられないかとか、いろんなこともやっ

てはみてるんですね。でも、今となったら全てがうまくいかない。 

 今、これから考えなければならないのは、うまいことと言ったら変なんですけど、国保病院自

体がかなり老朽化してきている。ですから、これの建て替え計画が当面出てくると思います。で

すから、その流れの中で検討する。どこに建てる立地の問題もあるんですけれど、院外薬局を誘

致するということを踏まえて考えると、そういう土地も探しながらいかなければならないという、

もう少し今現状が八方ふさがりになっているものですから、将来に向けて構想を飛ばさないと、

なかなか事故が起きてからでは遅いものですから、それは重々今ご指摘のとおりだという認識を

基に、これからのことを考えていきたいなというふうに思っておりますので、現状、歯がゆい答

弁になりますけれどご理解をいただけるように、なるべくまずは目先で申しわけないですけど、

この交通安全上の対策として、何か渡る方法を検討させていただきたいなというふうに思ってお

りますので、もうちょっとというか、随分お待たせさせているのでもうちょっと待ってくれとい

うのも失礼な話ですけれど、検討を続けさせていただきたいということでご理解を賜りたいとい

うふうに思います。 

○議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

○16 番(城地民義君) 最後になりますけども、副町長さんの今のご答弁、前向きな答弁でござい

ますので今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 改めてもう１点ですが、答弁はいらないですけども、今、三石の町民、我々も私もお世話にな

っていますけども、現在のある民間の薬局さんに町のほうも先ほどの話のように、いろいろ立地

の件でお話していると思いますけども、今後もさらなる要望が強いということで、いわゆる今の

現病院側のほうに何らかの形で開設するような形で検討してもらうような話はしていると思いま

すけども、なるべく時間をかけない中での、少しでも早くできるように町もお願いするのが私は

ベターだと思いますので、これはあくまでも難しい話ですから、要望というかお願い申し上げて、

難しい課題ではありますけども、町としていろんな面で配慮してもらいたいなと思います。よろ

しくお願いします。 

 以上です。終わります。 

○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１４分 

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

          再開 午前１０時２７分 

○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。 



 

- 10 - 

 

 ４番、渡辺君。 

          [４番 渡辺保夫君質問者席へ] 

○４番(渡辺保夫君) それでは通告いたしました３項目 10点について質問をさせていただきます。 

 まず最初に、新ひだか町軽種馬農家等経営改善支援対策事業についてでございますが、これに

ついては、本来の事業を始めた当時と比べると随分経営環境は変わってきているのが現状でござ

いますけども、黒毛和種を導入している農家、特に三石地区より、導入がかなり遅かった静内地

区の農家にとって経営を安定させる基盤を作るためには、私はもう少しの間、町の援助期間が必

要であると思っておりますので、そういった主旨から次の３点について質問させていただきます。 

 まず１点目は、本事業の実績、成果ですけどもどのようになっているのか。わかれば貸付、預

託別にお知らせ願いたいと思います。 

 ２点目に、静内地区の過去５年程度の肉用牛経営農家数と繁殖飼養頭数との推移はどのように

なっているのか。 

 ３点目は、本事業の今後の推進について、町はどのような検討をしているのか。 

 この３点についてお願いいたします。 

 次に２点目の質問については、後継者対策や新規就農対策というのは、これは非常に大事な問

題であります。しかしながら、最近は既存農家にとっても人手不足が深刻な状況にあります。そ

んな中で本年度ハウス農家が外国人の技能実習生を受け入れたとのことでございますので、その

内容等について質問させていただきます。 

 まず１点目でございますけども、外国人技能実習生の受け入れに町はどのように関わっている

のか。 

 ２点目は、外国人の季節就労者と実習生の相違点はどういうふうに違うのかということでござ

います。 

 それから３点目は、町内のハウス農家で外国人技能実習生を入れるということになれば通年雇

用というような形になるのだと思いますけども、現在のハウス農家で通年雇用というのは費用的

にも可能なのか。それから、来年度以降にも受け入れの計画があるように聞いていますけども、

この予定についてもわかればお知らせ願いたいと思います。 

 次に３点目の(仮称)桜と梅の公園についての質問でございますが、これについては９月定例会で

下川議員が質問しておりますので、できるだけ重複しないように次の３点について質問させてい

ただきます。 

 まず１点目に、桜と梅の公園整備について、どのようなイメージで町は公園を作る想定をして

いるのか。 

 ２点目は、最初にも言いましたけども９月定例会で同僚議員からの質問に対しての答弁では、

町は規模を縮小し、植栽とテストを重ねながら進めていくとのことでありましたけども、どうも

その進め方の手順というか、中身がよくわからないので、そこらへん具体的に今後どのように進

めていくのかということをお知らせ願いたいと思います。 

 次に３点目、しずないさくらの会と懇談があったようですが、その時に試験植栽してある苗木

20本程度の移植と簡易的な遊歩道の設置を基金を使ってでも出来ないか要望しているが、これに

ついては対応可能なのか、全くだめなのか、その辺についてもお知らせ願いたいと思います。 

 以上、質問いたしますのでよろしくご答弁お願いいたします。 
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○議長(福嶋尚人君) 秋山農政課長。 

          [農政課長 秋山照幸君登壇] 

○農政課長(秋山照幸君) 渡辺議員からのご質問の大きな１点目、新ひだか町軽種馬農家等経営改

善支援対策における事業についてご答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目の事業の実績についてでございますが、まず貸付牛のほうから申し上げますと、

平成 18 年度から本年 11 月末までの期間で申し上げますと、三石地区が生産者 28 戸 191 頭、静

内地区が 14 戸 95 頭で、全体では 42 戸 286 頭の貸付実績となっており、それぞれの地区におけ

る全繁殖飼養頭数に占める貸付牛の割合が三石地区が約 13パーセント、静内地区が約８パーセン

トとなっております。これによりまして、受益農家における１戸当たりの平均繁殖頭数は、事業

実施後、三石地区では 16頭から 26頭に、静内地区では 22頭から 30頭とそれぞれ増加しており、

受益農家の経営基盤の強化に繋がっているものと考えてございますし、本事業の貸付牛の子牛の

平均価格は、市場平均価格よりも高値で取引されているなど、経営の安定化や町全体の牛群改良

等にも寄与しているものと認識してございます。 

 なお、もう一方の預託牛制度につきましては、これまで生産者からの利用意向がありませんの

で実績はございません。 

 次に、２点目の静内地区の農家戸数と繁殖頭数の推移についてでございますが、平成 25年度が

26 戸 1,016 頭、平成 26 年度が 26 戸 1,019 頭、平成 27 年度が 26 戸 1,074 頭、平成 28 年度が

25 戸 1,113 頭、29 年度が 25 戸 1,175 頭と推移してございまして、直近５年間におきましては、

農家戸数は横ばいであるものの繁殖頭数は増加傾向にありまして、これは町有貸付牛の導入や時

価保留事業に取り組んできたところが大きいと、農協のほうから伺っているところでございます。 

 次に、３点目の事業の今後の推進についての検討に関してですが、本事業は現在第２期目とし

て平成 26年度から平成 30年度までの５年間計画で進めてございまして、本年度が計画最終年度

となってございますが、町といたしましては先ほど申し上げました事業成果等を踏まえつつ、今

後の必要性等について検討してございます。新聞報道等にもございますが、ここ数年全国的な元

牛いわゆる子牛の精算頭数の減少に伴い、市場における元牛の販売単価の高止まりが続いている

という状況がございます。このような中、和牛を取り入れてから年数が短く、規模が小さい生産

農家等につきましては、経営の改善と安定に向けたさらなる経営基盤の強化の取り組みが必要で

あるものと考えておりまして、そういった意味では経営基盤がまだ十分でない経営体が初期投資

を抑えながら経営を改善していける施策の展開は、大変重要なものであると認識しているところ

でございます。 

 そこで、今後の事業の推進についてでございますが、本事業を実施することにより、受益農家

に導入された貸付牛の産子、いわゆる子牛の値段が市場の平均価格を上回る成績を残しているな

ど、農家個々の経営改善や町全体の牛群改良等にも寄与しているものと認識しているところでご

ざいまして、今後これらの成果等も踏まえ、検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 次にご質問の２点目、外国人技能実習制度による労働力確保対策についてご答弁申し上げます。 

 まず１点目の外国人技能実習生の受け入れに対する町の関わり方についてでございますが、農

業を例として、私のほうからご答弁申し上げます。 

 町としての関わりでありますが、数年前から町農業担い手育成支援協議会役員会において、新
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規就農した農家がパート作業員の確保に苦労しているということを確認する中で、近隣町におけ

る外国人技能実習制度を活用した外国人労働者の受入実績があることを確認し、その受入機関の

関係者の皆様のご協力で研修会を開催するなど、関係機関団体等とともに情報収集や研究、また

共有を図ってきたところでございます。 

 その結果、本年７月からは静内東別地区のミニトマトの生産者の方が町内で初めて本制度を活

用し、女性１人を受け入れしているところでございます。町といたしましては、労働力確保の問

題は計画的な営農活動には欠くことができないものと認識しているところでございまして、今後

におきましても関係機関団体等とともに関連情報の収集や研究、また、その共有を図ってまいり

たいと考えております。 

 次に、２点目の外国人の季節就労者と実習生の相違点についてでございますが、議員ご質問の

季節就労者とされる方は期間が１年未満の、いわゆる短期間を想定されているものとして申し上

げますが、このような短期的な実習生の場合であっても、期間が最長５年の実習生であっても、

この制度を利用して海外で実習できるのは１人原則１回という誓約がございます。このことから、

例えば１年ごとに違う実習生が来られる場合、受入農家は毎年渡航費等を負担しなければならな

くなりますことから、複数年同じ実習生の場合と比較しますと相応の負担をしなければならない

こと、また、期間が複数年ではなく１年未満などの短期間である場合は、期間が短いがゆえに日

本語の理解力や作業効率などで差が出る傾向になることなどが考えられます。 

 次に、３点目のハウス農家で通年雇用は可能かについてでございますが、ハウス栽培と言えば

北海道にとって冬期間がありますので、近隣町の例で申し上げますと、冬期間でも栽培可能なホ

ウレン草、小松菜などの葉物類野菜を生産出荷することにより通年雇用できているとのことです

し、これらの例を参考にしますと、当町におきましても通年雇用は可能なものであるものと考え

ております。 

 次に４点目の来年度以降の受入計画についてでございますが、今年の５月にベトナムで面接試

験を実施し、来年３月から静内地区で新たに３人の方を受け入れする予定になっているとお聞き

しているところでございます。なお、それ以降の計画につきましては現時点ではお聞きしていな

い状況でございます。 

 最後に、今後におきましても、引き続き関係機関団体等との連携を図りながら、安定的な労働

力の確保に向け調査、研究等を進めてまいりたいと考えてございますので、ご理解のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

          [建設課長 田中伸幸君登壇] 

○建設課長(田中伸幸君) 渡辺議員からのご質問の大きな３項目目、(仮称)桜と梅の公園について

ご答弁申し上げます。 

 初めに１点目の(仮称)桜と梅の公園整備について町はどのようなイメージの公園を想定してい

るのかというご質問ですが、桜と梅の公園整備計画については、遊休地となっていた旧営林署・

苗畑跡地の有効活用の方法の１つとして平成 24年度に全体のイメージ図を作成し、土壌調査や埋

蔵文化財包蔵地の試掘調査を実施の上、公園エリアの見直しや試験栽培などを進めながら防風林

の伐木除根や作業用道路の整備を実施しており、これまでに日本花の会などから桜と梅の苗木を
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調達し、現地に試作苗畑を造成して、育成と経過観察などを続けているところでございます。 

