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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〕 

〇16番(城地民義君) おはようございます。２点について質問させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

１点目でございますが、公立小学校の学級編制を35人に引き下げる公立義務教育諸学校の学級

編制等についてご質問したいと思います。公立小学校の学級編制を35人に引き下げる公立義務教

育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部が今年度２月に改正されたところ

でございますが、少人数によるきめ細やかな指導体制を計画的に整備し、安全、安心な教育環境

と情報通信技術、いわゆるＩＣＴなどの活用による新たな学びを実現するため、義務標準法を改

正しております。これにつきましては、公立小学校の学級編制の標準を令和３年から５年間をか

けて１クラス当たり35人に引き下げるということでございまして、令和３年度には２年生を35人

といたしまして、その後学年ごとに順次引下げをし、令和７年度に全学年、６年生までを35人と

するものとなっております。なお、現行では小学校１年生のみ35人で、２年生から６年生は40人

となっているところでございますが、いわゆる改正による学級編制基準を踏まえますと、北海道

内では少子化や過疎化によりまして、既に35人学級以下になっている学級も少なくないと考える

ところでございます。次の４点についてお伺いしたいと思います。 

１点目でございますが、本町の各小学校の学年ごとの児童数、学級数と今回の改正に伴います

対象校の現状等についてお伺いをいたします。 

２点目でございますが、改正35人学級化に必要な教職員定数は、文部科学省におかれましては

現在政策的に配置をしてきた加配定数からの振替にて確保するということにしておりますが、き

め細やかな指導体制にはならないと考えるところでございますが、教職員定数増の考え方と今後

の推移についてお伺いをしたいと思います。 
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３点目でございます。改正趣旨では、誰一人取り残すことなく、全ての子どもたちの可能性を

引き出す教育へ転換し、つまずきの解消と意欲を高める学び、習熟度に応じた学び、社会性、人

間性を養う学びが必要であるとしておりますが、本町の教育行政執行方針の学校教育の充実に関

する見解についてもお伺いをしたいと思います。 

４点目でございます。関連といたしまして、北海道教育委員会が実施いたしております。小学

校第１学年と第２学年の少人数学級実践研究事業に基づき、１学級35人の児童生徒による学級編

制の学校の見通しについてお伺いをしたいと思います。 

次、大きな２点目でございますが、小学校高学年の教科担任制の本格導入によります導入への

取組についての考え方についてお伺いをしたいと思います。文部科学省では、小学校５年生、６

年生から教科ごとに専門教員が教える教科担任制が令和４年度から本格的に導入することとして

おりまして、中教審が文部科学省へ答申しておるということでございますが、この教科担任制は

３教科となっておりまして、学習につまずく児童が多い算数、令和２年度から教科となった英語、

それから実験や観察に取り組む理科、この３教科を挙げているところでございます。小学校は、

教員１人が全ての教科を受け持つ学級担任制に比べて、教員が得意分野を担当するいわゆる教科

担任制で授業の質が高まることを期待しているところでございます。また、教科担任制の中学校

との円滑なる接続を見通し、小学校５、６年生から始めるとしているところでございますが、こ

の教科担任制の導入は、教員の定数や質の高い教員養成、研修など、今後の義務教育の課題であ

るというふうに考えますが、以下の５点についてでございますが、導入に伴う学力向上などの現

状の課題を踏まえた考え方についてお伺いしたいと思います。 

その１つが専門性の向上について、２点目、新教育課程において授業時数の増加についてでご

ざいます。３点目、児童の心のケアについて、４点目、小中学校の連携の強化についてでござい

ます。最後の５点目ですが、教科担任の教員数について、この５点についてお伺いいたします。 

以上、よろしくご答弁のほどお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〔管理課長 田口 寛君登壇〕 

〇管理課長(田口 寛君) おはようございます。それでは、１点目の本町の各小学校の学年ごと

の児童数、学級数と改正に伴う対象校の現状等についてと、４点目の関連として北海道教育委員

会が実施する小学校第１学年と第２学年の少人数学級実践研究事業に基づき１学級35人の児童生

徒数による学級編制の学校の見通しについて、関連がありますので、一括してご答弁いたします。 

令和３年２月２日に開催された閣議におきまして、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案が審議され、公立小学校の学級編制の標準を現

行の40人から35人に段階的に引き下げる改正案を決定し、国会に提案されたところであり、法律

案では令和３年度から令和７年度までの５年間をかけて、小学校第２学年から段階的に学級編制

の標準を引き下げることとしております。また、現在国の基準では小学校１年生のみが35人学級

の対象となっておりますが、北海道においては少人数学級実践研究事業として、加配活用により

１年生に加えて２年生についても35人学級編制となっております。この少人数学級実践研究事業

については、令和２年度に一部対象が拡大され、小学校３年生で基準学級数が１学級で、かつ児

童数が35人を超える場合については２学級編制とすることとなっており、本町では静内小学校に

おいて当該事業の適用を受け、２学級編制としております。当該事業は、令和３年度以降も継続
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することとなっており、静内小学校の新４年生においても引き続き２学級編制となる見込みであ

ります。 

一方、先日の道議会における北海道教育委員会の教育長答弁によりますと、少人数学級実践研

究事業をさらに拡大し、令和３年度以降、小学校３年生から順次令和６年度までに全ての学年に

おいて35人学級とする方針が明らかにされたところであり、北海道においては国の計画よりも１

年前倒しする形で35人学級が導入されることとなる予定です。 

なお、静内小学校以外の町内小学校５校については、児童数の状況から令和３年度以降35人学

級が導入されたといたしましても対象となる学校はありませんので、ご理解願います。 

続きまして、２点目の改正35人学級化に必要な教職員定数は、文部科学省は現在政策的に配置

してきた加配定数からの振替にて確保するとしており、きめ細やかな指導体制にはならないと考

えるが、教職員定数増の考え方と推移についてご答弁いたします。教職員定数の標準は、公立義

務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定されており、原則として学級

数、児童生徒数など学校規模に応じて算定されております。このほか同法第７条第２項において、

それぞれの学校における授業での指導方法の工夫改善など、児童生徒の心身の発達に配慮し、個

に応じた教育を実施するため必要と認める学校には教職員定数の標準に加えて教職員の配置数を

加えることができることとなっており、一般的に加配定数と呼ばれております。このたびの35人

学級化により教職員定数は増加するものと考えられ、加配定数からの振替となるかどうかは現時

点では不透明ですが、教員の働き方改革の上でも、よりきめ細やかな指導を求めるためにも学校

に教員配置数が増えるような適切な教員数の配置が望まれるところであります。 

少人数化は、きめ細やかな指導体制が可能になるなど期待が大きい反面、教員の成り手不足の

中、優秀な教員をどのように確保するかなど多くの課題があり、国や道の対応について注視して

いく必要があると考えております。町教育委員会といたしましては、都道府県教育委員会が権限

を有する県費負担教職員制度の基本的事項を踏まえつつ、国や道の動きを的確に捉え、本町の学

校教育における諸課題に適切に対応してまいりたいと考えております。 

議員ご質問の３点目の改正趣旨では誰一人取り残すことなく全ての子どもたちの可能性を引き

出す教育へと転換し、つまずきの解消と意欲を高める学び、習熟度に応じた学び、社会性、人間

性を養う学びが必要であるとしているが、教育行政執行方針の学校教育の充実に関する見解につ

いてご答弁申し上げます。２月２日に閣議決定された義務標準法改正案については、遡ること１

月26日に示された中央教育審議会の答申に関連した国の施策の一つであると捉えております。こ

の答申では、令和の日本型学校教育の構築を目指してというメインテーマと全ての子どもたちの

可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現というサブテーマを示し、急激に変化す

る時代の中で育むべき資質、能力とこれまでの日本型学校教育の成果と課題、そして2020年代を

通じて実現すべき令和の日本型学校教育の姿を示し、必要な改革をちゅうちょなく進めることで

従来の日本型学校教育を発展させ、令和の日本型学校教育を実現するよう求めております。また、

答申では、令和の日本型学校教育の構築に向けた今後の方向性について、全ての子どもたちの可

能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現のための改革の方向性についても示してお

ります。小学校の学級編制を35人に引き下げるとした義務標準法の改正は、その趣旨として誰一

人取り残すことなく、全ての子どもたちの可能性を引き出す教育への転換などが示されておりま

すが、まさに中央教育審議会の答申を受けた施策であることが明らかであります。 
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そこで、ご質問の義務標準法改正案の趣旨と教育委員会がお示ししました令和３年度の教育行