 公園整備の基本構想といたしましては、平成 27 年２月に各常任委員会に説明しておりますが、

町民の憩いの場となる芝生の広場を中心とした公園エリアが 2.83ヘクタール、道路と駐車場エリ

アが 1.2ヘクタールを基本とし、公園内や道路沿いに 120本程度の植栽と駐車スペース 200台を

想定しております。公園整備には公園の造成の他道路や駐車場等の整備が伴い、数億円規模の事

業になることが想定されますことから、有利な財源の確保が最重要課題であり、本格的な公園整

備には進まない状況となっているところでございます。 

 次に、２点目の９月定例会で同僚議員からの質問に対して規模を縮小し、植栽テストをしなが

ら進めていくとのことであったが、具体的にはどのように進めていくのかというご質問ですが、

現在、町では公園エリア内において、桜と梅の苗木を平成 26年度から育成しており、梅が３種類

13本と桜が 24種類 114本で合計 127本を保有しております。このうち生育の良い梅２種類２本

と桜７種類 18 本の合計 20 本を平成 29 年３月に公園エリア内で防風林を除去した跡地に均等に

配置して移植しており、各土壌条件における活着について観察しているところですが、現在まで

のところ、ほとんどが順調に生育していることを確認しております。 

 今後の植栽テストにつきましては、試作苗畑内に残っている桜と梅 107本の中で特に生育の良

いものから移植が容易なうちに、公園エリア内に順次植栽していきたいと考えており、公園整備

の手戻りや支障とならない場所を選定するために公園の概略図を作成し、有識者や関係団体の意

見を聞きながら、徐々に植栽を進め、経過観察を続けていきたいと考えております。 

 最後に３点目のしずないさくらの会では、試験植栽してある苗木 20本程度の移植と簡易的な遊

歩道の設置を、基金を使ってできないか要望しているが対応できないのかというご質問ですが、

さくら振興基金につきましては、平成 30年５月 31日現在で 2,226万 8,215円が積み立てられて

おります。そのうちしずないさくらの会からの寄付金といたしましては、1,966 万 3,350 円とな

っております。 

 各種事業によって財源の内訳については異なりますが、仮に国庫補助金２分の１の事業を想定

して考えますと、国費が半分で地方債が半分ということになります。この地方債を過疎債に仮定

しますと、元利償還金の 70パーセントについて交付税算入がありますので、しずないさくらの会

からの寄付金相当額 1,900万円の基金を純粋な一般財源に充当させた場合には、およそ１億 3,000

万相当の事業が可能になりますことから公園整備の可能性が広がるものと思われます。しかしな

がら、約 1,900 万円の基金のみで公園整備を進める場合には、既に一部整備済みの作業用道路程

度の通路の延伸と簡易的な遊歩道の整備が限界であり、町民の憩いの場の整備を目的とした公園

整備のイメージからは少し遠いものになるものではないかと考えておりますが、町が保有してい

る桜と梅の苗木を無駄にしないように、今後の苗木の移植などについて、しずないさくらの会と

相談しながら、また、関係各課とも協議の上、さくら振興基金の有効活用について十分検討して

進めていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

○４番(渡辺保夫君) 最初に黒毛牛の関係ですけども、答弁を聞くと、数字を見てもこの事業によ

る成果は大きいものだというふうに私は思っております。それで気になるのは、今年が計画の最

終年度になるかもしれないというような答弁でしたけども、当初も言ったように、私は、今、安
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定しつつあるこの事業をもう少し続けなければならないのではないかなと思っています。条例を

久しぶりに読み返させてもらいましたけども、やはりこの事業を導入した農家は 10年後に自立で

きるようにお互いに頑張っていきましょうというような条例なんですよね。そして、この５年間

の計画も一応 1,300 頭を目標にしていたはずなんですけども、これは確かではないので多分そう

だと思うんですけども、現状としては 1,200 ちょっと切るぐらい、もう少し頑張れば今やってい

る農家も相当経営も安定するのではないかと、たまたま始めた時期から牛の値段が良かったもの

ですから安定したようには見えるけども、頭数だとか牛の資質だとかという面ではもう少し頑張

る必要があるということを私は思っているんですけども、答弁ではもうこれで終わりそうで、検

討はするけども来年の話はわからないというような感じに聞こえたんですけども、その件の見通

しは今 12月ですけども、まだ立っていないということですか。はっきりしていなければそれは答

弁できないならできないと言ってくれれば結構ですから。今の段階では継続するかどうかわから

ないのか、継続する方向で検討しているのか、その点ちょっとお願いします。 

○議長(福嶋尚人君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 現時点でこの事業を廃止するとか、あるいは継続するとかという観点で

はなくて、先ほど壇上でも申し上げさせていただきましたけれども、事業をやってきたことによ

る成果、そういったことですとか、今後の方向性、これらを十分考えながら検討させていただい

ているというようなことで、まずはご理解いただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

○４番(渡辺保夫君) よくわからないけども、検討はするんでしょうけども、事業が継続するかど

うかというところになると全然わからないのですけども、いずれにしても個人の事業ですから、

自分の自助努力というのですか、それは大事なのは重々わかっているんです。ただ、こういう新

しく始める、これから拡大していく、これから経営が安定していくというもう少しのところまで

きている事業に対して、やっぱりもう少し力を貸してやらないと、町長の言う産地間競争に負け

ないブランド力の維持というようなところまでまだいかないのでないかと思うんです。20年もっ

と、30年以上も歴史の違う三石地区と静内地区では、やっぱり全然技術もやっている内容も違う

んですよね。形は違っても、経営に向けてやり方は違ってもいいんですけども、そういった後発

の地域に重点を置いて、それで町長、もう少し今やるとかという返事でなくてもいいけども、検

討は必要だと思うんですけども、ちょっとお考えをお聞かせ願いたいと思うのですが。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 肉牛の経営というのは、すぐさま日々お金になるような経営でないというこ

とは私も存じているところでございまして、三石地区と静内地区の肉牛の飼い方の違いもこれま

た一方であるわけでございます。そういう中で特に渡辺議員が静内地区における肉牛経営、そこ

はもうちょっと力を入れながらもう少し面倒を見るべきではないのかというような主旨のお気持

ちだというふうに私理解しております。そういう中で今まで平成 18年からこの事業をやられてき

ているということをお聞きしておりますので、そういう中でどこが今事業をやってきて、さらな

る問題点があるのか、どこを目標にして手立てを打っていくのかということは、内部できちんと

整理した中で、来年度以降の事業の実施の可能性について検討してまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 
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○４番(渡辺保夫君) これについては、やはり継続の方向で検討してほしいということをお願いし

まして、次のほうにいきます。 

 外国人の労働力確保の関係でございますけども、私が心配しているのは、農家のやっぱり切実

な状況で雇い入れる、これはどうしようもなくて入れるんですけども、ただ、費用がかなりかか

る。年間 200万ちょっとぐらい、それから入国時にも 30万とか 40万、給料だとか固定的なもの

のほかに、来たら簡単なものから言えば作業服のようなものまで対応してやるというようなこと

で、相当農家にも負担がかかるものだなというふうに思っています。ただ、これはもう背に腹返

れないので今後どんどん増えていくのでしょうけども、そこで答弁にもありましたけども、過去

に、随分前ですけどモンゴルから５人程招聘して農家で使ったことがあるんですけども、言葉で

すね、それが全然通じなくて作業効率が悪くて断念した経過があるのですが、今のベトナムの人

は随分勉強して来てるということですが、その辺の言語の状況はどのようになっているか聞いて

いるでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 今年４月から見えられているベトナムのほうから来られている女性の

方なのですが、確かにこちらに見えられる前に現地で勉強したり、あるいは入国後につきまして

も約１ヶ月間日本語の勉強をしてきたというようなお話を伺ってございます。確かにこちらに入

ってきた当初は文化の違いですとか、やはり感覚的なものが実際に入ってみると違うというよう

なことで、相当、受入農家さんにつきましても言葉が通じなくて苦労した面があるようなのです

が、最近では若い方ということがあるかもしれないんですけども、かなり意思疎通が進んできて

いるということに加えまして、さらに作業のほうも相当達者というか、上達してきているという

ようなお話はお伺いしているところでございます。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

○４番(渡辺保夫君) このベトナムの関係については、例えば門別で 14、15人、新冠でも 30人、

それから新ひだか町でも来年はまた３人ぐらい追加の予定があるというようなことで、勤勉なこ

ともあってこれから増えていくでしょうと私は思っていますけども、そこでちょっと金額の話も

しましたけども、雇っている受け入れ側も相当な覚悟をして金額を負担しながら受け入れている

と。それで、これからまだまだ人数が増える可能性のあることなので、例えば生活支援ですね。

直接、金銭的なことではないんですけども、今、来ている方は受け入れている方と同居している

と。今後、何人か来るようになると近くに空き家だとか、公営住宅だとか、そういうものがあれ

ばいいんですけども、あったとしてそういったような生活支援の方向について、町では考えてい

くという検討はしたことはありますか。 

○議長(福嶋尚人君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 今回の外国人の労働力の問題につきまして、今年から初めて受け入れた

というふうなことでございまして、今後さまざまな課題というものも出てくると思います。地域

の受け入れの理解ですとか、いろいろ我々としても調査というか、研究というか、先進地の事例

等々含めて検討していかなければならないと。それで必要な支援等々につきましても、それは当

然検討していかなければならないと、そういう考えでおります。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

○４番(渡辺保夫君) 給料は、毎月、契約期間は同じで、例えば聞くところによるとベトナムは１
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番寒い時でも７度以上、下になったことはない中で、こんな寒い中でいると暖房費は全部自分持

ちになるんですね、例えばの話ですけども。そういったこともあるので、直接町がお金を出すと

か何とかではなくて、側面的でも助けてあげられることができたら、ぜひ、これについては検討

していってもらいたいと思います。この件については終わります。 

 次に、(仮称)桜と梅の公園についてのご答弁をいただきましたけども、答弁を相対しても、一生

懸命これからどんどん公園化していきますよというような返事には聞こえないんです。 

 それで、例えば、相当都市公園のようなものを作るとすれば相当お金がかかると思いますし、

ああいう所ですから、メイン道路を作らなければならないとかそういったこともあるんでしょう

けども、例えば、道路なんていうのはあそこだけの道路ではなくて、地域を横に横断するような

道路計画で、別な事業でやらなければならない。それであそこにどう考えても、さっき課長は補

助金の話もしていましたけども、なかなか補助の入るような事業メニューは見当たらないのでは

ないかと思うんですよね。可能性のあるような事業はありますか、あの地域で。今、採択される、

されないは別にしてね。ああいう公園を作るのに、今現在で申請できるような事業はありますか。 

○議長(福嶋尚人君) 野垣建設課参事。 

○建設課参事(野垣尚久君) 私のほうからご答弁させていただきます。 

 議員言われるとおり、今現在、補助事業として公園あるいは道路整備についての交付金事業と

しては適当な事業はないという状況です。例えば、道路整備については、避難路ですとか、通学

路あるいはインターチェンジのアクセス道路とか、そういった利用の目的がはっきりしていなけ

ればならないということと、また、相当の交通量が見込まれるような道路整備計画を持っていな

ければできないということがありまして、現状、今その場所には無い状況ですので、そういった

計画を今立てていくというのが非常に難しい状況ではございます。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

○４番(渡辺保夫君) 現状としてはそういうことだと思うんですけども、これはご存じのように

10年以上前からいろいろ検討しながらやってきて、この１、２年どんどんどんどん機運が下降し

ていってるんですよね。今まで手をかけていたこともありますし、今、参事が答えたようなこと

が現状だと思います。写真を見ると、墓地の所から道路が敷地に届いているんですよね。それで

簡単な５台、10台の駐車場のスペースみたいなものもあるのではないかと思うんです、この写真

を見るとね。ですから、一辺に大きな事業を導入するのではなくて、とりあえずは、町と町民が

一緒になって、手作りの公園造成という方法もあると思うのですが、これについてはどのように

考えていますか。 

○議長(福嶋尚人君) 野垣建設課参事。 

○建設課参事(野垣尚久君) 町と町民と手作りの公園作りということで、非常にありがたい考え方

かと思いますし、そうあるべきなのかもしれないと思いますけども、例えば、今、イメージして

いる公園というと 2.8 ヘクタールの芝生の広場を作らなければいけないということになりますの

で、町民の力を利用するとかなり資金も必要ですし、マンパワーも必要になってくるのかと思い

ます。ただ、議員言われるとおり、簡単な遊歩道の設置というふうになれば、先ほど壇上でも答

弁したとおり、桜の振興基金等がありますので、そういったものの使用についてさくらの会と相

談をして有効活用するということで検討はしていけるのかなとは思います。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 
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○４番(渡辺保夫君) ぜひ、そのような検討もしてほしいんです。 

 基金を全部使うとかということではなくて、とりあえず、最初に質問もしましたけども、あそ

こにある成長してきている木を概略の公園予定図があれば、遊歩道を作るスペースを空けて、そ

のふちに植えれば良いわけですから、そんなようなことをやっていくだとか、それから、本数は

少ないんですけども、梅の活着は良好なようにも聞いているんですけども、梅の予定本数を決め

て、それを先に先行して、何本かずつ試験も兼ねて植えていくと。ですから、そういったことで

基金を使うとしてもおそらく 100万とかそんな単位で、あれを大幅に崩すようなことはないとい

うふうに思っていますし、さくらの会も使うのであれば、町の考え方でという意向もあったよう

に聞いていますので、そういった少しずつ、今あった要望にもあったように、まず、今ある木を

分散していくということは来年度検討できませんか。 

○議長(福嶋尚人君) 野垣建設課参事。 

○建設課参事(野垣尚久君) 壇上でもご答弁させていただきましたとおり、今、試験植栽をしてい

る苗木のほうがかなり成長の良いものがございますので、来年については、梅もすごく成長はい

いんですけども、それ以上に一部の桜が非常に大きくなっている木がございますので、その 20

本について、まだ大きくなりすぎない程度のうちに外に出していかなければいけないというふう

に考えてございまして、２年ほど前に概略の構想図といいますか、イメージ図を作ってございま

すので、それに基づいて今後手戻りのないように植え替えをしていきたいというふうに 31年度に

ついては考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

○４番(渡辺保夫君) 最初の答弁で、なかなか事業を見つけるのは難しいということですけども、

今後、時代がどのように代わるかわかりませんので、どんな事業が出てくるかわからない状況に

はありますので、例えば、公園緑地基本計画ですか。あれなんかを作って持っていると、そうい

った事業が出てきた場合には、すぐ活用出来るような方向に行くのではないかと思いますけど、

この計画を立てる、きちんとしたものを作る予定はないのでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 野垣建設課参事。 

○建設課参事(野垣尚久君) 公園の基本計画につきましては、今後、本格的な公園整備をできるよ

うな状況になりましたら、当然そのときには策定していかなければならないというふうに考えて

ございますけども、今のところ、やはり財源的な問題があって、本格的な公園整備には進めない

状況でございますので、今のところ基本計画を策定するという予定は立ててございません。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

○４番(渡辺保夫君) なかなか前に進まないんですけども、再質問の最初にも言ったように、部分

的には手作りの公園のほうが良いのではないのかというふうに考えていますので、何が何でもお

金のかけたきちっとした公園という最終形体を目標に補助金を探すとか、事業を組むとかではな

くて、せっかくあるあそこの土地を１年でも早く、１本でも多く、２本でも３本でも桜を見れる

状態にしていってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 最後に、町長は 11月６日にさくらの会と公園整備についての懇談をしたようですが、今の私の

質問も含めて、この公園についてどのような認識を持っているかお聞かせ願えればと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 渡辺議員おっしゃるとおり、11 月６日でしたか、さくらの会の皆様からお
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話を伺ったところでございます。 

 この公園整備につきましては、私、町長になりましてすぐに、関係課とのヒアリングの中でも

説明を受けておりまして、そのとき、正直申しまして、私、びっくりしました。なぜ、梅と桜な

んだろう。この町は桜の町ではなかったのかなというふうに思いまして、ああ、そういう計画が

あるのだなというふうに率直にびっくりしたところでございまして、また、二十間道路の状況を

見ますと、なかなか二十間道路を維持するのも大変なような、今、状況に一方でなっている中で、

桜と梅の公園というものの計画を数年前に構想を作られたんだというふうに、春先に私思ったと

ころでございます。そういう中で 11月にさくらの会の皆さんとお会いしたときに、やはりさくら

の会の皆様は皆様でいろんな浄財を集めながら町に対してご寄付いただいて、長い間そういう思

いを持って活動されてきたということは、十分、私、承知したところでございますので、今、議

員からご指摘のありましたように、ご指摘といいますか、新たな提案というふうに受け止めてお

りますけども、やはり会の皆様とかと一緒に手作りの公園ですとかという例示もございましたの

で、そのような新たな方法も含めて検討していくことが必要なのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

○議長(福嶋尚人君) ４番、渡辺君。 

○４番(渡辺保夫君) 終わりますけども、桜と梅という話でしたけども、松前の公園なんかも手が

けた浅利先生が静内と縁ありまして、ずっとこちらのほうにも来て、いろいろお世話になって、

講演なんかも聞いたりして、その構想の中には、できるだけ長い期間町民がそこに集うことがで

きるようにということでツツジも植えたら良いのではないのか、例えば、多少実のなるものも植

えたら良いのではないかと、この二色だけの話ではないんです。いずれまたそういった話も会の

ほうとしてもらいたいと思いますけども、火を消さないで少しずつでも前進していっていただき

たいと思います。 

 終わります。 

○議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。１時再開といたします。 

          休憩 午前１１時１４分 

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

          再開 午後 １時０１分 

○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。 

 11番、田畑君。 

          [11番 田畑隆章君質問者席へ] 

○11番(田畑隆章君) 通告に従いまして一般質問させていただきます。 

 二級河川である静内川、古川流域の防災についてでございます。 

 二級河川である静内川は、過去に氾濫を繰り返し、流域に災害をもたらしました。しかし、昭

和 30年の大洪水以来、堤防は強化され、さらに北電のダム建設により、洪水の可能性はほとんど

無いのではないかと聞いています。 

 しかし、この度の西日本豪雨災害において、愛媛県の野村ダム放流によって犠牲者も出ていま

す。気象庁発表の大雨情報とダム管理者側からの情報伝達について検証もされていると思います

が、我が町として、住民の生命、財産を守る観点から、以下、質問をさせていただきます。 

 １番目、ダム放水のための準備情報は、ダム管理者と河川管理者の北海道と、町はどのように
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情報を共有されているのか。 

 ２番目、私も現在のダム管理体制に信頼を寄せていますが、昨今の異常気象下において愛媛県

西予市の野村ダムのように、放水による洪水の可能性はあるのかどうか、お伺いします。 

 ３番目、二級河川である古川の排水ポンプ操作は、海の満潮時、ダム放流による静内川水位の

上昇、降雨などを勘案して排水ポンプを回さなければならず、遅れると古川町の道路が冠水しま

す。被害の最小化にはタイムラインの策定が急がれます。タイムラインの策定について、進捗状

況を伺います。なお、このタイムラインにつきましては、本日の道新に大きく取り上げられてい

ましたので、関心も高いと思われますので、詳しくお願いいたします。 

 ４番目、沙流川流域の平取町は 29 年５月にタイムラインが策定されていると伺っていますが、

これは一級河川なので、国支援のもと策定されたと伺っています。次は、二級河川と伺っていま

すが、静内川には北海道電力さんの隧道による沙流川、新冠川の水が入り、二級河川とはいえ準

１級あるいは 1.5 級の河川と言えるのではないか。タイムライン策定に対して、国、道の強力な

支援をお願いすべきと思いますがいかがでしょうか。 

 ５番目、平取町では国主導の鵡川・沙流川減災対策協議会があり、関係する団体が加わり、意

思の疎通が図られ、二風谷ダム、岩知志ダムともに連絡調整されているとお聞きしています。静

内川の水位上昇時における樋門の閉鎖や防災出動、あるいは避難に関する流域協議会、あるいは

流域減災対策協議会は、今後、増大が予想される大雨洪水災害対策としてタイムラインが策定さ

れても、関係機関の連絡調整、意思疎通を図るには流域協議会が必要と考えます。 

 全日本建設技術協会機関誌・月刊建設の昨年 2017 年３月号では、特集「災害に強い安全な国

土づくり～復旧復興に向けた取り組み～」、「防災意識社会への転換「大災害は必ず発生する」と

の意識を、社会全体で共有し、あらゆる災害に備える」という題で国土交通省水管理・国土保全

局防災課・小澤盛生氏が寄稿されています。水防災意識社会、再構築ビジョンの中の３番目とし

て、都道府県河川において、県及び市町村などからなる協議会を設置し、各種取り組みを推進す

るとしています。北海道から声をかけていただく前に町側からアプローチがあっても良い。町民、

道民の安心安全は、道、町、町民が力を合わせ築き上げるもの、その先頭に町長が立ち、しっか

りと取り組むべきと考えていますが、現状への認識をお伺いいたします。 

 大きな２番目に移らさせていただきます。公民館使用料と高齢化社会への対応について。公民

館使用料は、合併時に見直され現在に至っています。10年を経過し、元気で活躍する高齢者の皆

さんに勇気づけられ、公民館活動をされ、健康寿命が延びてきていると実感し、喜ばしく思って

いるところでありますが、さらなる高齢化、健康で元気な健康長寿社会建設のため、町長は我が

町のリーダーとして、さらに 10年後を見据え、施策を展開されていくのか、現在の認識と将来展

望を伺いたい。 

 １番目、町長が現時点で感じている我が町の高齢化社会と課題についてお伺いします。 

 ２番目、現在の公民館使用料、サークル利用料の決定に至った考え方について。 

 ３番目、サークルで活躍する元気な高齢会員が増えていると思うが、何か支援策は。 

 ４番目、健康長寿を目指す他課、健康推進課などとの連携は図られているのか。 

 以上、お伺いしたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君)登壇] 
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○総務課長(藤沢克彦君) 田畑議員のご質問の二級河川である静内川、古川流域の防災について、

ご答弁いたします。 

 １点目、ダム放水のための準備情報は、ダム管理者と河川管理者の北海道と町はどのように情

報を共有されているかでございますが、ダムの放流における情報共有におきましては、平成 28

年５月 30日付けで水管理国土保全局長から北海道知事に対し、取水対策についての通知がござい

まして、この通知には毎年４月の取水期前において、ダムの機能、操作方法及び放流警報につい

て関係する地方公共団体、関係機関等に周知、徹底すること、また、ダムからの放流等に関する

情報伝達について、情報伝達系統を確立するとともに情報伝達先である地方公共団体、関係機関

と伝達手段や内容等について打ち合わせを十分行うこととされております。 

 具体的には、河川管理者で北海道及びダムの管理者であります北海道電力、並びに町との三者

において、新冠川及び静内川水系の概要を把握し、それぞれの水系におけるダムの設置場所や設

備規模、さらには実際の放流時における、町や関係機関への情報伝達方法や通報内容、また、河

川流域における地域住民への放流警報の伝達手段等について、打ち合わせを行い、その内容を確

認し情報を共有しているところでございます。 

 ２点目の昨今の異常気象下において、野村ダムのように放水による洪水の可能性はあるかにつ

いてですが、野村ダムについては、一部報道によりますと本年７月７日の朝に愛媛県西予市野村

町に流れる肱川の水かさが一気に増え、水量が堤防を越え、約 650戸が浸水、住民５名が命を落

とされた件のことと思いますが、この被害につきましては、ダムの放流量を増やしたことや観測

史上１位の雨量だったことが広域の浸水に繋がったとみられる一方で、ダムの放流時における住

民への周知などが適切だったかとの疑問の声が出ているものでございます。 

 この事案におきましては、当時、野村ダムは洪水を調整するダムでございますが、管理する国

土交通省四国地方整備局は午前６時 20 分にダムが満水になりかけていたことから毎秒 439 立方

メートルを放流していましたが、ダムの上流から 1,279 立方メートルが流れ込み、ダムがあふれ

る危険が高まっていたため、放流量を増やし、90 分後の午前７時 50 分には４倍の 1,797 立方メ

ートルを放流。しかしながら、その 10分前であります午前７時 40分にはダムへの放流量が過去

最高の 2.4 倍にあたる 1,940 立方メートルまで増えていた状況で、いわゆる流入量まで放流量を

増やす措置であります異常洪水時防災操作となったものでございます。 

 当町のダムの中では、北海道が管理いたします高見ダムが洪水の調整を行うダムとなっており

まして、当該ダムのダム高は 120メートルと道内最大規模のものであり、洪水時における調整能

力は高いものと考えますので、野村ダムのような事案発生は低いものと思われます。 

 ３点目の古川町の道路冠水の被害最小化のためのタイムラインの策定の進捗状況についてでご

ざいますが、古川にあります静内排水機場の操作につきましては、北海道から業務委託を受け、

建設課職員により異常気象時の降雨量及び潮位等を勘案し、古川の水位が水防団待機水位前の

0.95メートルに達した場合に警戒態勢を取りまして、氾濫注意水位であります 1.15メートルに達

し、かつ、水位がさらに上昇する恐れがあるときに、古川への流入水量に応じ、３台ある排水ポ

ンプの運転を行い、古川の水位調整をはかっているものでございます。 

 そこでタイムラインの策定のお尋ねでございますが、日高振興局長を会長とし、構成員に室蘭

開発建設部長、室蘭地方気象台長、北海道警察本部警備部長、静内警察署長、浦河警察署長、日

高管内関係町長、日高中部消防組合消防長、日高東部消防組合消防長で組織されています日高振
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興局河川減災対策協議会が平成 29年６月 27日付けで設立されました。 