政執行方針における学校教育の充実と関係についての見解でありますが、教育行政執行方針の学

校教育の充実は新学習指導要領の趣旨を踏まえ、子どもたちが未来の社会を生きていく上で必要

な資質、能力、具体的には１つ、生きて働く知識、技能、２つ、未知の状況にも対応できる思考

力、判断力、表現力等、３つ、学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力や人間性等を

着実に身につけ、高めていくために必要な重点施策を述べているものでありますことから、中央

教育審議会の答申とも重なるものであり、結果として義務標準法改正案の趣旨とも一致するもの

であると認識しております。 

教育委員会といたしましては、今後におきましても新学習指導要領はもとより、中教審答申の

実現すべき令和の日本型学校教育の趣旨を踏まえつつ、各学校において個別最適な学びや協働的

な学びが実現され、質の高い教育活動が行われるよう、教育のデジタル化の推進など教育環境の

整備充実や教職員研修の充実など様々な施策を講じてまいりますので、ご理解願います。 

次に、大きな項目の２点目、小学校高学年の教科担任制の本格的導入への取組の考え方につい

てですが、城地議員からのご質問の中にもありましたとおり、令和３年１月26日の中教審答申の

中に小学校の教科担任制についてが盛り込まれたところでありまして、令和４年度導入を目指し、

具体的な内容については国の検討会議において今後決定されますことから、現段階では不確定な

要素を含んだことへの答弁となりますことをあらかじめご了承くださいますようお願いします。 

そこで、ご質問の１点目、専門性の向上について、２点目、新教育課程において授業時数の増

加について、３点目、児童の心のケアについてまでは関連性がありますので、一括してご答弁申

し上げます。小学校において教科指導の専門性を持った教師による教科担任制が導入されること

により、授業の質の向上や児童一人一人の学習内容の理解度、定着度の向上など、学びが一層深

まることが期待されます。さらに、令和２年度から小学校において全面実施されている新学習指

導要領では、３年生以上の授業時数がトータルで35時間増加しておりますが、教科担任制を導入

することによって教師の持ちこま数の軽減や授業準備の効率化によって学級担任の負担軽減につ

ながることとなり、教師にゆとりができることで児童の心のケアなど児童に寄り添った指導につ

ながるものと考えます。一方、課題といたしましては、当該教科の専科指導の専門性を担保する

方策や専門性を有する人材をいかに確保するかという方策について検討する必要があります。 

続きまして、ご質問の４点目、小中学校の連携の強化についてですが、教科担任制を小学校高

学年で採用すれば中学校の指導スタイルと同様となることから、中学校進学時にも早く学校に慣

れることができるという効果が期待され、中１ギャップと呼ばれる問題の解消に対して大変効果

的であると考えられます。また、小中の連携に関しては、校種をまたいだ教員の乗り入れ授業の

実施が考えられますが、教員が乗り入れをするということにつきましては、研究指定事業として

平成30年度から静内中学校が指定を受けている中１ギャップ未然防止事業の取組として、今年度

は山手小学校と静内小学校へ乗り入れ授業を実施しているほか、今年度から三石小学校と三石中

学校及び静内高校において小中高等学校英語教育支援事業を行っており、その取組の一つとして

中学の英語教師が小学校に出向き、学期に１回程度乗り入れ授業を行うなど、小学校と中学校の

連携を行っているところです。児童にとっても、受け入れる側の学校にとっても円滑な接続とい

う面で大変効果的であると報告を受けていることから、今後本研究指定事業の成果を取りまとめ、

小中の連携強化推進のために活用してまいりたいと考えております。 
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ご質問の５点目、教科担任の教員数についてですが、このことについては国や教員の任命権者

である都道府県教育委員会が現状の課題を整理して、次年度において協議決定していくこととな

ります。現在専科指導の対象教科として、外国語、理科、算数の３教科を挙げておりますが、35人

学級化に伴い必要となる教員の確保とともに、社会人などの多様な人材の活用や教員免許更新制

の在り方、小中両方の教員免許状を取りやすくする方策などの検討課題が挙げられ、今後随時検

討結果が公表されるものと考えております。町教育委員会といたしましては、早期に教科担任制

の実現を期待するところでありますが、詳細については現時点でお答えできる状況にはありませ

んが、今後の国や道の動きを注視しながら施策の推進に努めてまいりますので、ご理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) ありがとうございました。それで、何点かご質問していきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

ご答弁にありましたが、１点目の本町の各小中学校の学年ごとの児童、学級数の関連では、ご

答弁ありましたから分かりましたけれども、静内小学校が35人学級の枠の中で進められていると

いうことでございますが、本町６校小学校あると思いますけれども、その６校の小学校の学年ご

とではなくていいのですが、クラスの一番多い児童生徒数、これ各学校６校のそれぞれ分かれば

ポイントを押さえて人数教えていただければ幸いなのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) まず、昨年の５月１日現在の学年ごとの各学校の数字でよろしいでし

ょうか。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) 昨年現在ですと、高静小学校の第３学年が72人で２学級という編制

になっておりますので、１学級当たり36人というのが一番１学級当たりの人数が多いというよう

な学級になってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 静内小学校につきましては、第３学年が37人で一番多い、ここ２クラ

スありまして、割り算するとちょっと少なくなるとは思うのですけれども、学年の最高の人数で

いきますと静内小学校は37人、これが第３学年です。それと、東静内小学校ではこれも第３学年

で10人、山手小学校ではこれも第３学年ということで24人、桜丘小学校につきましては第１学年

が９人、三石小学校につきましてはこれも第３学年で33人、いずれも特別支援の生徒数は除きま

して、児童数でいくと今の状況、言った状況になります。 

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、今再確認にしたいのは、これは特別支援学級の生

徒は入っていないということでいいのですか。分かりました。 

それで、今お聞きしましたけれども、35人学級の中の40人から35人になった段階で、既に北海

道教育委員会では前倒しでやっているということなのですが、静内小学校が37だから２人オーバ

ーして、２で割ればそれなりになるのですが、高静小は72人になっております。それで、単純に

割ると36人だから、３クラスになっていくということにならないのか。そういうカウントにはな

らないのか、ちょっとその辺のところ。 
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〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) 申し訳ありません。高静小学校については、人数の一番多い学年は

４学年で96人、３学級でございます。第３学年は72人で２学級で  36人というふうになってい

るのですけれども、北海道のこの少人数学級編制の研究事業が１学年につき１学級のところで

35人を超える場合にはということでの条件がついているものですから、高静小学校は令和２年度

36人なのですけれども、その対象にはならなかったということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、先ほど特殊学級と言ったのですけれども、今そういう言い方をし

ていませんので、ちょっと訂正して、特殊支援学級ですか。 

〇16番(城地民義君) すみません、特別支援学級、訂正させてください。よろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それで、静内小学校は分かったけれども、今高静小が北海道の特例基準で

そういうふうになっていると思うのですが、今回の文科省で言っている35人学級に照らし合わせ

れば、今言うように高静は九十何人ですから、35で割るとそれなりのクラスになると思うのです

が、その部分は北海道の特例の部分に入っていないから、いわゆる来年度から高静には該当して

くるという考え方でよろしいのか、その点。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 高静小学校については、町内で一番多い学年ということで、一番対象

になってくるのかなと思うのですが、実は35人で割っても40人で割っても変わらないというその

児童数の中で入ってしまっているものですから、結果的には35人学級化になったとしても、転出

入の関係は今後ありますけれども、現状の人数の中では35で割っても40で割ってもその学級数に

ついては変わらないという状況になっています。 

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、その点。 

これは、これからの児童数の増減あると思いますけれども、それはそれとして２点目ご質問し

たいと思うのですが、今現在デジタル化でどこの教育委員会も含めて新たな教育を進めているの

ですが、文科省では20年度中に児童１人１台のデジタル端末を配備すると、それが完了するよと、

そういう見通しですよと。それで、文科省については、さらに少人数学級と情報通信教育の活用

によって、一層の一人一人のニーズに応じたきめ細やかな指導及び学びを可能にしていくのだと、

こういうことなのですが、ハードの部分については今年度予算で当町も完備されるのか、パーフ

ェクトに完備されていくのかどうかと。それと、それに伴って幾らハード的なものが整備されて

も、子どもに指導するべき教師の指導力と言ったら変ですけれども、指導体制がしっかりしなけ

ればならないと思うのですが、その点も十分新年度に向けて対応されていると、予算も格付され

ているという認識でよろしいのか、その点についてお伺いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 途中ですけれども、質問者の質問を聞いてください。 

太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) ご質問の今回のＧＩＧＡスクールに関する端末の整備でございます

けれども、こちらにつきましてはもう12月中に全ての児童生徒１人１台端末の配備、整備が終わ

っておりまして、３学期から既に運用を開始してございます。そのための教職員に対する研修に

つきましても10月に１度事前研修会を行いまして、12月から１月の冬休み期間中までの間にＧＩ
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ＧＡスクールサポーターで専門業者による研修会や町教委の職員からの各種研修会等を実施させ

ていただいているということでございます。 

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、教員の一番大事な子どもたちに対する指導体制、今言うＩＣＴ関連も含めて、今タブ

レットとかそういうことでオンラインもやっていますけれども、教師と子どもたちのそこのライ

ンがしっかりしていないと、幾らハード的なもの進めても前に進まないと思うのです。教職員の

指導力というのか、指導体制、それはもうパーフェクトで来年度に向けていける体制になってい

るという認識でいいのかどうか、そこの確認をさせてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) この端末等に関する子どもへの指導に対しての教職員の研修という

のも十分行ってございますので、こちらについても対応していけるというふうに考えてございま

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。よろしくお願いいたします。 

それと、３点目質問させていただきますけれども、この35人学級で文科省は今後該当になる学

校については、もちろん基準に基づいて教員を配置して学級数増やしていくということになると

思いますけれども、35人学級になっていない、いわゆる北海道、我々本町も含めてなっていない

学校が数多くあるというふうに認識しておりますけれども、今までは国、文科省で政策的に加配、

配置をしているというふうに認識していますけれども、今回の文科省の新たなその40人から35人

になっていく段階の中で、教員数が少なくても増えていかなければこの改正法案はできないと思

うので、必ずや文科省は先生を増やしていくということになると思いますが、文科省の言い方を

見ると現在の加配の定数の先生が既存にいるので、そちらのほうにシフトするからというような

考え方でいるようですけれども、それでは今までの加配定数の補われていた学校の子どもたちの

学力の向上のための分が不足していくというふうに考えるのですが、その部分についての考え方

で、もしそういうことが加配が必要なところの学級等について不足になった場合は、町教育委員

会で予算的にも含めて、独自の補充体制で予算化をして、学力向上に結びつけていくという認識

でいくのかどうなるか、その点についてもお伺いいたしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 国のほうの考え方、法律案もまだ通っていない状況ではございますけ

れども、基本的に教職員の定数については、機械的に人数で計算される基礎定数と呼ばれるもの

と、城地議員おっしゃっていた政策的に行われる加配定数、これで構成をされているというふう

に思いますけれども、当町の状況でいくと加配定数の部分については令和３年度もほぼ通常どお

り加配されたということで、ただ国のほうの予算も総枠あると思いますので、基礎定数のほうで

35人学級化によって当然、少子化によって下がる部分と35人化によって定数が上がる部分と相殺

してどのようになっているのか全国的な状況分かりませんけれども、そこで不足する部分につい

ては加配定数との調整はあるのかもしれませんけれども、現状では当町においては加配定数のほ

うについては影響はなかったということでよろしいでしょうか。 

 それで、新年度の独自に教員を配置するということについては、市町村で独自にやられている
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というところももちろんあるようですけれども、基本的には北海道単位でそこら辺は考えるべき、