 当協会につきましては、過去の取水の教訓を踏まえ、河川の堤防の決壊や逸水等に伴う氾濫に

備え、河川管理者、国、道、市町村等が連携して減災のための目標を共有し、洪水氾濫による被

害を軽減するためのハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、施設では

防ぎきれない大洪水は発生するものへと意識を変革し、社会全体で常に洪水氾濫に備える水防災

意識社会を再構築することを目的として、各種の減災の取り組みを行うこととなっていますので、

その取り組みの１つといたしましてタイムラインの策定につきましても協議が進んでいくものと

考えております。 

 ４点目の沙流川流域の平取町では国支援のもと平成 29 年５月にタイムラインが策定されてい

るが、二級河川である静内川のタイムライン策定に向け、国、道の強力な支援をお願いすべきと

思うがについてでございますが、日高振興局河川減災対策協議会の下部組織といたしまして各関

係機関の課長レベルが幹事となっています幹事会がございます。 

 この幹事会は協議会同様、胆振総合振興局室蘭建設管理部維持管理課が事務局となり、今まさ

に日高管内における北海道管理河川について台風の接近、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の策定について、各市町村が北海道と協議を重ねているところでござい

ます。 

 このタイムラインにつきましては、台風予報から始まり、大雨洪水注意報や警報発表のタイミ

ング、あるいは各河川ごとに設定されています水防団待機水位や避難判断水位等に河川水位が到

達した場合における河川管理者や市町村並びに地域住民がどのような防災行動を取らなければな

らないのかを時系列に示したものとなっております。 

 このことからこのタイムラインの策定におきましては、既存の地域防災計画や避難勧告等の判

断、伝達マニュアルとの整合性を図りながら、北海道とすり合わせを行っておりますので、今し

ばらくお待ちいただきたいと思っております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 最後に５点目の静内川水位上昇時における樋門の閉鎖や防災出動など、今後、増大が予想され

る大雨洪水災害対策として、タイムラインが策定されても関係機関の連絡調整、意思疎通を図る

には流域協議会が必要と考えます。しっかり取り組むための流域協議会の設置に対する現状の認

識はついてでございますが、静内川の樋門、樋管におきましては、最も河口に近い青柳排水樋管

のほかに５カ所設置されており、町が地元の協力をいただいて委託により管理しております。 

 樋門の操作につきましては、洪水等により河川の水位が上昇し、堤内側へ逆流を始める恐れが

ある場合に管理人による水位確認を行うための巡回を行い、管理人が必要と判断した場合には、

樋門、樋管のゲート操作を行うこととしております。 

 また、先ほどご説明いたしました日高振興局河川減災対策協議会におきましては、静内川を含

む日高振興局管内の河川の大規模水害に対し、迅速、確実な避難を目指す。広域的な氾濫から地

域を守る。基幹産業への影響を最小化にする。これらのことを目標として定め、平成 33年までに

各構成員が一体となって各種の取り組みを行うこととしております。 

 具体的な取り組みといたしましては、堤防整備や稼働掘削などの洪水氾濫を未然に防ぐ対策や、

洪水時の避難行動に資する基盤整備として危機管理型水位計設置、水位周知河川以外の北海道管

理河川について洪水氾濫危険区域図の作成及び情報提供などのソフト対策が計画をされておりま

す。 
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 今後におきましても、既存の枠組みにより、今後も大雨時の洪水災害対策につきましては、引

き続き北海道開発局や室蘭地方気象台、並びに北海道や警察、消防などの関係機関との情報共有

を図り、さらには地域の自治会や自主防災組織で行われております防災訓練や防災講話、また、

町主催の防災訓練などを通じまして、大雨等の災害に備えた取り組みを継続していきたいと考え

ております。 

 また、公共団体だけでは防災、減災の効果が発揮されません。町民の皆様の自助、共助が欠か

せませんので、防災訓練の参加や自主防災組織の設立などご協力をお願いしたいと思います。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 中村社会教育課長。 

          [社会教育課長 中村 敏君登壇] 

○社会教育課長(中村 敏君) 田畑議員のご質問の大きな２番目、公民館使用料と高齢化社会への

対応についてご答弁申し上げます。 

 ご質問の１番目、町長が現時点で感じている我が国の高齢化社会と課題についてであります。 

 日本全国の他の市町村と同様に、我が町においても人口減少や少子高齢化が進んでいる状況で

すが、その中で健康で長生きしたいという町民の思いに応え、健康寿命を延ばすことが大きな課

題の１つであると考えます。 

 この課題の解明のためには、生涯を通じて、健康で生きがいを持って、住み慣れた町で暮らし

続けること。また、高齢期になっても意欲のある方が活躍することができ、地域でみんなが支え

合える社会づくりが大切であり、そのため、何歳になっても健康で過ごせる環境づくりと支援の

仕組みづくりが必要であると考えております。 

 次に２番目の現在の公民館使用料、サークル利用料の決定に至った考え方についてであります。 

 現在の公民館使用料につきましては、平成 20年に行政改革のもと組織された施設使用料等取扱

検討会において作成した使用料等の設定における基本方針に基づき決定したものです。公民館の

使用料については、受益と負担の公平性を確保する観点に立ち、公費負担を支える納税者として

の町民と公共施設の利用者としての町民のそれぞれの立場から理解と納得が得られるよう継続的

な運営改善と適正な受益者負担の原則により、料金設定を行ったものです。この中でサークル団

体の利用に関しては、町民の自発的に行う学習や文化活動を支援する観点から減額した特別料金

を設定し、１団体１回１区分 500円で利用できることとしています。 

 次に３番目、サークルで活躍する元気な高齢会員が増えていると思うが、何か支援策は、につ

いてであります。公民館を利用されているサークル団体には、高齢の方も数多く活動されていま

すが、サークル活動にはさまざまな年齢層の方が参加されており、これらの方々すべての年齢を

把握することが難しく、また、公平性を確保する観点から高齢であることを要件としての支援は、

現在のところは行っておりません。 

 当課としての高齢者への支援としましては、高齢者教育事業「ことぶき大学」の中で趣味や教

養を高めるためのクラブ活動の推進や学習意欲の効用を図り、さまざまな要望に応えるため、地

域学習活動、講師派遣事業により老人クラブへの講師の派遣を行うなど、高齢者が生きる喜びを

味わいながら、より活発に学習活動を進めていくことができるよう支援を行っております。 

 ４番目の、健康長寿を目指す他課、健康推進課などとの連携は図られているかについてであり

ます。 



 

- 23 - 

 

 当課では、成人教育事業や青少年教育事業などさまざまな事業で他課との連携を図りながら事

業展開しているところですが、健康長寿についてのご質問でありますので、高齢者を対象とした

事業に限って申し上げますと、高齢者教育事業「ことぶき大学」におきまして、毎年健康で明る

く心豊かに生活するための学習として、健康推進課の保健師、栄養士を講師に健康講座や栄養指

導の講座を開催するなど、健康推進課との連携を積極的に図って、事業を推進しているところで

す。 

 今後におきましても、健康推進課のほか、他課との連携を図りながら、事業の充実に努めてま

いります。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11番(田畑隆章君) ありがとうございます。 

 ダムの情報共有システムはできているとの答弁でした。嬉しく思っています。生命、財産に関

しますことですので、ぜひ充実させていただきたいと思っています。 

 もう１つ要望があります。それはサケのふ化放流事業も静内川を利用しています。北電の隧道

を通じて、沙流川の水が新冠川、そして、静内川に流れていきます。ふ化放流のときとそれから

回帰する夏、秋口と同質の水となるよう求められているとお聞きしていますので、こういった点、

関係する団体が集まって忌憚のないお話ができるようになれば良いなと思っておりますので、そ

ういった機関、団体にも周知して、コミュニケーションが取られますようお計らいをお願いした

いと思います。 

 続きまして、ダムの２番目ですが、ニュアンスのこともありますけれども、若干、私と意見が

違うかなというところがありますので、これについては提案もありますので、最後に回させてい

ただきたいなと思っております。 

 そういうようなことでタイムラインの策定につきまして、４年前の９月、私、一般質問させて

いただきました。以来、ようやく先が見えてきたと喜んでいます。１番喜んでいるのは、防災担

当の総務課長ではないかなと思っています。まずは１日も早い完成をお願いします。最も、常に

このタイムラインというのは改善、改善、発令しては直しというようなことが求められていると

お聞きしていますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思っています。 

 ３点目の古川の排水機場の操作ですが、水位が 0.95、あるいは 0.9 でスタートできないか教え

てください。今は 1.15でマニュアルが定められているということなんですけれども、どうも遅れ

るような気がしてなりません。川の水位が下がるとあふれていた水が渦を巻いて引き込まれて消

えていくんですね。これを見ると水位を下げておくことが大事でないかと思いますので、そこの

点いかがでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

○建設課長(田中伸幸君) 古川の排水機場につきましては、北海道から受託を受けて、町が操作を

しているところでございます。北海道からのマニュアルで 1.15メートルという定めがありますの

で、今のところそれを守るしかないということです。下げて回せないかということでございます

けども、構造的にあまり低い位置では水が吸い込まないような状況になっていますので、0.95メ

ートルで回せるかどうかは承知しておりませんけども、一応マニュアルのとおり今は実施してい

るということしか申し上げられないです。 
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 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11 番(田畑隆章君) 以下でも、マニュアルは住民の安全に関わることですから、良いとも聞こ

えていますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、さらにお聞きしますけれども、古川のＪＲ鉄橋から下の部分。ここは非常に浅く

もなっているし、それから草も生えているということでみくり等の草が生えて、河道が狭くなっ

てしまう。浅く狭くなっている。これを何とか管理している道のほうへ除去依頼をできないかど

うか、お伺いします。 

○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

○建設課長(田中伸幸君) ９月定例会の時に雨が多かったので、河川管理者の北海道と話し合いを

持ちますというようなお答えをしておりまして、その後北海道とも協議しております。古川の除

去の話もしてますし、先ほど申し上げた低い位置で稼働できるかどうかというのも、今現在要望

しているような状況であります。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11 番(田畑隆章君) よろしくお願いします。実はこういったことで、ハザードマップのことで

室蘭建設管理部にお聞きしています。いろいろお話しましたところ、古川の清掃などで古川の清

流を考える会などに随分お世話になっていると言われました。ポンプ操作で草が大量にポンプの

給水溝に押し寄せているのを、実はそのとき思い出したんですけれども、確かに大変な、そして、

危険な大雨が降って、水がどんどん寄せてくる中で、排水溝の草を長い棒で取っているのを見ま

すと大変だなという気がしました。今現在はそういうようなことでいろんな改善、あるいは管理

について道と協議されていると思いますけれども、やっぱり私たちの町の川ですから、住民もそ

こに感心を持って、ゴミあるいはそういう雑草、そういった環境を自分たちの手で取り上げてい

くというような風潮というか、そういうものを醸成していく必要があるのかと思いますが、その

辺についてはどうお考えでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

○建設課長(田中伸幸君) 古川が整備された１つに古川の清流の会の活動も大きく関わってござ

います。やはり議員おっしゃるとおりに町民の河川ですので、町民の方々が関心を持って清掃等

に取り組んだ場合には、事業に大きく前進していくというのはあるようです。古川の清流の会の

清掃も今年実施しておりまして、私も参加しております。草取りやゴミ拾い等もやってきており

ましたけど、確かに多くのゴミが捨てられているのも事実でした。ただ、10年程前にも立場が違

うときに参加しているのですが、その頃と比べると水の質も魚の量も多くなって、水が綺麗にな

って、ゴミがかなり減ってきて、かなり町民の方も関心を持って古川の清流については努められ

ているのかなとは感じております。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11 番(田畑隆章君) 建設課の皆さんが地域に出て歩くというのは、なかなか面倒な面もあるか

と思いますが、企画課等とあるいは町政懇談会等々で大分良くなりましたよというようなお話を

していただければ良いかなと思っております。 

 そこで先ほど後回しにさせていただきましたダム放流による洪水の可能性について、再質問さ

せていただきます。 
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 平成 33年度までに策定される堤防整備や稼働掘削といったハード面、それとソフト面の対策を

進めるとのことで期待をしているところでありますが、要するに今の堤防をかさ上げしたり、あ

るいは強化したり、破堤をしないように頑張りたいというお話は聞いておりますが、先ほどのお

話では、うちの町は安全だというふうに聞こえたんですけれども、私たちの手元にいただいてい

るハザードマップには浸水域が出ているわけなんですけれども、その浸水域の浸水の高さという

のは２メートルから５メートル、そういったものがあって、先ほど言いましたように室蘭建設部

ですか、そちらにお伺いしましたところ、このハザードマップというのは 50年に１度の災害につ

いて想定して作られているわけなんですけれども、この想定であっても破堤はある、堤防の決壊

はありうるというふうにおっしゃっておりました。ですので、ダムの管理、そういったものにつ

いては万全かもしれませんけれども、50年に１度のそういった雨量等々になるとやはり危険なん

だなというふうなことをきちんと町民が認識する必要があるのではないかなと。実は私自身は安

心しきっていましたので、大雨降ったら堤防へどの辺まできたかな、なんて見に行くんですけれ

ども、逆に大雨降ったときには、それじゃあ避難することを考える。これが正しいのかなという

ふうに、避難しなくてもとにかく避難するぞというふうな意識を固めるというようなことも大切

かなと思ったんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) ちょっと何に対して危険というのか私ちょっと理解できていないので、

その辺についてはちょっとお答えできないんですけど、基本的にハザードマップ、今、できてい

るのが 50年に１回の雨のハザードマップができています。それと６月に 1000年に１度の浸水域

を示したものがあります。これらのハザードマップはあくまでも参考値として考えておりますの

で、これがイコールその雨が降るかということは、想定はしておりません。ただ、50年に１回の

雨でも、10年の１回の雨でも、危険となれば町は速やかに情報収集して、町民に対して情報伝達

させていただきますし、災害の規模、それから、状況によっては早めの避難勧告、それから、指

示等を的確に出すことが町の使命と思っておりますので、その体制はきちんと確立していかなけ

ればならないと思っていますし、関係機関との情報共有についても強化していかなければならな

いというふうに考えております。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11 番(田畑隆章君) 私もそういうふうに思っております。今日の新聞にも出ておりましたけれ

どもタイムラインはできたけれども周知はどうするの、何か難しそうだよというような新聞の内

容でした。そういったことを考えると、それともう１つ、前回 30 年の洪水と言いましたけれど、

それから 63年経っている。この間というのは非常に良い時代だったのかなというふうにも思える

んです。50 年に１度、あるいは次の 100 年に１度、その次の 1000 年に１度というのは、1000

年後に起きる、あるいは 100年後に起きる、50年後に起きるなんてそんなことはなくて、明日か

もしれない、来年かもしれない、そういうようなことだと思いますので、これが想定されるので

あれば、なるべく早めに、例えば今年の夏くるかもしれないということであれば、町政懇談会等

で６月 15日に発表されたそういう大規模災害について、こういったことも言われていますよとい

うことで提示してあげるほうが、「うちの家内はなかなか足が弱くて動かしづらいんだ、どうした

らいいんだ」というような人も含めて理解していただける、そういうすぐに理解なんかできない

と思うので、そういったものを例えば自治会単位で理解していく、その次は家族で理解していく
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というような浸透を図っていく必要があると思います。それでホームページにそれが載っている

んです、６月 15 日のやつは。でも、それはほとんど皆さん見ないと思うんですよね。ですから、

プリント１枚、町政懇談会に来られた人を対象で結構ですので配ってあげたら良いのではないか

なと思うんですがいかがでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) ハザードマップの件でございますけど、ホームページに出ているハザー

ドマップを町民がそのまま見ても、おそらく何のことだかわからないと思います。私も実際に見

てみたんですけど、あのままのハザードマップを町民の方にお見せしても、なかなか理解得られ

ないかなというふうに考えております。それで防災担当といたしましては、今後、北海道の津波

の関係の避難の対応がまた新たに出されるというお話を前にも聞いておりますので、その時に併

せてハザードマップも含め、津波想定区域も含めて、新たに冊子等で情報を提供しなければなら

ないかなという考え方も持っておりますので、その時にわかりやすいものを作成していきたいな

という考えを持っております。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11 番(田畑隆章君) そこではどの辺で決壊した場合にはどういうふうな被害の想定が考えられ

るのか等々が専門家の対象かもしれませんけれども出ているというふうに伺っております。そう

いったことで決してどんなことがあっても安全ということではないということを理解しながら、

町の皆さんに説明する立場にある議員の皆さん、あるいは町の皆さんにおかれましてはホームペ

ージも一読してほしいと。実はこれは浸水高が違うんですよ。６メートルも超える浸水域が出ま

すよということも含まれております。６メートルを超えるということは、普通の家屋ではそこに

いるとまず命が危ないと、そういうようなことが示されておりますので、一応確認しておかれた

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 こういった災害について、町長はどんなふうにこの町のリーダーとして今までのお話をお聞き

いただいたと思うんですけれども、多分、いろんなところでそういう話も出るかと思うんですけ

れども、どんなふうにお感じになりましたでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 災害の対応ということでございます。 

 災害は、基本的に刻々とオーバーに言いますと、秒単位でその場その場で変わってくるもので

ございます。そのときに臨機応変にきちんとした判断をしながら、きちんとした情報を持ちなが

ら、町民の方々に連絡、情報を提供していくというのが我々の責務であるし、安全なところに導

くというのも我々の責務であるというふうに思っているところでございます。そういう中、近年、

気象台のかなりデータが鮮明になっておりますし、５月にも室蘭の気象台長さんがお見えになっ

て気象台としての対応、あるいは今後レーダーを見ながら、例えば新ひだか町の上空にこういう

雲が想定されるというときにはホットラインで私のところに連絡が入るような、そういう体制に

もなってきておりますので、我々としてはそういう関係機関との連携も密にしながら、きちんと

した対応をすべきだというふうに思います。 

 何よりも大事なのは、町民の皆様には自分の命は自分で守っていただくと、その気持ちを当然

持っていただいていると思います。そういうものの実例として、私どもの防災グループのほうで、

かなり町内会単位、自治会単位で要望があって、いろんな場面で講師に行ってございます。です
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から、住民の方々も昨今の日本の国内における災害を見て、そういう防災意識は高まってきてい

るのではないかなというふうに思っているところでございます。今後ともそういう活動ですとか、

情報の速やかな伝達を含めまして、町として最大限住民の命を守るという観点で対応してまいる

ことが必要ですし、それに努めてまいりたいというふうに思ってございます。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11 番(田畑隆章君) ありがとうございます。それでは１つよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 大きな２番目に移らせていただきたいと思います。 

 公民館の使用料は、適正な受益者負担の原則により料金を決められているということをおっし

ゃっています。サークル団体使用料は、町民の学習や文化活動を支援する観点から減額した特別

料金を設定している。どんな料金かというと具体的には 500 円ですよ、以前は無料だったけれど

も改定されて 500円になった。 

 では、お聞きします。サークル活動は、１年間にどれくらい使用されて、使用料はどれくらい

に上っていますでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) 平成 29年度の実績となりますが、サークル活動のほか、社会教育

団体についても 500 円で一部使用されている団体があります。これを含めまして、件数で言いま

すと 2,875件、料金ですが、部屋の使用料のほかに設備使用料というのも含めまして、年間で 159

万 7,700円となっております。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11番(田畑隆章君) 非常に活発であることがわかります。 

 ３点目に移りますけれども、元気な高齢会員が増えていることもあると思います。私たちの親

の世代には公民館はありませんでした。それから私が中学１年生のときに、名称は違うと思うん

ですけれども、社会教育主事というか教員であった方が公民館に来られた。そして、今の公民館

の前の公民館が建って、そして、ようやくある程度社会教育が進んできたかなと。その時にはま

だ図書館には司書さんもいません。郷土館には学芸員もいません。いわゆる社会教育というもの

については全くない。それぞれみんな稼ぐのにいっぱい。そういう時代を私たちの親の世代は過

ごしてきたかなと思います。90代だと思うんですけれども、その次の 10年経って、80代の皆さ

んは、10年後には、ですからやっているんですよ。公民館講座とか、公民館活動というものをコ

ミュニティをやってきているんです。ここにいる多くの皆さんが結婚式の発起人になって、随分、

仲間の結婚のために苦労したのでないかな。しおりを作ったり、何なり、これも全部公民館がで

きたから、そういったところができたからできたことでないかなと思っております。そういう具

合にしてサークルがどんどんできてきた。ですから、私は何を言いたいかというと、10年前と 10

年後と、お年寄りの感覚が全然違うんだということなんです。それをまず捉えていただいて、質

問に入らせていただきます。 

 元気で高齢なサークル会員が増えていると思うんですけれども、支援策はということなんです

が、高齢化社会が進む中で公民館の活動は１つの希望だと思っています、公民館に出かける。実

は、この夏というか、９月、ボランティアである町に行きました。地震で後片付けが必要な所に

伺ったんですけれども、何箇所か回った中でちょっと違うなと思うようなところがあったんです。
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社会福祉協議会の方がここはちょっと違うので帰りますというふうに言われて、要するにそこの

方は帽子の似合うご主人がちょっと前に亡くなったという方なんですけれども、そういったとこ

ろの高齢者の課題というか、問題というのを、社会福祉協議会とかそういったところが把握する

というのが非常に難しい。ですから、こういったことで、皆さんのおかげで発見することができ

ました。だから非常に良かったです。そういうことでがっかりしないで、次のほうに・・・。 

○議長(福嶋尚人君) ３番目やっているんですか、質問。 

 ３項目目をやっているんですか、今。 

○11番(田畑隆章君) ３項目目です。 

○議長(福嶋尚人君) 趣旨に沿って質問してください。 

○11番(田畑隆章君) はい。わかりました。 

 ですから、独居老人とかそういった人たちの前に、皆さんが公民館活動に向かって仲間と一緒

に自分のやりたいことをやっている。そのことっていうのがとても大切なような気がするんです。

今、やられていることぶき大学等々を否定するものではないです。そうではなくて、歳をとった

らことぶき大学っていうのもありますけど、そうでなくて、できる限り今までの仲間と一緒に、

暮らしながらサークル活動をやっていく。この支援策なんですけれども、もちろん歳をとってく

ると足は弱くなる、目は弱くなる。私なんかも大変なんですけれども、でも、健康推進課等々そ

のサークルの支援があれば、また違うのかなと思うんですけれども、積極的な連携をするサーク

ル支援策については、いかがでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 中村社会教育課長。 

○社会教育課長(中村 敏君) サークルへの支援、また、高齢の方への支援ということに関しまし

ては、田畑議員のおっしゃるとおりだというふうに考えてございます。ただ、具体的にどういう

支援が必要なのかどうかにつきましては、サークルのご意見も十分に伺いながら、また、他の教

育委員会以外の課との協議の中で進めさせていきいただきたいというふうに考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

○11番(田畑隆章君) そういったことで、しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 

 以上、質問は終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○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 午後 １時５８分 

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

          再開 午後 ２時１２分 

○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。 

 15番、木内君。 

          [15番 木内達夫君質問者席へ] 

○15番(木内達夫君) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 まず、大きな１点目の地場産業の振興についてであります。 

 私は、地域活性化や地域経済の振興発展を図るためには、地域産業の振興が最も重要であると

いうふうに認識しております。このことは、町長も町民との約束、あるいは所信表明でも基幹産

業の強化を基本政策として述べられておりますので、私と同じ認識であるというふうに考えてお

ります。 
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 そこで、地場産業振興につきまして何点か質問をさせていただきます。 

 １点目の後継者や新規参入者などの担い手対策と第三者継承を含めた受入体制の整備について

でありますけれども、６月の所信表明では、本町の基幹産業である第１次産業の強化を図るため

には担い手の確保が重要であり、次代を担う人材の確保、育成、定着に向けて関係機関等との連

携協力を図りながら、後継者や新規参入者などの担い手対策に取り組むとともに、第三者継承を

含めた受入体制の整備に取り組むと述べております。後継者の育成対策や受入対策につきまして

は現在も取り組んでいると思いますけれども、所信表明で述べております担い手対策と第三者継

承を含めた受入体制の取り組みにつきまして、どのような取り組みを考えているのかを伺いたい

と思います。 

 ２点目のオンリーワン・ナンバーワン産品の創出についてであります。 

 町長の町民との約束、そして所信表明で掲げているオンリーワン・ナンバーワン、これにつき

ましては、産品の創出ということですので、新たなものを開発してつくり出すものであるという

ふうに理解しておりますけれども、町長の基本的な考え方と具体的な取り組み内容について伺い

たいと思います。 

 ３点目に、特産品開発推進事業についてであります。 

 この事業は、平成 30年度予算でもドリカム推進事業といたしまして、地域特産品の開発、ある

いはＰＲに対する支援事業で継続して実施して取り組んでおりますが、その事業実績と効果につ

いて伺いたいと思います。 

 ４点目に、新ひだか推奨品認証制度についてでございます。 

 町内で生産されるすぐれた産品を推奨品として認定しまして、全国に広く発信する事業といた

しまして、平成 25年度に創設された制度だと思います。その事業実績と効果について伺いたいと

思います。 

 ５点目に、小規模企業の振興に関する条例制定についてであります。 

 小規模の企業者、中小企業基本法第２条第５項では、常時使用する従業員 20 人以下の事業者、

商業サービス業は５人以下というふうになっているようでございますが、道内企業全体の 85パー

セントを占めておりまして、地域経済の基盤や雇用を支える重要な存在となっております。 

 このような中で、平成 26年６月に施行されました小規模企業振興基本法には、地方公共団体に

おきましても小規模企業振興に関する施策を策定、実施する責務が条文に明記されております。 

 北海道におきましても平成 28年３月に小規模企業振興条例が制定されております。道内の自治

体でも平成 30年４月現在で 12市町村が条例を制定、施行しておりまして、小規模企業の振興を

通じまして、地域経済の活性化、地域社会の持続的な発展に努めているところでございます。 

 そこで質問でございますが、町におきましては人口減少や高齢化、地域経済が低迷する中で小

規模事業者を取り巻く環境は非常に厳しい、こういう状況にあるというふうに考えております。

小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進しまして、地域経済の活性化や地域社会に関する

施策を総合的に推進し、地域社会の発展に資するために、新ひだか町におきましても条例制定を

検討すべきというふうに考えておりますが、町長の見解を伺いたいと思います。 

 ６点目に、住宅新築リフォーム助成事業についてであります。 

 この質問は６月定例議会でも質問をしておりますけれども、その際に答弁がありました５年間

の助成事業の事業効果の検証について、及び市街地の空洞化と空き家対策を踏まえた事業のあり
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方の検討につきましてどのような結果になったのかを伺いたいと思います。 