国単位で考えるべき、国が法律を決めて都道府県が考えるべきものというふうに思っております

ので、当町としましては独自の教員のプラスアルファの部分については現時点では考えてござい

ません。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 予算に関わることでございますので、十分検討して今後推移に見ていただ

ければいいかと思います。 

次に、大きな２点目のほうに移りたいと思います。いわゆる高学年、小学校の５年生、６年生

の教科担任制でございますけれども、数学と理科と英語と。英語については既に進んでいるとい

うことなのですが、私が言うまでもなく主要３科については、子どもたちも今後の将来も含めて、

次のステップの中学校あるいは高等学校に行く段階で重要な教科にはなってくると思いますけれ

ども、それでまず１つ目お聞きしたいのですが、この教科の中で小中の連携の関係ですけれども、

先ほど課長からるる詳しく説明ありましたけれども、先行してそれぞれの小学校と中学校の小中

連携を進めていっているのだと。そして、さらには先ほどの説明では静内高等学校との連携もし

ながら、学力向上のためということなのですが、普通一般的には小中連携、私立高等学校では小

中一貫教育でやっているので、いろんなこういった教科については調整できていいと思うのです

が、なかなか小学校と中学校が分離する中では難しいと。過去においては、ここであったのかど

うかは知らないけれども、小中併置校については同じ学校で小学生と中学生、それぞれの児童生

徒が同じ学校で学ぶから、教科の区分は別にして先生方の交流がある程度幅広く校長さんの権限、

あるいは教育長さんの指導でやれたと思うのですが、そのケースはここの町ではないから難しい

と思うのですが、小中連携をする段階で中学校の教員が先ほど説明あったように小学校に来てや

っていただくということが今進めているということでございますけれども、他の教科、例えば３

教科以外の音楽だとか体育だとか、そういう部門でやっている学校も結構あると思うのですが、

それは別にして、例えば違う学習面でやっているということが何年か前にあったのかどうか、そ

の点、なければないでいいのですが。 

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) 先ほどの課長の壇上の答弁の中にもありましたけれども、静内中

学校で中１ギャップ未然防止事業というのに取り組んでいるのですけれども、その中で今年度は

山手小学校と静内小学校へ乗り入れ授業を行ったというように答弁をしましたけれども、これに

つきまして今年度山手小学校のほうには音楽の授業で中学校の先生が小学校で授業をしておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それと、もう一点ちょっと確認したいのですが、答弁にありましたけれど

も、この小中高の連携、大変すばらしいことだと思うのですが、これも教育長の指導力のたまも

のだと思うのですが、静内高等学校との交流の内容的なものは３教科の中の一つに入っているの

か、それとも違う部門での交流を模索していくのか、その点、簡単でいいので。 

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) 静内高等学校との交流の部分につきましては、小中高等学校英語

教育支援事業というような指定事業の一環で行われております。これにつきましては、北海道の



 － 9 － 

ほうから小学校、中学校、それから高等学校、それぞれの段階において英語で身につけさせるべ

き能力、これをまとめたものが北海道キャンドゥーリストというものがあるのですけれども、こ

れに基づいてそれぞれの段階において身につけさせるべき英語力を身につけさせるというような

事業を行っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 私はすばらしいことだと思いますし、今後もより一層、難しいと思います

けれども、小中高の連携を図って、こういった事業を積極的にやっていただければと思いますけ

れども、それに加えて今小中高等学校、静内高校の連携で三石小中学校との連携をやっているけ

れども、私は違う面でもすばらしいと思うのは、進学する意味でも地元の高校に対する先生方の

交流があれば必ずや地元の高校へという意欲が高まるというのは、これ実際ほかでもやっていま

すので、このことは私はすばらしいことだし、今後とも高等学校との連携を図っていければ、学

力はもちろんですけれども、違って意味でもいいのではないかなと思いますので、この点につい

てもご検討を進めていただければいいと思います。 

最後にしたいと思いますけれども、今回質問いたしました35人学級、それから教科担任制の問

題、非常に学校教育も変わってきたと思うのですが、このように時代の変化に合わせた小中教育

の在り方にありまして、公立小学校１学年35人学級の改正だとか、あるいは小学校５、６年生の

高学年での教科の担任制の導入などについて教育制度が大きく変わる状況の中にありまして、教

育長の所見というのですか、教育に対する今後に向けてのこういったことに対する所見があれば

お伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 教育長。 

〇教育長(髙野卓也君) 私の見解ということでご質問でございますので、お答えをさせていただ

きます。 

35人学級の導入、それから小学校高学年の教科担任制、こういった制度改革というのは新学習

指導要領、小学校は令和２年度、そして中学校はこの４月から全面実施となる新学習指導要領の

趣旨や狙いをよりよい形で学校現場において実現をするというところに目的があるというふうに

認識しています。この２つの新しい制度もそうなのですが、ご質問の中で触れられておりました

ＧＩＧＡスクール構想に基づく教育のデジタル化、これもまさにそういった狙いがあるわけでご

ざいます。新学習指導要領の目指すところは、執行方針の中でも申し上げましたけれども、未来

社会を生きていく上で子どもたちにとって必要な資質、能力をしっかりと身につけさせて、高め

させるというところにあります。いろいろと国の施策も踏まえながら、町教委においてもこれま

で随時取り組んでまいりました。この35人学級、それから教科担任制についても道の研究指定事

業等々があるものですから、それを有効に活用しながらこれまでも取り組んでまいりました。こ

の研究の成果を制度化されたときにしっかりとした形で生かしていけるように進めていきたいな

というふうに考えてございます。 

ただ、こういった35人学級ですとか教科担任制ですとか、あるいは教育のデジタル化ですとか、

こういうものが進められたからといって子どもたちが見違えるように力をつけていくのか、ある

いは学校課題が解消されていくのかといったら、そうとは言えないのだというふうに思っていま

す。そのためには何でこれをやるのか、何でこういう施策をするのかというその背景にある目的、

狙い、そういったものを学校現場におられる先生方皆さんがしっかりと理解をした上で、そして
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自分がなすべきことは何なのかということを考えながら、研さんを深めて取組を進めていく。教

育のデジタル化のよさ、あるいは35人学級のよさ、教科担任制のよさ、そのよさをしっかりと生

かしていくのだという、そういう意識を持って、そういう姿勢で子どもたちに向かっていく。そ

ういう教師のたゆまぬ営みがこの制度化によって大きな成果を生み出すのだというふうに私は認

識しています。そういった意味で、本町の先生方が校長先生を中心に一丸となって、子どもたち

のためにしっかりと資質、能力を高めるためにこの制度を有効活用して、取組を進めていきたい

なというふうに願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) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) ご丁寧なご答弁ありがとうございました。 

これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちく

ださい。 

休憩 午前１０時１８分 

                                            

再開 午前１０時２０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。 

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。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業につい

て質問をさせていただきます。 

まず初めに、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げる

とともに、被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。 

今年２月17日より新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が国立医療関係者の先行接種開始で

希望する全国民にワクチン接種をするという未曽有の一大プロジェクトが始まりました。新型コ

ロナウイルス感染症は、この１年間で多くの貴い命を奪い、経済にもかつてない大きな打撃を与

え、私たちの生活をも大きく変えました。世界中で始まっているワクチン接種は、感染拡大を終

息させる大きな一手として期待が高まっています。 

私たち公明党は、昨年７月、海外のワクチンの確保に向けて交渉を急ぐよう強く政府に求め、

予備費の活用の提案をし、停滞していた交渉の突破口を開き、政府は１億5,000万人分以上のワク

チン購入を製薬会社３社と契約をしました。海外メーカーとの交渉進展、海外ワクチンを国内生

産で安定供給する体制の構築、政府に常に国際協調を求め、強い後押しの結果、低所得国と共同

購入する国際枠組みコバックスファシリティーを積極的に進め、貢献をしてきております。そし

て、国内で16歳以上の希望者へのワクチン接種の発表がされました。政府は３月25日、ワクチン

の高齢者向けの優先接種を４月12日から開始し、４月24日までの当面の計画を発表されました。

新ひだか町のワクチン接種希望者は、４月から65歳以上の高齢者、次に基礎疾患のある人、高齢

者施設等の従事者、その他の方々となり、２回の接種となっております。町の対策室では、住民

への周知と啓発、対象者へ情報提供、またワクチン接種体制等の対応で大変に忙しい中だと思い

ますが、町民の安心、安全を第一に、町民が理解をしてワクチン接種が円滑に進むように何点か
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の質問をさせていただきます。 

まず、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種体制についてお聞きいたします。まず、１つ目、

町にとって初めての一大プロジェクトのワクチン接種事業に対して、町長の意気込みと決意をお

聞かせください。 

２点目、医療関係者の方は、北海道が主体で３月にワクチン接種されますが、本格的に町にワ

クチンが届くのは４月26日とのことですが、何人分のワクチンが届くのかお聞きします。 

３点目、今後始まるワクチン接種は、集団接種と個別接種がありますが、ワクチン接種会場の

場所については医療機関、公共施設、高齢者施設等、何か所の会場を予定しているのかお聞きし

ます。 

４つ目、ワクチン接種では医師会の協力がなければ接種ができませんが、医師会とはどのよう

な話合いで、何名の医者の協力を得られているのか。また、医療関係従事者の人員の確保はでき

ているのかお聞きいたします。 

５つ目、町民に安心、安全なワクチン接種をしていただくには、丁寧な周知、丁寧な情報提供、

また一人でも多くの方に接種していただけるような勧奨も大事です。今後町民への周知と情報提

供と接種勧奨はどのように行うのかお聞きいたします。 

６つ目、町から接種券が届いて心配なことがあれば、町民は必ず問合せや相談の電話をしたい

と思うはずです。相談する窓口があれば町民は安心するのではないでしょうか。相談窓口かコー

ルセンターの設置をすべきと思いますが、町の考えをお聞きいたします。 

７つ目、今後ワクチン接種がスタートすると町の職員の対応が必要となりますが、何名の応援

人数となるのかお聞きします。 

８つ目、北海道にワクチン接種事業計画書の提出がありますが、国から新型コロナウイルスワ

クチン接種対策費国庫負担金、接種体制確保事業費の補助金が出ておりますが、上限額で賄い切

れるかお聞きいたします。 

大きな２つ目、ワクチン接種記録システムの導入体制について。１つ目、ワクチン接種記録シ

ステム導入について町の率直なお考えをお聞きいたします。 

２つ目、このワクチン接種記録システムの目的と今までの予防接種との相違点についてお聞き

します。 

以上、ここでの質問を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) 建部議員のご質問の新型コロナウイルス感染症ワクチンの関係でございま