 次に、大きな２点目の防災対策についてであります。 

 防災対策につきましては、今まで同僚議員からも何度も質問がありましたし、近年の異常気象

等によりまして、全国的にも、新ひだか町におきましても大きな被害が発生しております。さま

ざまな災害に対する防災対策の強化と災害に強いまちづくりが求められていると認識しておりま

す。町長も所信表明の中で防災減災対策、あるいは河川等の  ？判断対策？冠水対策？  に

つきまして取り組み方針を述べております。現状の取り組みの中で課題となっている点について

質問をさせていただきます。 

 まず１点目に、静内川の埋塞土砂の除去についてであります。 

 過去における堤外地の両岸スポーツ施設への冠水、これは中州の埋塞土砂の堆積、これが大き

な要因の一つであるとだれもが認識しているのではないかと思います。中州が歩道橋近くまで迫

ってきておりまして、年々、中州が成長しているというふうに感じているところでございます。

このままの状況が続きますと河床がどんどん高くなりまして、台風や低気圧等による大雨時に満

潮やダム放流が重なった場合には、堤外地の冠水や堤防の決壊につながり、未曾有の大災害につ

ながる可能性が高くなっているという認識をしております。 

 そこで質問でございますが、町長は静内川の埋塞土砂の現況をどのように認識し、除去対策に

ついてどのように考えているのか伺いたいと思います。 

 ２点目に、古川公園横町道の冠水対策についてであります。 

 新ひだか町における災害につきましては皆さんも記憶に新しいと思いますけれども、平成 28

年８月の連続台風では、農業や水産、林業被害のほか、土木被害等で約 13億円もの大きな被害を

受けておりまして、特に８月 23日の台風９号では、静内地区で最大１時間降雨量が 65ミリの観

測史上最高を記録する記録的な豪雨によりまして、静内市街地では真沼津川や古川の逸水等によ

り、低地での浸水で、床上・床下浸水 132件、137世帯の住家被害を受けております。 

 しかしながら、今年 10 月 10 日の台風 24 号の被害状況を見ますと、最大１時間降雨量が 19.5

ミリでありながら、古川公園横の町道のみが冠水しまして、本町、吉野町、青柳町、御幸町地区

に洪水に関する避難勧告のエリアメールが発令されております。 

 そこで質問でございますが、古川公園横町道につきましては、過去におきましても台風や低気

圧等の大雨によりまして何度も冠水しております。今回はどうして古川地区のみが冠水したのか、

その原因をどのように分析し、課題と対応策をどのように考えているのか伺いたいと思います。 

 以上、質問いたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(福嶋尚人君) 秋山農政課長。 

          [農政課長 秋山照幸君登壇] 

○農政課長(秋山照幸君) 木内議員からのご質問の大きな項目の１点目、地場産業の振興について

の１点目、２点目についてご答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目の担い手対策と第三者継承を含めた受入体制の取り組みについてでございます

が、農業に関して申し上げますと、当町における担い手対策は、平成 24年度から新たな対策を開

始してございまして、これらの推進に当たりましては、町、農協、農業委員会などの関係機関の

ほか、地域農業者を構成員とする農業担い手育成支援協議会が中心となり取り組んできてござい

まして、町の研修制度を利用され新規就農された方は本年度までの７年間で 21組 30人を数えて



 

- 31 - 

 

おり、次代を担う存在として大きく期待されているところであります。 

 当町における担い手の受入体制としては、先ほど申し上げました関係機関や団体等が中心とな

り取り組んできてございまして、それぞれの機関や団体等が有する役割や機能というものを十分

発揮させながら、円滑なる就農と経営継承に向け、これまで地域を挙げ、取り組んできたところ

であります。 

 しかしながら、農業を含め、地域の基幹産業における後継者不足や高齢化が確実に進んでいる

状況は、他の市町村でも同様であり、今後におきましても関係機関団体等が連携協力を図りなが

ら、担い手対策に取り組んでいかなければならないことは申し上げるまでもありませんが、その

経験や実績等を積み重ねていく中で、将来における目指すべき受入体制や第三者継承のあり方と

いうものが見えてくるものと認識してございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、ご質問の２点目のオンリーワン・ナンバーワン産品の創出についてご答弁申し上げます。 

 当町には山、牧場、川、海などの自然資源があり、１年を通じ、比較的温暖で気象条件にも恵

まれている地域にあって、日本一の生産頭数を誇る馬産地や日高昆布の産地として全国的に知ら

れているほか、ミニトマトや花き、また、和牛などブランド化が進んでいる主力品目など、恵ま

れた自然環境を生かした多くの良質な農畜産物や水産物が生産出荷されています。これら全国的

に有名となっている産物を含め、今後におきましても、産地を挙げて、品質が良く安定したもの

を長期かつ安定的に生産出荷することを目指した生産対策に取り組んでいくことは、地場産業の

振興発展のみならず将来における市場性の確保、ひいては所得向上につながっていくものと考え

ております。既に現時点におきましても、品質が良いものを長期かつ安定的に出荷する産地であ

るとして、市場関係者からはさらなる出荷を強く求められている声が少なからずあるということ

は、これまで関係機関や生産者等とともに必要な施策に取り組んできた成果であるものと認識し

てるところでございます。 

 今後、さらに厳しさが増すであろう産地間競争にもしっかりと対応していける産地を目指して

いくという考えを大事にしつつ、消費者ニーズや消費動向の変化等を踏まえながら、現在の地場

産物の中でオンリーワン・ナンバーワン産品の創出について探ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

          [商工労働観光課長 山口一二君登壇] 

○商工労働観光課長(山口一二君) 木内議員ご質問の地場産業の振興についての３点目から５点

目について答弁申し上げます。 

 町の特産品開発推進事業として実施しております新ひだか町ドリカム推進事業は、平成 23年度

の事業開始以降、16事業が取り組みを進め、町のすぐれた資源を活用した地域特産品の開発や販

路開拓などを支援してきたところであります。これまでの事業の中にはミニトマトドレッシング

製造開発等事業、日高つぶめし弁当販売拡大事業など、現在、新ひだか推奨品として認証されて

いる商品も含まれており、本事業が新たな特産品づくりを支援する事業としてその効果が少しず

つ表れてきているものと認識していることから、今後も継続した事業の推進に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、平成 25年度に関係団体で組織いたしました新ひだか推奨品認証委員会にて運営する新ひ

だか推奨品認証制度につきましては、現在 26事業者 60商品を認証し、ホームページでの紹介や
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販売、各種ＰＲイベントへの出店など、さまざまな活用を進め、徐々に地域住民等にも浸透して

きておりますが、さらなるＰＲと活用が必要なことから、今後も関係団体及び事業者と連携した

各種施策の推進と一層の活用を図り、制度の効果を高めてまいりたいと考えております。 

 次に、小規模企業の振興に関する条例制定についてでございますが、平成 26年施行の小規模企

業振興基本法に基づき、小規模企業の活力が最大限発揮されるよう基本計画の策定及び見直しや

各種施策の実施及びその財政措置などを盛り込んだ条例の制定が、道内でも北海道を初めとする

各自治体において少しずつ進んできているところであり、当町においても町商工会から条例制定

に向けた要望をされているところであります。議員ご指摘のとおり、道内企業の９割近くを占め

る小規模企業は、地域経済及び雇用を支える重要な存在であることから町といたしましても地域

経済の活性化や地域社会の持続的発展を図るためにも本条例制定の必要性を十分認識しており、

その内容や制定の時期等について、今後も商工会と協議を重ねてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

          [建設課長 田中伸幸君登壇] 

○建設課長(田中伸幸君) 木内議員からご質問の大きな１項目めの６点目、住宅新築リフォーム助

成事業についてと、大きな２項目め、防災対策についてを私から答弁いたします。 

 初めに、大きな１項目めの６点目、住宅新築リフォーム助成事業についてのうち５年間の助成

事業の事業効果についてですが、住宅新築に係る実績は平成 24年度から 28年度までの５年間で

新築工事の５パーセント、限度額 100万円を補助したものでありまして、申請された 105件に対

し 9,858万円の補助をしております。リフォームに関しましては、平成 24年度からに 27年度が

200 万円以上のリフォーム工事に対し工事費の 10 パーセント、限度額 50 万円、平成 28 年度に

つきましては 150万円以上のリフォーム工事に対し工事費の 10パーセント、限度額 50万円を補

助しておりまして、５年間の合計で 291件、１億 383万 6,000円の補助額となっております。新

築工事における制度の実施前、実施中、実施後の全体の戸数と、それに対する町内業者が占める

割合を比較しますと、制度実施前年の平成 23年度は全体戸数が 28戸、うち町内業者が占める割

合は 14戸、50パーセントとなっており、制度中の平成 24年度から平成 28年度の５カ年で全体

161 戸、うち町内業者が占める割合が 109 戸、67.7 パーセント、年平均では全体 32 件、うち町

内業者が 22 件となっております。制度が終了した平成 29 年度においては、全体 24 件、うち町

内業者が占める割合が 50パーセントとなっており、戸数、町内業者数とも制度実施中がその前後

より多いため、ある程度の事業効果があったと考えております。 

 また、リフォームにつきましては正確な数字をお示しすることができませんが、10 月 11 日に

行われた商工会役員と理事者との懇談、及び 11月 13日に行われた建設協会役員と理事者との懇

談の席においても、それぞれの団体がこれらの制度はかなりの事業効果があったと分析されてお

りまして、住宅新築リフォーム補助金の再開を要望されております。 

 次に、市街地の空洞化と空き家対策を踏まえ事業のあり方の検討結果といたしましては、平成

30 年９月 14 日に新ひだか町まちなか居住対策庁内検討会議設置規定を制定し、当町におけるま

ちなか居住対策について市街地の空洞化、空き家問題を考慮しながら適切な居住対策のあり方を

検討するため、新ひだか町まちなか居住対策庁内検討会議を関係課９名の構成員により設置した

ところです。この、まちなか居住対策とは、平成 18年度に中心市街地活性化法、都市計画法、大
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規模小売店舗立地法、いわゆるまちづくり３法が改正され、中心市街地活性化本部が内閣に組織