すけれども、概括的なところにつきまして私のほうからお話をさせていただきます。 

この新型コロナウイルス感染症というのは、その発生以来多くの方が健康を損ない、苦しんで

おられます。また、それに伴い医療機関にも大きな負荷を及ぼしていると。国民全体に感染防止

対策の徹底が求められている中で、これまでに類を見ないほど国民生活に多大な影響を与えてい

るというふうに認識してございます。このような中で、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接

種、これは感染症の対策の重要な柱と今現在なっているわけでございます。我が国がかつて経験

したことのないほどの大規模な取組にもなるわけでございます。何よりも住民が安心して接種で

きる環境づくりに向けまして、この２月１日にワクチン接種対策室を設置し、医療機関の皆様を
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はじめ各方面からのご協力をいただきながら、現在準備を進めているところでございます。 

ワクチンの供給スケジュール等につきましては、報道などでも刻々と日々変わってきている情

報が入ってきてございまして、これは世界的なワクチン不足の影響とかもありまして依然として

不透明な状況にございますが、当町では高齢者のワクチン、ほかの市町村よりも先行して配付さ

れることとなりまして、４月12日の週には量といたしましては１バイアル５回接種換算で975回接

種できる分のワクチンが到着することとなってございます。現時点で最も有効とされております

このワクチン接種が円滑かつ効果的、効率的に実施できますよう、北海道をはじめとする関係機

関ともこれまで以上に連携を図りながら、事業推進に努めてまいりたいというふうに考えてござ

います。今現在特効薬がない中でこのワクチンしか頼るところはないわけでございますので、十

分健康状態にも配慮しながら、円滑な接種、これに努めていく必要があるというふうに思ってご

ざいます。 

あとの個別具体的な点につきましては、担当の職員より答弁させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田ワクチン接種対策室参事。 

〔ワクチン接種対策室参事 角田しのぶ君登壇〕 

〇ワクチン接種対策室参事(角田しのぶ君) 建部議員ご質問の新型コロナウイルス感染症ワクチ

ン接種事業についての２点目以降についてお答えします。 

まず、ワクチン提供については、世界的なワクチン不足等により、各自治体へのワクチンの供

給が日程及び数量ともに当初の予定から大きく変わり、不透明な現状で、現在のところ４月より

少量ながら都道府県への供給が開始され、４月26日の週には全国の市町村に対してファイザー製

ワクチンが１箱ずつ供給される見込みとなっていることから、当町にも４月末には１バイアル５

回接種換算で975回接種分のワクチンが到着するのではないかと思われます。 

３点目の当町での接種方法については、町民皆様が安心して接種いただけるよう個々の健康状

態等を把握しているかかりつけ医で接種する個別接種とかかりつけ医を持たない方々に対応する

べく大きな会場で実施する集団接種を並行して進めることと考えており、現在のところ個別接種

は町内９つの医療機関で、集団接種は会場を新ひだか町公民館及び新ひだか町総合町民センター

はまなすの２か所を予定しており、移動が困難な高齢者施設等に入所されている方に対してはか

かりつけ医が訪問して接種していただくなど、接種環境を整えているところであります。 

４点目の医師会からの協力についてのお尋ねですが、本件につきましては各医療機関と個別に

協議を進めさせていただいており、ワクチン接種事業へのご理解の下、積極的な協力をいただい

ており、集団接種会場の運営に対しても６医療機関からの医師、看護師派遣の協力が行われるこ

ととなっており、現状で不足している看護師については、確保に向けさらなる協力の要請や募集

等、接種体制に万全を期してまいりたいと考えております。 

５点目の町民への周知についてでございますが、ご指摘のとおり、新たなワクチンに対する不

安を抱える住民への周知や情報提供は、本事業を推進する上で最も大切なことの一つであると認

識しており、今後も可能な限りの情報を広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用しながら発信し

ていくとともに、接種対象者となる皆様へ送付を予定しております接種券にも各種情報素材を同

封させていただき、少しでも不安が解消されるよう努めながら接種勧奨を行ってまいりたいと考

えております。 

６点目の相談窓口については、現在国のコールセンターが設置されておりますが、住民の皆様
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が正しい知識を持って接種を判断できるよう町としても相談ダイヤルの開設を検討しているとこ

ろであります。 

７点目の町職員の対応についてでございますが、ワクチンの一定程度の数量確保と安定的な供

給が前提条件となりますが、集団接種会場を運営するに当たり、１会場１日当たり10名程度の職

員を配置し、受付や案内及び誘導等、様々な業務に当たることとしております。 

８点目の補助金等についてでございますが、ワクチン接種対策費国庫負担金は、接種者数に応

じて国の基準に基づいて交付されるものであり、町として基準の範囲内で事業費を設定している

ことから不足が生じることはありませんが、ワクチン供給スケジュールが明確でないなど接種事

業の期間設定が非常に困難な状況にあるワクチン接種体制確保事業費補助金は、上限額を超過し

た場合も国からの手当が予定されておりますが、現段階では補助金上限額の範囲内での実施が可

能と考えておりますので、有効に活用してまいりたいと考えております。 

接種事業の項目２点目、接種記録システムの導入についてでございますが、１点目、２点目併

せてお答えさせていただきます。システム導入は、先月17日の自治体説明会において初めて明ら

かになったところであり、詳細なシステム内容等が現在のところ不明確でありますが、例えば１

回目とは異なる市町村で２回目の接種を受けようとする方への対応等について、接種確認に要す

る利便性が向上され、従来の予防接種では接種医療機関からの報告に基づき管理台帳に入力する

ため、データ化に数か月を要していたところでありますが、本システムの導入により接種状況の

迅速な把握が可能となり、各種情報も瞬時に提供されるなど、様々な利点があるものと期待され

ておりますので、十分に活用してまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 建部議員、ここで休憩取りたいのですが、よろしいでしょうか。 

〇13番(建部和代君) はい。 

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３７分 

                                            

再開 午前１０時４８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。 

 町長から発言を求められておりますので、町長。 

〇町長(大野克之君) 先ほど私の答弁の中で、４月12日の週には先行して配付されるものが来る

というふうに、ワクチンです、お話ししたところなのですが、今し方連絡がございまして、４月

19日の週ということで、これほど刻々と情勢が変わっているということをご理解いただきながら、

ワクチンの議論をさせていただければというふうに思う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) 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、これから再質問をさせていただきます。 

まず最初に、４月からいよいよワクチン接種が始まるわけなのですけれども、まず当町の接種

対象者の人数なのですけれども、65歳以上の高齢者というのが先日ちょっとお話しされていたと

思うのですけれども、7,600人と聞いておりますが、基礎疾患のある方、高齢者施設等の従事者、

また16歳以上のその他の方々の人数はそれぞれ何名対象者がいるかお聞きしたいのですけれど

も。 
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〇議長(福嶋尚人君) 田中ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(田中陽子君) まず、64から16歳の人口なのですけれども、１月１日

現在の人数にはなりますけれども、約１万1,000人おります。あと、医療従事者についてなのです

けれども、道のほうからの今回の先行接種に当たり予約接種リストを上げてもらった情報により

ますと約800人町内におります。それは医療従事者のみならず、薬局などに勤める方も入っている

そうです。あと、基礎疾患を有する者については、これは試算の方法が国から示されておりまし

て、その試算の方法に当てはめたところ、基礎疾患を有する者で20歳から59歳の場合については

約1,070人いるという試算になっております。あと、高齢者施設の従事者数につきましても試算の

方法に当てはめたところ、約320人いるというふうに試算しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) そしたら、今お話ししていただいた方々というのは、これ足したから合計

ということではなくて、それぞれダブっている方もいらっしゃるということでよろしいのでしょ

うか。ですと、現実に何名の方がいらっしゃるというと、65歳以上の方と64歳から16歳の方を足

したら、要するに対象者がそれだけの人数がいらっしゃるという認識でよろしいのでしょうか 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 大きく分けて例えば16歳から64歳までの方が約１万

1,000人で、現在のところを令和３年度中に65歳となられる方、65歳以上の方というのが7,800人、

合計１万8,800人程度というふうに押さえております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) ありがとうございます。 

それで、次に質問をしていきたいと思うのですけれども、先ほど町長のほうからご答弁ありま

して、北海道に先行のワクチンが来られた中で新ひだか町は管内で最初に選考の配分先というこ

とで新聞にも掲載をされておりますが、そこで新聞の記事を読みますと少ない人数、要するに

975回分しか来ないということで、きっと高齢者施設の入居者の巡回接種になるのではないだろう

かという記事を読ませていただいたのですけれども、それで間違いないでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 道のほうから今回の先行接種分の接種方法について現在

基準のほうが示されてきたばかりです。今後それらを見まして当町の対応を決定し、迅速に進め

てまいりたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) そしたら、４月26日以降に来る分ですか、24日以降ですか、来る分、１箱

各町村に配付をされるというお話は政府のほうでされているのですけれども、それと一緒に考え

て接種をしていくという、今の国からというか、道から接種の対象者の指示があって、その方々、

その部分も一緒に接種をしていこうという考えで今はいらっしゃるのかどうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 道のほうから送られてきている部分が先ほどご説明した

とおり４月19日の週に来ます。国から直接全国の各自治体に１箱ずつ届けられるのが４月26の週

になります。今回のファイザー製のワクチンというのは２回接種が原則でございます。３週間後

に２回目の接種が必要となります。そういったことから、５月のワクチンの入荷状況等、そうい
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ったものが非常に大事になってまいります。４月19の週に来たものを打ったところで３週間後に

ワクチンが届いていないといったことにならないように、ワクチンの５月における供給スケジュ

ールを見ながら１回目と２回目、要するに975回分を２回、２倍の方に接種できるのかどうなのか、

その辺の状況を見ながら判断してまいりたいというふうに考えております。 

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。 

次、先日３月５日に町の医療従事者へのワクチン接種が行われておりますが、ワクチンの数が

少なかったということで、人数が127人分のうち75人分しかワクチンがなくて、残る方がいたとい

うお話を聞いております。それで、その方々の接種というのは、道のほうからいつ頃とかという

話というのはあったのでしょうか。次に打つ、次というか、その残りの人方の分ということにつ

いては何かあったのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 医療従事者向けの先行接種については、道のほうで接種

希望者を取りまとめて接種体制を整えているところでございます。今回日高、東胆振管内での新

型コロナウイルス感染症対応の医療機関を優先的にということで、当町の町立静内病院にも75名

分のワクチンが届いたところであります。ただ、今後については、ちょっと道とも情報共有取れ

てはいないのですけれども、全くワクチンがいつ頃入って、どのぐらいの数量入ってといったと

ころがまだ見通せない状況でありますけれども、国のほうでは６月には医療従事者等向けのワク

チンの供給を完了したいという意向でありますので、今後の状況の推移を見ていきたいなという

ふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 次、３点目の質問に移りたいと思うのですけれども、ワクチン接種会場の

場所なのですけれども、ご答弁いただきまして、個別接種は９か所の医療機関でということと、

あと集団接種は新ひだか町の公民館と新ひだか町総合町民センターはまなすということでお聞き

しました。それで、個別接種というのは町内の９か所の医療機関ということなのですけれども、

それでその病院については、もしお話ししていただければ、どこどこの病院が個別接種をされる

病院なのか、すみません、よろしくお願いします 

〇議長(福嶋尚人君) 田中ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(田中陽子君) 町内の医療機関において、まず個別接種が実施可能な

のかどうかということを各医療機関と協議させていただきました。その中で、医療機関が実施可

能であるということの協力の意向を回答いただいているところです。現在も調整中な部分もござ

いまして、まだ最終決定に至っておりませんので、医療機関名についてはまだ公表ができません。 

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。きっと接種の券が配付されるときには、きちんと９か所の

どこどこということで書かれているか何かされるのではないかと思うのですけれども、やはり町

民は自分がかかりつけの病院が本当に接種してくれるかどうかというのはすごく不安な部分もあ

るかなと私は思いましたものですから、もし公表できればなということでお聞きさせていただき

ました。分かりました。 

それとまた、個別接種と集団接種ということで今話をされていますけれども、例えば郡部のほ
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うで何か足がなくて来られないという、まず会場に、かかりつけも特に持っていないという方に

対する対応というのは、町としてどのような形で接種をされていこうと考えているのかお聞きし

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(田中陽子君) かかりつけがない方については、多分集団接種という

方法を選択されることを想定しております。その方たちの交通手段がないということも十分想定

しておりますので、その場合については郡部を結ぶバスの運行なども検討しているところでござ

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) これについては、きっと接種券の関係で申込みあった段階でその方はどう

するのだろうだとか、もしあれだったバスの運行をしっかりとお伝えするなり、きちんとするの

ではないかなと思っていますので、その辺はそういう考え方で私もいきたいと思うのですけれど

も、それと次に視聴覚障がい者の方に対するワクチン接種会場の対応は、合理的配慮等が必要で

はないかなと私思うのですけれども、高齢者だけでもなく、今後いろんな方が接種される場合必

ず必要ではないかと思うのですけれども、それで福祉サービス、公的な福祉サービスには支援を

しっかり行っていくべきだと思うのですけれども、その辺の対応はどのように考えているかお聞

きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(田中陽子君) 障がいの特性に応じた対応については、十分丁寧に考

えてまいりたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 丁寧に対応していただけるのだと思うのですけれども、同行支援だとか行

動支援だとか移動支援だとか、まして耳の聞こえない方、遠距離手話サービスって今年町として

も取り組んでいる部分だと思うのですけれども、そういうこともしっかりと公的福祉サービスの

支援をやっていただきたいと思っていますけれども、そういう考えでよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 集団接種会場の運営において視覚障がい者等をはじめ

様々なケースが想定されます。国からも会場運営マニュアルだとか、それから他の自治体での取

組、そういったものも参考にしながら、当町も丁寧な対応に心がけていきたいというふうに考え

ております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 本当にそういうところというのは、町民にとって安心、安全な接種体制と

いうか、しっかりと取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

あと、今接種に対して医師の方は６名の方がやっていただけることと、あと看護師さんが少な

いという先ほどのお話があったのですけれども、きっと募集をされているのだと思うのですけれ

ども、どういう形での募集を今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) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 集団接種会場を運営するに当たって、基本的に医師１人、

それに対して看護師２人、医師が問診をして、２人の看護師で接種するといった流れとなります。
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そのため集団接種会場運営するのに医師１、看護師１までは確保できていて、もう一人看護師が

不足するという日程も若干数ございます。そういったところもありまして、現在もう一度町内の

各医療機関のほうに再度協力の要請、そういったものをしながら、またそれでも埋まらないよう

なときには関係機関等の協力を得ながら、その不足している部分を埋めていって、必要であれば

一般募集と言ったらあれなのですけれども、そういった形で体制を整えていきたいというふうに

考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) いよいよ始まる接種ですので、足りなくて皆さん大変な思いされるのは本

当にいかがなものかなと思いますので、できるだけ安心して、安全に、負担が少ないような体制

でしっかり組んであげなければいけないなと思うのです。そういう部分では、早めに早めに募集

をかけていくということも必要かなと思いますので、その辺検討いただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

次のほうに移ります。５番目のほう、要するに今回対象者に対して郵送する接種券なのですけ

れども、この部分についての送付時期というのは、いろんな国の流れから見ると３月の中旬から

下旬ぐらいに各町村で発行されるのではないだろうかというお話なのですけれども、当町として

はその流れで接種券の送付を考えていらっしゃるのかどうかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 但野ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(但野成康君) 各情報の内容と送付時期がいつかということなのでし

ょうけれども、今やはりワクチンの供給が遅れているという部分で、当初４月中にはワクチン接

種券等々書類が届いて、始められるという想定でいたのですが、時期が遅れているというところ

で、その中でも同じように接種判断の基となるＱ＆Ａですとか、あと予約方法などを大きな文字、

イラスト等を用いた高齢者に分かりやすく、丁寧にお伝えするような内容でもちろん考えており

ますし、送付時期につきましてはとにかくもうワクチンの供給状況、ここにかかってくる話にな

ると思うのですけれども、医療機関等の協力体制、ここは常に固めていきながら、送付に向けて

準備していきたいなと。 

ただ、高齢者については、接種判断、私は接種していいのかちょっと迷うなという方も結構お

られると思います。それで、一定の期間、時間をちょっと要するということも踏まえまして、そ

ういうところも考慮しながら設定時期を決定していきたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) そしたら、国の流れは、要するに現場としては接種するワクチンが届かな

いという部分での判断がなかなか国の思いどおりにはいかないということだと思うのですけれど

も、そういう部分からして３月下旬ぐらいの発送というのはちょっと難しいのではないだろうか

なという判断でよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 当然ながら、今答弁したとおり、ワクチンが確実に来て

いないと、打てる体制がこういうふうになりますよといったところでないとなかなか接種券とい

うのも送れないし、逆に接種券を送ってもいつまでたっても打てないといったそういった混乱が

生じないように、あくまでもワクチンの供給、そういったものをまず考えながら送付時期等は判

断していきたいなというふうに考えておりまして、現在のところ３月下旬でのというのはちょっ
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と難しいのかなというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) ワクチンが来ないとなかなか動くにも動けないというお話だと思うのです

けれども、よく分かりました。 

それで、きっと準備はされていると思うのです、接種券の。いつ来てもすぐ発送できるなり、

準備はされているのだと思うのですけれども、接種券と同封されるいろんな町民に対して、まず

は65歳の高齢者になると思うのですけれども、いろんな情報、周知だとか勧奨だとかという意味

のチラシというか、説明文章ですか、一緒に同封されるのではないかなと思うのですけれども、

その同封される内容のチラシというのか、どういうのを今のところ同封しようと考えているのか、

分かる範囲で教えていただきたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(田中陽子君) まず、接種券の同封物については、まだ確定はしてお

りませんけれども、考えていることについては、まず接種判断ができるためのＱ＆Ａなども同封

しようと思っております。あと、接種会場がどこにあるのかなどといった接種方法について分か

るものを同封したいと思っております。あと、それに併せてもちろん予約方法ですとか、あと先

ほどお伝えしましたとおり、バス運行等があったらその情報等も併せて同封しようと考えており

ます。あと、媒体については、内容は今のとおりなのですけれども、工夫といたしましては但野

主幹が言ったような絵を使うだとか分かりやすい表現にする、文字を大きくする、あとカラーを

使うなどといったようないろんな工夫を考えてやっていこうと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) よろしくお願いしたいと思います。 