されることとなり、中心市街地活性化の基本方針が政府により作成したものを閣議決定し、これ

により中心市街地におけるまちなか居住の推進が求められることとなりました。 

 町では、これまでにも市街地再開発事業、都市計画街路事業、都市計画公園整備事業、まちづ

くり交付金事業など、さまざまな都市計画事業に取り組み、都市計画施設を整備し、まちなか居

住対策として一定の効果があったと考えております。 

 今後におきましては、これらの都市機能を維持していく上でも都市計画区域内の人口密度をあ

る程度保つことが重要であり、用途地域内における居住対策の手法の一つとして空き家対策計画

策定と絡めて検討していくべき課題と認識をしておりまして、収集した空き家データを活用しな

がら進めてまいりたいと考えております。 

 現在、まちなか居住対策についてどのような方法があるかを庁内検討会議において意見を出し

合い、これをまとめたものを庁議に諮り、その後、民間検討委員会を交えた検討会議において対

策案を策定したいと考えております。 

 現在の進捗状況といたしましては、既に第３回目までの検討会議を実施し、１回目は構成員へ

の現状説明及び意見報告依頼、２回目は構成員からの意見報告、３回目は構成員、建設課の意見

のまとめを行った状況にあります。 

 今後におきましては、庁内検討会議のまとまった意見を庁議に諮り、対策策定に向けて準備を

進めていくこととしております。 

 続きまして、大きな２項目めの防災対策についての１点目、静内川の埋塞土砂の除去について

答弁申し上げます。 

 ご質問にあります静内川堤外地の両岸スポーツ施設については、静内川の堤防構築を含む改修

工事と洪水調整の高見ダムの完成により河川の安全度が大幅に向上したことから、河川敷地を利

用した市街地の公園緑地整備の一環として町が整備した町民の憩いの広場とする運動施設で、当

該施設は河川区域、河積内の  ？洪水地域？高水域  に位置する施設であるため、河川法に

基づき河川管理者の北海道から許可を受けて設置された堤外施設になります。 

 近年の異常気象などの影響による静内川堤外施設の被害については、今年３月９日の低気圧に

よる大雨と流水による水位が上昇した冠水被害のほか、記憶に新しいと思いますが、平成 28年８

月に連続して発生した４つの台風の接近、上陸による大雨の冠水被害が発生しており、被害後は

早急に施設の利用ができるように復旧等を努めたところでございます。 

 静内川の中州の状況につきましては、町においても不定期ではありますが現地状況を確認して

いるところで、ご質問のとおり歩道橋のシベチャリの橋付近とその下流側の国道橋まで河川の両

河岸側を流下する形で河道内の中州に土砂が堆積しているほか、柳などの立木が繁茂している状

況を確認しております。このことから、町では河川管理者の北海道と情報交換、情報共有などを

行い、河川の治水対策と治水効果を高める河道内の土砂除去、立木伐採等の維持管理について継

続的に要望をしているところで、静内川のシベチャリ橋付近につきましては、現状を踏まえた対

策として平成 26年度から毎年度、堆積土砂の掘削、立木等の伐採が実施されており、今年度につ

いても立木の伐採を年明けに実施する予定で、来年度以降につきましても維持計画、管理計画を

もとに予算要求を行うと聞いております。 

 静内川を含む北海道の管理河川につきましては、平成 28年８月の台風被害の発生から河川の維
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持管理のあり方の方向性が検討され、昨年の平成 29 年３月に河川維持管理のあり方が作成され、

これに基づき被災歴優先度の検証が行われ、河川ごとに予防保全の考え方を取り入れた 10カ年サ

イクルによる維持管理計画、実施計画が作成されており、この計画によりメンテナンスサイクル

を考慮した計画的な実施とトータルコストの縮減や費用の平準化を図りながら、治水対策と環境、

生態系へと配慮して、適切な維持管理として河道内の伐採及び堆積土砂除去の実施に取り組むと

されております。 

 町としましては、今後も町民の安全、安心な生活を守るため、北海道との情報交換、情報共有

行い、連携した取り組みを図りながら、災害防止のため河川の適正な維持管理について要望して

まいりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 次に、２点目の古川公園横町道の冠水対策について答弁申し上げます。 

 ご質問のありました町道は古川町２丁目７号線で、新ひだか町公民館横駐車場から古川公園の

横を通り、古川町２丁目に通じる路線でございます。町道古川２丁目７号線は平成元年に、古川

公園造成工事にあわせて改良舗装工事を実施しており、その後、平成 12年度には２級河川古川改

修事業にあわせて公共下水道事業雨水捌け口工事を実施し、平成 13年度から 15年度にかけまし

て雨水幹線事業として古川捌け口溝から町道古川２丁目７号線にかけてボックスカルバートを約

300メートル敷設しております。その後、平成 22年度には約 75 メートルの町道の道路側溝改修

工事を実施し、雨水幹線に道路排水を接続することにより雨水排水能力のさらなる向上を図って

おります。 

 また、二級河川古川と二級河川静内川との合流付近には、古川の排水能力を向上させるために

静内排水機場が設置されており、この操作につきましては、河川管理者である北海道から町が受

託し、北海道が定める操作規則に基づき、静内排水機場の水位が 1.15メートルに達し、さらに水

位が上昇するおそれがある場合に排水操作を行うこととなっております。 

 10月１日に北海道に接近しました台風 24号により午前６時から８時までの時間雨量は 19ミリ

と 19.5 ミリの２時間で 38.5 ミリの降雨量が観測されるなど、一時的に強い降雨による影響と満

潮時刻が重なったほか、台風の接近に伴い気圧が低下し潮位が上昇したことと、高波などの影響

により古川の水位が一気に上昇したため静内排水機場内のポンプ全３台を稼働させましたが、ポ

ンプの排水能力を超える流入量があったため古川の水位が下がらず、道路排水施設や公共下水道

雨水排水施設に集まる雨水が古川に排水できなくなったものであります。 

 議員ご質問の、どうして古川地区だけが冠水したかについてでございますが、この地区は古川

の下流域に位置しておりますし、隣接する国道や古川沿線道路から見ても低地となっているため

水が集まりやすい地形となっております。収集された雨水を下水道事業で敷設した雨水幹線で古

川に流す仕組みとなっておりますが、先ほどご説明した要因により内水被害が発生したものと考

えております。 

 当日の対応といたしましては、台風が接近していることをあらかじめ把握しておりましたので

午前６時前から建設課職員が出勤し、洪水警報が出た前後には担当職員が随時出勤して道路パト

ロール等を実施しておりましたが、他の地区においても排水管や道路側溝が満水状態になってお

りましたが、冠水等の被害が発生する前に雨が弱まった状況となっております。 

 今後における町道の冠水防止対策としましては、地域の地盤が二級河川の河岸より低い状況と

なっておりますので、さらなる雨水排水施設の整備については非常に困難な状況のため、現況の
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道路排水の能力が低下しないように排水施設内の清掃を定期的に実施し、排水施設の機能維持に

努めてまいりたいと考えております。 

 なお、このような事象が発生したことから、町は河川管理者であります北海道と現地の状況確

認を行い、河川流下能力の維持確保について要望を行ったところであります。また、静内排水機

場のポンプ増設や排水能力の向上については高額な費用がかかり、現状では対応が困難であるこ

とから、１、静内排水機場の操作において降雨及び気象状況等を勘案し、町の判断により弾力的

な運用をしていくこと。 

 ２、現状の排水機場の機能を維持することとして、施設や設備の点検及びメンテナンス等を実

施してもらうこと。 

 ３、河川の流下能力を確保するために土砂除去等の河道整備を行うこと。 

 以上、３点につきまして北海道と協議するとともに要望をしているところであります。 

 今後におきましても継続的に河川の治水対策の要望と北海道と連携した取り組みを行いながら、

静内排水機場の適正な管理に努め、古川の内水氾濫の防止並びに静内川からの逆流防止を図って

いきたいと考えておりますので、ご理解願います。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15番(木内達夫君) 大変、本当に丁寧で詳しく答弁いただきました。ありがとうございました。 

 その上で何点か再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目の地場産業振興の関係ですけれども、その中で課長から答弁ありましたように、

農業については体制整備の関係、受入体制の整備の関係ですけれども、農業につきましては担い

手育成支援協議会、こちらが事業主体となりまして新規就農者の受け入れですとか、既存農家の

後継者の育成確保、こういう各種事業を行っているということです。町長が所信表明で延べてい

る一次産業の強化を図るための対策、そして、担い手対策あるいは受入体制の整備に取り組むと

しております。 

 そこで、私がこの所信表明を見て感じたのは、恐らく農業だけでなく一次産業全体、これを網

羅した担い手対策ですとか、あるいは受入体制の整備に取り組むというふうに私はとらえたんで

すけど、町長、この辺は、今、課長が答えた、今現在やっている農業のみの協議会、これをまた

発展させて新たなものをつくるのか、全体のものをつくるのか、そういう受入体制の整備をして

いくという考え方なのか、その辺だけ確認させていただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 後継者の受入体制の整備ということでございます。特に私が所信表明も含め

ましてお話しさせていただいているのは、特に気になっているところは第三者継承というところ

でございまして、これにつきましては議員今おっしゃったとおり、農業だけに限らず一次産業す

べてについてその仕組みをつくっていくことが可能ではないかなというふうに考えているところ

でございます。具体的に道内にももう既に第三者継承を行っている地域もございますので、そう

いうところの勉強をしながら、この町にマッチしたような形の仕組み、システム、そういうもの

をつくる必要があるというふうに思っています。そういう中で、今、特に水産の現場では漁業基

本法の見直しなどを国でも行われておりまして、いろんな後継者に対する枠を広げよう、あるい

は外から漁業関係の人を連れてこようということで法律本体の見直しということも行われており

ますので、まさにこの第三者継承も含めて水産のところもしっかりと取り組むべき課題だという
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ふうに認識しておりますし、進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15番(木内達夫君) 町長から進めていきたいということなんですが、これは、今年 30年で残り

３年間の任期ということで、これは具体的に来年度からそういう仕組みづくり、システムづくり

ということで着手していくという考え方を持っているということでよろしいですか。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 第三者継承についてお話申し上げますと、なかなか地域の方々の思いと我々

の思い、あるいは外から来る方の思い、そういうものが道内でもいろんな経営形態によって千差

万別でございます。ですから、そういうところの方々のご意見、あるいはそういう方々との協議

をしながら一つの方向にまとめるというのがかなり時間かかるというふうに思います。例えば、

農業の現場で申し上げましても、軽種馬の方はこういうふうに思う、ミニトマトを作っている方

はこう思う。そういうふうないろんな意見、思いがあると思いますので、そういうものを一つの

システムでやるのか、あるいは例示的にこういうことを実現させて皆さんに見てもらおうという

ようなことも手法としてあろうかと思いますので、年限がいつ、この時点でやるということでは

なくて、そういうことを粛々と進めていって実現をさせていきたいというふうに考えてございま

す。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15番(木内達夫君) 次にいきます。 

 オンリーワン・ナンバーワンの産品の創出ということでございます。 

 この考え方は、特産品として全道・全国から認められると、こういう取り組みをして、それが

地場産業の振興ですとか、地域経済の活性化につながりますから、私は大変いいことではないか

というふうに思っております。私は、皆さんも同じ考え方あるんだろうと思うんですが、現在、

オンリーワン・ナンバーワンというものを考えたときに、直線で７キロの二十間道路桜並木、こ

れは旧静内町時代から日本一であり、世界一だろうということも言われてますし、軽種馬の生産

頭数も日本一だろうと。あるいは花きのデルフィニウム、これも公表されてるのかどうかわかり

ませんが、全道一、日本一かもしれません。そんなふうに感じてるんですが、町長がオンリーワ

ン・ナンバーワンということをどういうふうに考えているのか、その見解。そして、今回、産品

の創出ということで約束していますから、新たにつくり出して、それを目指すのか。答弁では、

現在あるものを、それを目指すというような答弁がありましたけれども、その辺も含めて町長の

見解を伺いたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) オンリーワン・ナンバーワンの関係でございますけども、オンリーワンとい

うものが、平たく申しますと、ここにしかないものというイメージでございます。ナンバーワン

というのは、今、議員がおっしゃったように、例えば花とか、軽種馬は管内ですとか胆振の東部

のところもかなり生産を上げておりますので、地域としての全国一のものだろうというふうに思

いますけども、ナンバーワンというのは、そういう生産高で全道１位あるいは全国１位になれば

いいなというものをつくっていくことが必要だというふうに考えているとこでございまして、特

にオンリーワンにつきましては、何か新しいものをつくり上げていくということは、これはすご

い年月がかかるものでございますので、今ある我々の町の中にあるものをどうやってここにしか
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ないものだよというふうに道内の皆さんをはじめ全国の皆さんに知ってもらうかと、そういうこ

とが必要だというふうに思っています。それを進める上でまずは何が必要かと申しますと、この

町に住んでいる方がここの店のこの商品というのは美味しいよね、あるいはそこに愛着を感じて

購入し続けていっていただいて、それを食べた町民の皆様、食した方々が逆に外に対して一人ひ

とりがＰＲするような形、広報マンというような形で広げていくようなことも一方で必要だとい

うふうに思っておりますので、まずは言い尽くされた言葉でございますけれども、地産地消と言

いますか、町でつくられたものを愛しながらそれを消費していくということが一番大事かなと。

その先にオンリーワンというものを私も中心となって先頭に立ちながらＰＲしてまいりたいと思

いますけども、でき上がっていく、あるいはつくっていくということになろうかというふうに思

います。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15 番(木内達夫君) オンリーワン・ナンバーワンが次の特産品開発ですとか認証、推奨品、こ