そこで、今お話しした接種券の中に予約体制の部分もきちんとどういう形を取るのかというこ

とだと思うのですけれども、それできちんと今のところ準備はされていると思うのですけれども、

予約体制についてどういう形で町民から受けていくのか。もちろん接種しない人はしないと思う

のですけれども、例えば皆さんが予約システムがもしあるのであればそれにするのか、ホームペ

ージでするのだとかいろんなイメージが湧くのですけれども、町としては例えば電話だとかファ

ックスだとか、いろんな人に対する対応もあると思うのですけれども、その辺というのはまだ決

めていないのか、ざっくりやっていこうとされているのか、その辺の今の考えで構いませんので、

ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 予約についてでございます。まず、接種方法の違いによ

ってやっぱり予約方法というのも変わってくると思います。個別接種については、町内の各医療

機関等で独自のと言ったらあれなのですけれども、一番医療機関が負担にならない方法、例えば

定期通院時に予約を取るとか電話だとか、それは各医療機関等によっての独自の手法に一任した

いなというふうに考えております。 

質問の集団接種に係る予約の受付方法ということでございます。各自治体とも予約システム的

にコンピューターボイスで回答するような、ガイダンスで予約するとか、そういった手法等も取

られているところもございます。ただ、当町としては、やっぱり高齢者が今回まず最初の予約対

象となりますので、なるべく分かりやすく簡単な方法が一番いいのではないかなというふうに考



 － 19 － 

えております。そのためには、やはり電話予約というのが主流になるのかなと思いますけれども、

その他の方法も現在検討しておりまして、なるべく分かりやすい方法、こちらを選択して進めて

まいりたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 予約体制の部分は分かりました。 

それで、先ほど相談ダイヤルの部分のお話、ぜひ町としても考えていきたいというお話をして

いただきました。それで、接種券が届けばいろんな問合せ等が必ずあると思うし、私はどうした

らいいのだろうとかきっと言う方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ接種券の前には相談

ダイヤルの開設していただきたいと思うのですが、今はそういう具体的な相談というのは何件か

来ているのでしょうか。そういう接種に対する、ワクチンの接種について、すみません。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(田中陽子君) 件数については明確ではございませんけれども、数件

の接種に係る相談は来ております。いつから始まるのか、始まることができるのか、または打た

なければ駄目なのかなどといったような相談は何件かございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 今も来られているということで、ぜひ開設時期をちょっと前倒しにでもし

て、来られた方には丁寧に、本当に納得するような形で相談に乗ってあげていただきたいと思う

し、本当に接種したい人に対しては誰一人も取り残さないという思いでぜひお願いしたいと思い

ます。 

それで、８つ目のところの質問になるのですけれども、予算の関係、先ほど言ったようにオー

バーすれば、国のほうでしっかり見ていただけるというお話は再三国のほうでお話をしているの

ですけれども、今回後で質問する接種記録システム導入をされていくと思うのですけれども、こ

のシステムの経費というのはまだ予算には、要するに今回道に報告する予算ありますよね。予算

というか、報告書、計画書、これについてはまだこの予算は組み込まれていないということでよ

ろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 但野ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(但野成康君) 予算は、本当の当初の段階で一部組み込んでおる予算

もあります。ただ、その後国からのシステムとの連携の部分で、どうしてもここを改修していか

なければならないというところがシステム上出てきまして、その部分に対して国は急遽100万円と

いうシステム改修費を必要とされる全市町村に配付する形、当初の補助申請額に含めていいよと

いうところで、一律100万円を加えた形でシステム改修費としてあてがわれている、そういう状況

になっています。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) この記録システムの導入については、上限額がちょっと上がっていますし、

またこの導入したときに今言った100万円もしっかりと組み込まれるということですので、という

ことで今回の報告には載っていないということで了解しました。 

それで、次に大きな２点目のシステム導入について１点だけ、国の説明会等今一生懸命開かれ

ていますから、今は一緒になって勉強されているのだと思うし、なのですけれども、全国いろん

な話を聞きますと、要するにこのシステムというのはその日のうちに入力をしなさいというお話
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なのです。そういうことをすることで、各全国あの人はどこで何回打ったかとかとすぐ全国の市

町村というか、自治体が分かるようなシステムだと聞いているのですけれども、そうなれば集団

接種する場合というのは町の職員がついたり、いろんなことで結構人数がいらっしゃると思うの

ですけれども、個人病院の先生が要するに個別的に接種した部分の入力というのは何かすごく大

変だよというお話も聞くのですけれども、この辺は今後実際にいろんな話聞いた中で感じる部分

かなと思うので、国が幾らでもお金出しているからいいという方向もあるのですけれども、そう

いうところで失業された方を採用されて入力してもらうだとかといういろんな対策がされている

ようなので、その辺も検討していただければなという思いでおります。 

それと、私も最後になるのですけれども、ワクチン接種の記録システム導入というのは、ワク

チン接種事業を円滑に進めていく上で私は本当に重要な取組の一つだなというのを思っておりま

す。誰がどこで何回接種したかというのがすぐ分かると。だから、今言ったように全国の自治体

が共有するベースでありますし、またワクチン接種当日混乱なく接種が受けられるためにも、そ

ういうシステムは本当に必要だと私も思っております。これから始まるワクチン接種ですが、ス

ムーズに行われますように万全を期していただきたいと思っておりますので、以上で私の全ての

質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちく

ださい。 

休憩 午前１１時１８分 

                                            

再開 午前１１時２０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。 

 12番、畑端君。 

〔12番 畑端憲行君質問者席へ〕 

〇12番(畑端憲行君) それでは、通告に従いまして、私は２件の質問をさせていただきます。 

まず、１件目は、町長の在任中の実績と残り１年の町政運営についてでございます。町長は、

平成30年４月15日の選挙立候補に当たりまして、生まれ育った土地に恩返しをしたい、周囲の期

待に応えられるよう頑張りたいと述べまして、町民の皆様に対してまちづくり公約をいたしまし

た。そして、この４年間の執行方針には町政に臨む基本姿勢と６つの柱となる基本政策を述べて

おりまして、町長の政策と方向性につきましては、私は理解してのこの質問であります。町長の

執行方針においても述べてありますように任期あと１年余りとなりましたが、この公約を含めて

の任期中の実績とその経過をお伺いしたいと思います。 

まず、１つとして、最重点として掲げていた次の政策課題の現在までの成果についてお聞きし

たいと思います。まず、１つ目として、町政運営の透明化についてであります。 

そして、２つ目は、基幹産業が衰退すると町全体が衰退していくということを申しておりまし

たけれども、そういったことで第一次産業の強化対策と後継者の育成についての受入れ態勢につ

いて、そのことについてお聞きしたいと思います。 

そして、(３)としては、医療と介護、福祉の連携強化、子どもを産める環境の整備についてで

ありまして、①として健康寿命を延ばす取組の推進について、②として医療、介護、福祉の人材

育成であります。そして、③として、産科新設と誘致の取組についてであります。 
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そして、(４)として、防災対策の強化と災害に強いまちづくりについてであります。 

そして、大きな２番目として、任期は残り１年余りですが、町長はどのような仕上げのまちづ

くりを考えておられるかをお伺いしたいと思います。 

次に、２件目でありますが、２件目はまちづくり懇談会等の開催についてでございます。町長

は、基本政策として町政運営の透明化を第１に掲げておりまして、一人一人の声を大切にする開

かれた町政を実現する、さらに町行政の執行に当たっては町民の皆さんの声に耳を傾けて、説明

責任の徹底に努めると述べておりまして、あわせて３つの和、輪、環を基本理念としております。

そこで、次の点についてお伺いします。 

１つとして、今年度のまちづくり懇談会は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み中止とい

うことで、一応私は理解できますが、感染予防対策や自治会等の出席者を役員に限定する方法を

取るなど、連合会等と協議をして積極的に開催する方法で考えられなかったのかどうかをお伺い

したいと思います。 

そして、最後の２つ目は、前年行われている各自治会や連合自治会を通じて要望や意見を取り

寄せて、自治会長会議などで回答はしておりますが、現在どのようになっているのかをお伺いし

たいと思います。 

以上、２件の質問をいたします。よろしくご答弁のほどお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) 畑端議員からご質問のうち、大きな項目の１点目、町長の任期中の実

績と残り１年の町政運営についての１番目の(１)町政運営の透明化と２番目の任期残り１年余り

における仕上げのまちづくり、さらに大きな項目の２点目、まちづくり懇談会等の開催について

ご答弁申し上げます。 

まず、町政運営の透明化につきましては、行政を運営していく中で重要な点として、行政はど

の方向を向いて、どのような方針で進めようとしているのか、そして町民はその内容を知り得る

環境にあるのかどうか、その情報共有があってこそ町民のための行政が行えると考えておりまし

て、そのための具体的な手法として、町の情報を町民の皆様に伝えるための広報活動と町民の皆

様からの意見や要望等を聴取するための広聴活動の２つを柱として取り組むことが大切であると

考えているところでございます。性質的にその成果を数値で表すことは難しい項目ですが、大野

町長就任以来特に広報活動には力を入れて取り組んできたところであり、紙媒体である広報紙の

発行に当たりましては、内容の充実はもちろんのこと見やすさ、読みやすさに意識を置いて記事

の作成に取り組んできたほか、行政情報だけではなく、様々な地域活動に取り組んでおられる町

民の皆様や団体の皆様を広く知っていただくためのコーナーや町長による日記の掲載など、多く

の方々に興味を持って読んでいただけるような工夫に努めているところでございます。 

インターネットを活用した情報発信につきましては、ホームページへの情報掲載の充実に日々

取り組んでいるところでありますが、記事が見にくい、情報が探しにくいなどのご指摘を受けて

いることも踏まえまして、町民の皆様が見やすく、理解しやすい内容とするべく、本年４月から

ホームページを全面的にリニューアルすることで準備を進めており、あわせて当町の美しい風景

を町内外の方に知っていただくための工夫や、また新型コロナウイルス感染症対策の一環として

社会教育施設や社会体育施設の利用に係るネット予約機能も加え、ページとしての魅力向上に努
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めているところであります。また、フェイスブックやツイッターなどのＳＮＳも効果的に活用し

ているところであり、ここ数年の改善点としましては、従来までは広報担当課である企画課を中

心とする情報発信だったものを各担当課にもアカウントを付与し、そこから直接情報が発信でき

る体制へと見直したところであり、このことにより情報発信のスピード感はもとより頻度、内容

ともに格段に向上しているものと考えているところであります。さらに、近年では動画を活用し

た情報発信にも挑戦しており、昨年からユーチューブ内に新ひだか｢まなび｣チャンネルを開設し、

教育、健康、防災、観光など様々な情報を発信し、多くの方にご視聴いただいているところであ

ります。 

一方、広聴活動につきましては、新型コロナウイルス感染症への感染防止の観点から、多くの

人が集まるような機会はここ最近つくれてはおらず、自治会要望の取りまとめやアンケートの実

施など紙ベースでの対応が中心となっていますが、この事態が収束した後には再びまちづくり懇

談会や出前講座などの広報広聴制度を効果的に活用し、町民の皆様との対話の機会をつくってい

きたいと考えておりますし、事案が町民に及ぼす影響が大きい場合には地域説明会の開催や委員

会の設置などの手法も用いながら、町民の皆様の声を各種施策の企画立案などに適切に反映する

ことができるよう、引き続き努力していきたいと考えております。 

続きまして、大きな２点目の任期の残り１年でどのような仕上げのまちづくりを考えているの

かについてですが、大野町長が就任してから約３年、厳しい財政状況等を改善していくための備

えの姿勢を基本に置きつつも、将来に向けた投資的な部分にもできることから取り組んできたと

ころでありますが、人口減少や少子高齢化は待ったなしに進行しており、これらに連動するよう

に町政を取り巻く情勢は日々厳しさを増しています。 

その中で特に厳しいと感じているのは、町政執行方針でも触れておりますとおり、財源と人材

であります。今後ますます人口は減少し、まちづくりに必要な財源も人材も縮小していくことが

予想される中で、町民が真に必要とする行政サービスを提供し続けていくには、これまでの考え

方や手法を変えていく場面も必要だと思いますし、そういう部分から目をそらすような町政運営

ではいずれ立ち行かなくなっていくと考えております。このような考え方の下、財源については

行政評価による効果的、効率的な事務事業の選択や経常経費の圧縮などに継続的に取り組みつつ、

ここ数年では長期的な視野に立ち、役場業務の一部民間委託や介護関連施設への指定管理者の導

入など民間活力の効果的な活用に取り組んできたところであり、今後もあらゆる分野でこのよう

な視点を取り入れていくことでサービス水準の維持向上と行政コストの縮減の両方を果たしてい

きたいと考えておりますし、日々進化している様々な技術や仕組みなども上手に取り入れながら、

より効果的、効率的な町政運営に努めたいと考えています。また、そのような流れの中では、町

民の皆様に様々なご負担や役割などを受け止めていただく場面も出てくるかもしれませんが、こ

れらによる成果を一つ一つ積み重ねていくことで将来を見据えた新たな投資にももっと多くの財

源を振り向けることができる状態をつくっていけると考えています。 

一方、人材については、生産年齢人口の多くが町外へと流出している状況に大きな変化はなく、

各産業分野はもとより、地域コミュニティーや医療、介護など幅広い面で将来の担い手不足が深

刻化していることから、町としましても子育て支援や移住、定住の促進、新規就農者や医療、介

護従事者の確保など様々な対策を講じてきたところでありますが、徐々に成果を上げている施策

はあるものの、現状を大きく改善できる状況にはなっていないのが現実であります。行政の努力
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不足とのご指摘、ご批判は甘んじて受けたいと思いますが、恐らくこの状況を一気に改善する方

法はなく、若者が定着するような町を粘り強くつくっていくしかないと考えておりますが、その

多くは行政の取組だけでは限界があると感じているところであります。若者がここで暮らしたい、

ここで働きたいと思える町をつくるというのは、言葉で述べるほど簡単なことではないと思いま

すが、そのベースとして町全体に活気や動きがあり、日々の暮らしに楽しさや充実感を感じるこ

とができる状態をつくる必要があると考えており、そのためには各種経済活動にしても、地域コ

ミュニティーにしても実際に関わる町民の皆様、関係団体や事業者の皆様がそれぞれの分野の将

来を主体的に考え、よりよくするために行動を起こしていくことが極めて重要な要素になると考

えています。よって、これからの時代における行政の役割としては、町による各種施策の充実は

もちろんのこと、地域内における各種活動展開の核となるような人材の発掘、育成が大きなミッ

ションになると考えておりまして、そのための種をまく意識を持って、将来に向けた議論の場づ

くりですとか情報提供の機会、また官民協働による行事等の開催など町内における機運の醸成や

新たな活動が生まれるようなきっかけづくりに努力してまいりたいと考えております。 

続きまして、ご質問の大きな２点目、まちづくり懇談会等の開催についてでありますが、まち

づくり懇談会につきましては、１点目の町政運営の透明化にも相通ずるところがありますが、町

民参加によるまちづくりを推進する上で行政情報の適切な提供による情報共有のほか、町民の皆

様から町政に対してのご意見等を伺う貴重な機会として毎年開催しております。開催方法は、開

催を希望する自治会を募った上で、その意向に合わせて理事者をはじめ幹部職員が現地に出向き、

地域の皆様と直接顔を合わせて意見交換等を行っているところでございまして、そこでいただい

たご意見等を踏まえながら、その後における各種施策の企画立案に生かしているところでござい

ます。しかしながら、今年度のまちづくり懇談会につきましては、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大を防止するため、自治会の意向などを確認した上で中止をしたところでございます。 

そこで、１番目の感染予防対策や出席者を限定することでまちづくり懇談会の開催を考えられ

なかったのかというご質問ですが、町が開催の適否、可否を検討するに当たりましては、昨年度

まちづくり懇談会の開催希望があった全ての自治会に連絡を取り、コロナ禍での開催に対する意

向を調査したところでありまして、その結果多くの自治会から開催を希望しない、また町の判断

にお任せしたいというふうなご意見があったこと、また開催するとなれば多くの高齢者の方々が

参加されると思われることから、感染リスクの回避を最優先と考え、今年度の開催を見送ったと

ころでございます。しかし、自治会において緊急に要望等を行いたいご意向がある場合には、書

面等により個別にやり取りをし、把握した要望等を担当課と共有しながら進めているところでご

ざいます。 

次に、２点目の自治会要望の実施状況についてですが、自治会要望については毎年度必ず実施

しているところであり、その流れとしては毎年７月頃に全自治会から要望を取りまとめ、その内

容を担当課と共有した上で、今後における施策の企画立案に生かしているところであります。財

源等の問題もありまして、全ての要望をそのまま実現することにはなっておりませんが、実現可

能なものから着手しているところであり、担当課における検討結果については翌年度の自治会長

会議の中でご回答申し上げているところでございます。今年度におきましても例年同様の流れで

対応しているところでありまして、既に要望の把握、担当課における検討へと進んでおりますの

で、次年度の自治会長会議の中でご回答できるよう準備を進めているところでございます。 
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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) 畑端議員からのご質問の最重点として掲げていた次の政策課題の現在

までの成果についての２点目、第一次産業の強化対策と後継者の育成についての受入れ態勢につ

いてご答弁申し上げます。 

まず 、当町の農業についてでありますが、生産強化対策としましてミニトマト、花き、和牛を

振興策目として位置づけ、これらの生産基盤の強化を目的にビニールハウス等の施設整備や繁殖

素牛の貸付け事業など、これまで様々な施策を展開してきたところであります。また、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により生産高

の維持向上を図っていけるものと考えております。 

次に、当町における農業後継者対策についてでありますが、平成24年度から新規就農策目をミ

ニトマト、花き、和牛に限定した中で、農業担い手育成支援協議会が中心となり、本格的に新規

就農対策に取り組んできたところであります。その取組内容の募集活動においては、就農相談会

の独自開催や新・農業人フェアへの参加、研修期間中においては技術指導や就農講座の開催によ

る知識の習得、さらに就農後においては安定的な経営定着を図るための巡回指導など、担い手の

確保、育成に取り組んでいるところであります。このような取組を行ってきた成果として、現在

ミニトマトが16組25名、花きが４組５名、和牛が３組３名で、合計23組33名が営農している状況

にあり、道内でも当町のように毎年度新規就農者が継続している市町村は少なく、販売農家数か

ら見る就農率としては全道トップクラスとなってございます。 

今後においては、さらに担い手対策の強化を図るため、これまで取り組んできた経験や受入れ

実績を生かしつつ、第三者継承システムの運用により全ての作目を対象とした就農希望者の受入

れを行っていく予定であり、関係機関、団体と協議連携しながら、基幹産業である農業の振興を

図ってまいりたいと考えております。 

続いて、林業、林産業でございますが、町有林を含む民有林の森林整備については、新ひだか

町森林整備計画に基づく間伐、主伐、造林及び保育により計画的かつ適切に行われ、優良な森林

の資源づくりに取り組んでおります。また、今後10年間の間で伐期齢を迎える町有人工林面積は

1,400ヘクタールで、町有人工林面積の45パーセントを占め、木材生産の最盛期を迎えることもあ

り、造林の事業量については維持向上を図っていけるものと考えております。しかしながら、当

町の林業における従事者は、高齢化が進んでいることや労働条件が厳しいということで新規に就

業する者が減少しており、事業量に見合う労働力の確保が課題となっております。 

そこで、新規就業者の確保及び育成のため、来年度に新ひだか町の林業、林産業における担い

手対策協議会を設立することで現在関係機関、事業者及び団体と調整を進めております。その協

議会の取組については、検討中でございますが、新規就業者の確保及び育成に重点を置いた活動

を考えておりまして、その活動内容の一つに林業従事者のスペシャリスト育成のため2020年に開

校した北海道立北の森づくり専門学院と協議会員となる事業者が連携を取り、学院生のインター

ンシップ受入れ態勢を構築し、担い手確保及び育成につなげたいと考えております。今後におい

ても林業、林産業の持続的な発展に向け、関係機関、事業者及び団体が相互に連携し、協調を図

りながら、森林環境に配慮した森林整備を目指したいと考えております。 
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最後に、漁業についてでございますが、まず漁業情勢は、特に近年における海水温上昇などの

海洋環境の急激な変動などにより水産資源は安定的な水準には達しておらず、漁獲量も減少して

いるとともに消費停滞による価格の低迷など、当町のみならず全道、全国的に厳しい状況が続い

ております。このような情勢の中、当町の漁業における強化対策につきましては、所得向上と経

営の安定対策により漁業衰退の抑制が図れるとの考えの下、様々な視点での対策を講じておりま

す。 

まず、漁場環境の改善につきましては、関係機関や漁業者との連携を図り、産卵礁設置による

漁場整備、雑海藻駆除や耕うんなどの漁場保全などの取組を推進してまいりました。また、生産

増加対策につきましては、ウニやホッキ、ナマコ、カレイをはじめとする魚種の種苗生産といっ

た栽培漁業を推進することにより資源の維持、回復に努めているところであります。このほか消

費の回復や価格の維持向上を図るため、生産拠点となる漁協や市場、製氷施設の整備などによる

衛生管理体制の強化や水産物ブランド化などの付加価値化を図ってまいりました。これらの取組

による漁業経営の安定と所得の向上対策とともに、漁業者自らが漁業の魅力を伝えることで子ど

もたちに興味を持ってもらうきっかけとしている出前授業や特別講義などに取り組んでいくこと

が後継者育成や担い手確保の総合的な対策として必要であり、これからも継続していかなければ

ならないものと考えております。 

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) 畑端議員ご質問の１つ目、町政運営についての課題の現在ま

での成果についての３番目、その中の１つ目と２つ目についてお答えいたします。 

１つ目の健康寿命を延ばす取組の推進についてでございますが、健康上の問題で日常生活が制

限されることなく生活できる期間である健康寿命を延ばす取組としましては、平成30年を始期と

する第２期保健事業実施計画、データヘルス計画に基づき実施しておりますが、今年度中間評価

を実施したところ、若い頃からの高血圧や自覚症状のない高血糖状態の予防の必要性などが町の

健康課題であることが明確となりました。そのための対策として、若い年代の健康確認と意識の

啓発のため、１歳６か月以上が対象のフッ素塗布事業時に若い保護者の血圧測定や血糖値の測定

を実施し、病気の早期からの予防啓発に努めております。また、疾病の予防及び早期からの生活

習慣の改善を図るため、重点的に特定健診の受診率の向上対策や、健診の結果に基づき生活改善

が必要な方を対象に早期介入及び重点化予防対策として、保健師、栄養士、作業療法士による丁

寧な個別指導を強化するなど介護予防と保健事業に取り組んでおります。 

２つ目の医療、介護、福祉の人材育成についてでございますが、医療技術者の人材の確保とし

まして、今年度より医療技術者等修学資金貸付事業の貸付け基準を緩和したほか、さらに貸付け

対象を社会福祉士や介護福祉士の介護職や保育士や幼稚園教諭の福祉職にまで拡大しておりま

す。さらには、本年度緊急介護人材育成事業として、介護職員初任者研修を実施しているところ

でございます。今年度末までに約60人が研修を終了いたしますが、町内民間事業者と共同で就業

マッチングを実施しておりまして、現在既に複数名の新たな就業を確認しているところでござい

まして、一定の効果があったことから、今後も継続して各種取組の推進に努めてまいりたいと考

えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 
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〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 畑端議員からのご質問の大きな項目の１点目、町長の任期

中の実績と残り１年の町政運営についての３点目、医療と介護、福祉の連携強化、子どもを産め

る環境の整備の産科新設と誘致の取組についてご答弁申し上げます。 

産婦人科医療につきましては、全国的に産婦人科医の数が激減している現状であり、また分娩

を取り扱う施設の閉鎖も多く、特に過疎の分娩を取り扱う施設の閉鎖は顕著であります。これは、

24時間365日、時を選ばず予測不能な母体や胎児の急変が日常的に発生するなど、勤務状況が厳し

い産科や小児科などは医師から敬遠される傾向があり、また訴訟リスクが非常に高いことや少子

化の影響なども少なからず成り手不足の要因になっているものと考えております。 

本町といたしましては、町立病院、または民間産婦人科病院の誘致のため、他団体の状況を参

考に問題点、課題などを整理するとともに、札幌医科大学婦人科教授との面談により情報収集な

どを行い、調査研究を続けておりますが、全国的な産婦人科医不足のため、新たな産婦人科医の

招聘や民間産婦人科病院の誘致には至っておりません。周産期医療を今後どのような形で担って

いくかについては、少子化に伴う人口減少問題に大きく関わってくるものでございますので、行

政はもちろんのこと医療関係者や議会、町民の皆様とともに考えていく必要があるものと考えて

おります。現状は、産科新設と誘致については極めて厳しい状況となっておりますが、安心して

子どもを産み育てる環境づくりにも力を入れていきながら、引き続き努力してまいります。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) 私からは、大きな１点目、町長の任期中の実績と残り１年の町政運営

についての１つ目、最重点として掲げていた政策課題の現在までの成果についての４、防災対策

の強化と災害に強いまちづくりについてご答弁いたします。 

近年では、集中豪雨や大型台風の増加、またそれらに伴って発生する風水害や土砂災害など、

その態様は激甚化、頻発化が顕著に表れている状況にあります。このような中にあって、本町の

防災力を高めるため、自らの身は自らが守る自助、地域で助け合って自分たちの地域は自分たち

で守る共助、そして行政が行う公助の３つをしっかりと機能させる取組を行ってまいりました。

具体的に申し上げますと、自助、共助の取組といたしましては、地域における防災訓練や防災講

話など出前講座等を通じた地域の防災力の向上でございます。昨年は、新型コロナウイルス感染

症の拡大もあって開催件数は少なかったものの、平成30年度においては19件871名、平成31年度で

は20件1,417名の参加により防災講話等を実施してきております。 

自治会単位を基本とした自主防災組織の設立におきましても、令和３年２月末現在で48団体が

設立されておりまして、平成29年度と比較しますと自主防災組織率も5.7ポイント増の59.6パーセ

ントと着実に地域の防災力は向上しているものと考えており、また津波浸水予想区域内における

自主防災組織率も1.8パーセント増の16.7パーセントとなっておりますが、今後においても引き続

き組織率の向上に努めてまいります。 

また、最近では、小中学校や地元高校における防災授業の取組が増え、ハザードマップの見方

や児童生徒が自分たちで調べ、作成した町内の防災施設や防災の心得をまとめた防災パンフレッ

トの作成発表を行うなど、学校事業での取組も増え、担当職員もそこへ出向き、その取組内容へ

の講評をするなどの活動や社会福祉協議会や関係機関と連携をした取組も行いながら、子どもた
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ち、お年寄りまで幅広い年齢層における個々の防災意識の向上を図ってきたところでございます。 

一方、公助の取組に関しましては、いまだ終息の見通しがつかない新型コロナウイルス感染症

対策といたしまして、避難所における密閉、密集、密接防止の一つとして小中学校体育館などの

大規模避難所の確保、さらには間仕切り室内テントや段ボールベッドの購入など、災害時におけ

る避難所体制の強化に取り組んできたところでございます。また、合併前の旧町時代に整備され

たアナログ式防災行政無線におきましても運用開始から20年余りを経過し、著しい設備の老朽化

の中、昨年より長年の懸案事項でありました新たなデジタル方式による防災行政無線の更新工事

に着手したところでありまして、来年４月からの運用に向け、遅滞なく整備工事を進めておりま

す。さらに、昨年２月には新ひだか町強靭化計画を作成したところでございまして、この中で本

町における自然災害に対する脆弱さを見詰め直し、今後の大規模自然災害から町民の生命、財産

を守り、本町の持続的な成長を実現するため、総合計画や他の分野別計画と連携しながら、災害

に強いまちづくりを一層推進していく所存でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 畑端君、ここで休憩したいのですが、よろしいでしょうか。 

〇12番(畑端憲行君) はい。 

〇議長(福嶋尚人君) では、暫時休憩いたします。午後１時10分再開いたします。 

休憩 午後 ０時０１分 

                                            

再開 午後 １時１０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。 

 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 午前中は２件に対しますご答弁ありがとうございました。各項目にわたり

まして各担当者から詳しくご答弁いただきましたので、あまり何も言うことないのですが、その

中でもちょっと確認することもありますので、二、三点よろしくお願いいたします。 

まず、１件目の町長の任期中の実績と残り１年の町政運営についてでございますけれども、町

長の任期は４年でありますので、４年の区切りということでこのような質問をさせていただいて

いますので、ご了承願いたいと思います。まず、１点目の町政運営の透明化についてでございま

すけれども、これは町長の平成30年６月の最初の所信表明から始まりまして、平成31年度、令和

２年度、そして令和３年度の４年間の町政執行方針にも基本政策の重点項目として挙げておられ

ます。それだけに町長の大事な大きな柱の一つとして理解してございます。それで、まずお聞き

したいのは、まちづくりを進める上での町財政についての現状を多くの町民の皆様に知ってもら

うために、先ほど答弁ございましたように町広報、ホームページ、ＳＮＳなどのインターネット

情報発信媒体を活用して効果的に努めているのはよく分かりますが、ただ言えることはこの３年

間、各種団体、あるいは青年、婦人部、高齢者等との生の対話の機会が私は少ないではないかと

いうふうに思うわけです。このことは、私の知り得る町民の皆さんからもよく聞かれている声で

もございますが、その点町長はどういうふうに思われるのか。そんなことないよというのかどう

なのか、ちょっとまず１つお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 今のご質問ですが、我々も十分だと自分から言うのもあれなのですけ

れども、日々そういう機会づくりには努めております。今ご質問の中でまちづくり懇談会という
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ようなスタイルのお話が多く出ていましたけれども、我々いろんなものをつくり上げるときに委

員会、審議会に町民の参画をいただいたり、あと検討会議だとかというものもつくりながら、い

ろいろご意見いただく機会はつくっておりまして、町民の声を聞くという努力は日々続けている

つもりでおります。不足というお声が多いことも事実なのでしょうから、それは今後改善してい

きたいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 町長どう思われますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長と答弁同じです。質問するなら観点言ってください。言ってから、何

か質問してから言ってください。町長と答弁同じですから、その答弁納得できないならば、そう

いうことで質問してください。 

〇12番(畑端