れにつながっていくんだろうなというふうには思います。それで、特産品開発事業で１点質問を

させていただきたいんですが、この事業は平成 23年から続けられておりまして、答弁ありました

16事業ですか、この取り組みを行っているということでございますが、なかなか町民からすると

どんな事業をやっているのかなと。その都度その都度、広報等で掲載しているのかもしれません

が、なかなか見えない部分がございます。どういう事業に対して、16事業ですから、その内容に

ついて伺いたいと思いますし、一部答弁にもありましたけれども、推奨品として認証されている

のが２点ありましたけど、そのほかに何品あって、どのような商品なのか、その辺を伺いたいと

思います。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) まず、どのような事業なのかということにつきましてですけれ

ども、ドリカム推進事業、大きく分けて、商品を新しくつくる開発事業、既存の商品の販路開拓

事業、この大きく二つに分かれまして、これまで新たな開発で４事業。概要でいきますと、販路

開拓に向けた事業が 12事業というふうになっております。これまでの事業の中で主な事業という

ことでございますので、何点かご説明いたしますと、ＮＰＯ法人ひだか耕生舎で取り組みました

昆布製品の販路開拓に向けたＰＲ事業、それから、三石冬沢精肉店さんのみついし牛の製品ＰＲ

に向けた新たなパッケージ作成事業、それから、今年度におきましては磯貝嘉一商店のほうで昆

布製品の販路拡大に向けた新たなＰＲ事業、こういったものを取り組んできております。お話の

ありましたこの中での推奨品ということなんですけれども、推奨品としての認証時期の前後はあ

ります。ありますけれども、その中で例えば、ひだかポークのボロニアソーセージですとか、八

木菓子舗店の羊羹の３種、それから、松本牧場のこぶ黒ハンバーグ等々、すべてでいきますと 13

商品が新ひだか推奨品として認証されております。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15 番 (木内達夫君) 次の質問に移りますが、推奨品の認定された 60 の  ？？自注

産？？？  、これが特産品開発事業から認定されたということで理解してよろしいですね。 

 それで答弁がありましたけれども、いろんな認定された推奨品、これについてはいろんな方法

によってＰＲに努めていると思います。私も先月 25日発行の広報に折り込み入ってました、お歳
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暮。皆さんもご存じだと思うんですが、こんな形でいろいろやっていると思います。そこで、こ

の内容を見ますと私も本当に 60品目、裏にあって、これもなってるんだなと再認識しているとこ

ろがあるんですけれども、そこで質問でございますけども、これらの商品、恐らく町内でも作っ

て製造して販売しているところは、その店は売っていると思うんですが、町内で見ますと観光情

報センターぽっぽですとか道の駅だとかありますよね、スーパーもあるんですが。どのようなと

ころで購入が可能なのかということを伺いたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) 町内での購入場所なんですけれども、主なものといたしまして

は、今、木内議員からもご回答あったとおり、ぽっぽでは 43 商品を取り扱っております。また、

イオン静内店さんのほうでも 12商品、さらに道の駅の特産品販売コーナーのところで 11商品、

さらに、みついし昆布温泉蔵三で 14商品、またはエクリプスホテルですとか、町内の各店舗とホ

テル宿泊施設等でも販売のほうを手掛けております。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15 番(木内達夫君) それで、この認証制度につきましては、全国にその知名度を高める目的で

すね。そこで、町内で買えるところが４カ所程度あるということなんですが、町外、全道ですと

か全国、こういうところでどのようなＰＲをしていて、そして販売促進をどのようにしているの

か伺いたいと思うんです。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) これまでの取り組みといたしましては、さまざまな例えば商談

会ですとか、こういうＰＲイベントがあるよということを各事業者さんに周知活動するとともに、

町も一緒になって、例えば札幌のオータムフェストですとか、ＨＴＢイチオシまつり、さらには

中札内の道の駅で行われるイベント等々に参加してきたところであります。 

 壇上からも答弁申し上げましたとおりこれまでの周知だとか、そういったものが依然と不足し

ているというふうに感じております。その中でも最大のＰＲ媒体といいますか、地域住民の方が

よく知っていただいて、よく活用していただく、それが最大のＰＲ効果を生んでいく一因になる

のかなというふうに考えまして、今回、チラシのほうを折り込みさせていただいたところなんで

すけれども、今後も町内外に向けたＰＲのほうを継続して進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15番(木内達夫君) ぜひ、ＰＲ等を進めていただければありがたいなというふうに思います。 

 次の小規模企業の条例の制定の関係ですけれども、これは本当に皆さんも感じていると思いま

すけれども、非常に厳しい、小規模事業者は厳しい状況にありますから、答弁にありましたよう

に商工会と十分協議を重ねて条例制定に向けて取り組んでいただければありがたいなというふう

に思います。質問はありません。 

 次に移りたいと思いますが、住宅新築リフォーム助成事業について、１点お伺いしたいと思い

ますが、課長からの答弁がございました。本当に、親切丁寧で詳しい内容で伺っております。あ

りがとうございます。 

 答弁では、まちなか居住の対策について、現在、庁内検討会議で意見をまとめて、それを庁議
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に諮って、民間検討委員を加えた検討会議で対策案を策定したいということでございました。そ

こで、町長の町民との約束を見ますと、住宅新築あるいはリフォーム助成金のあり方、検討、こ

ういうことでうたっておりまして、それが今言ったまちなか居住のことを言っているのかどうか。

要するに、町長が約束している部分、これはまちなか居住対策に変わったということを理解して

いいのか。新築リフォームの支援についてはどう考えているのか。その辺、来年度以降の予算も

含めて町長の見解を伺いたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 住宅新築リフォーム助成事業ということでございます。私も確かにそこのと

ころを見直しますよと、あり方を検討しますよということで町民の皆さんにお約束をしたところ

でございます。 

 まず初めに、はっきりお話させていただきますけども、今の、まちなかに関する検討というの

は、まさに私が言っている住宅新築リフォームの助成事業のあり方のイコールでございます。先

ほど田中建設課長から事業効果について答弁させていただいたところでございますけども、私は

従前やっていた住宅新築リフォーム助成事業というのは、地場のところの企業に受注機会を増や

すということと、それから新たにリフォームする方とか新築の家を建てる方を促進しようとする

二面性があったのかなというふうに思いますけども、それを単純にまた復活するということでは、

事業効果がないとは言いませんけども、ただ、そういうところにお金を回してるだけであります

ので、そこにひと味プラスアルファとしてまちなかに人を呼んでこようですとか、空き家のとこ

ろをこの事業とリンクさせながら解消をしていこうということで、新たな政策目的と言いますか、

そういうものを付加した中で復活させるべきだというふうに考えてるとこでございまして、その

具体的な仕組みについて、若干、関係の皆さんと意見交換をしながらやっていかなきゃならない

ということでございますので、来年度の当初予算に間に合うかどうかというのはこの場でお約束

はできませんけども、しっかりと実現に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15番(木内達夫君) 町長、確認だけさせてください。 

 今の答弁ですと、住宅新築リフォーム助成のあり方を検討する中で、検討してるんですけ、ま

ちなか居住ですから都市計画区域内って言うんですか、静内地区の。そうすると、以外のところ

はそこまでは考えていない、こういうことでよろしいですか。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 現時点では、私はそこまで全方位的にやろうというようなものの考え方はし

てございません。これからいろんな専門家の方を交えて関係の方とも協議していくことになろう

かと思いますけども、現時点ではそこまで広げるというような考え方は持っていません。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15番(木内達夫君) 次に移ります。 

 防災対策について、本当に静内川の関係、埋塞土砂の除去の関係、それから古川の冠水の関係

につきましては非常に本当に詳しく丁寧に、本当によくわかりました。 

 わかりましたけれども、何点か確認の意味で質問させていただきますが、まず、静内川の埋塞

土砂の関係ですが、維持管理で現在進めているということですので、恐らくそれはそれでいいの
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だろうと思うんですが、なかなか維持管理の事業量が、予算の関係だと思うんですけども大きく

なっていかないような気がしています。ですから、これをどうしたらいいのかということになる

と、抜本的にとにかく大量に埋塞土砂あるいは立木等、これをとらないだめだろうと思うんです

けども、維持管理ということで進めるしか方法がないのかどうなのか、その辺だけ確認させてく

ださい。 

○議長(福嶋尚人君) 水谷建設課参事。 

○建設課参事(水谷 貢君) 今のご質問ですが、河川管理者の北海道のほうに確認している内容に

なりますが、静内川の河道内の土砂堆積、立木等の状況を確認するために、過年度に河道調査を

実施しております。その調査結果で河川流下能力の検証結果というものが行われて、現在の維持

管理計画が作成されております。 

 また、河道調査検証後も現地調査を改めて行っておりまして、その状況確認も行われておりま

す。この調査を反映した形で、現在、毎塞土砂の掘削と立木の伐採が実施されております。 

 今後も維持管理計画に基づいて現地調査等を反映しながら、流下能力を確保する土砂掘削伐採

等の実施が今後も予定されております。町としましても、静内川の流下能力を確保する要望を今

後も継続的に要望してまいりたいと考えております。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15 番(木内達夫君) 次、古川の冠水の関係でお伺いしたいと思いますが、古川につきましては

本当にいろんな方法をとっても、なかなか今の冠水部分が解決しないと、ずっときてるわけです。

そこで、古川の改修にあたって、通常の工事以外のときには古川というのは水がないです。ほと

んどないために、清流を確保するために目名川から導水しているんです。大雨のときに、目名川

の導水している水の管理、取水してると思うんですが、それはどのようになっていますか。 

○議長(福嶋尚人君) 水谷建設課参事。 

○建設課参事(水谷 貢君) ただいまの目名川からの導水の施設については平成 19 年 11 月に完

成しております。古川の導水にかかる目名川の取水堰と古川の導水路、取水口は河川管理者の北

海道により操作と維持管理がされております。大雨時などの導水管理としましては、洪水時にお

ける取水ゲートの倒伏と閉扉は、河川水位が上昇し、所定の水位に達した場合に自動操作により

古川への導水が止まる施設となっております。ただし、今現在は事前対応としまして、大雨注意

報や警報等の気象予報などの情報により河川の水位が上昇するおそれがある場合は、取水ゲート

の倒伏と導水取水ゲートを閉扉する操作が事前に行われてまして、古川の導水が止まるようにな

っております。また、取水ゲートの操作が行われる場合は、北海道から町のほうに連絡が入って

まいります。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15 番(木内達夫君) いずれしても、古川公園横の町道、古川２丁目７号線、ここについては本

当に雨が降るとすぐ冠水してしまうというのを繰り返していまして、あそこ町道低いというのは、

私も現地何回も行っていますからわかっておりまして、民間の水産会社の社屋ですとか、それか

ら住宅があって、とにかくそこはちょっと雨が降って冠水するともう１階まで浸かってしまうと

いう状況にあるものですから、住民としてすごく不安になっているというのは当然で、今回、10

月１日のときも、行ってみると速かったですよ、本当に。冠水するスピードが。そういう状況に

ありますので、何とか抜本的な対策ができないのかっていう声も来ていまして、現状での解決策
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もこれ以上手の打ちようがないないということなんでしょうか。その辺の確認だけさせてくださ

い。 

○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

○建設課長(田中伸幸君) 古川町付近の内水被害のことについては十分、町も把握をしておりまし

て、もちろんこれまでにも雨水排水施設ですとか、道路側溝等の整備を行って排水能力の向上に

努めてまいりました。ただ、近年の異常な豪雨や現地の情報からしてみても、抜本的な対策とい

うのは非常に難しいと考えています。 

 しかしながら、地域の方の不安は察する思いがありますので、現状での対応といたしましては、

排水施設の清掃等に努めて排水能力が低下しないようにやっていきたいと考えております。 

 また、古川につきましては、排水機場の操作において、先ほども言いましたが、町の判断によ

る弾力的な運用等を北海道のほうに要望してきまして、今それも実際協議中でございますので、

実施に向けてさらなる要望を続けていきたいと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

○15 番(木内達夫君) 本当に担当課のほうでは一生懸命やっていただいて、ありがたいなという

ふうに思っておりますし、ただ、住民の不安が強いので、大雨あるいは低気圧、台風、こういう

ときに、かなり降雨量が多いだろうと見込まれているときには、パトロールも当然していると思

いますけれども、あそこの部分は本当に速いので、その対応をお願いしたいということを申し上

げま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。 

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

   ◎散会の議決 

○議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 本日はこれにて散会したいと思います。ご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 本日はこれにて散会することに決定いたしました。 

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

   ◎延会の宣告  

○議長(福嶋尚人君) 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもご苦労様でした。 

                                  (午後 ３時１４分) 


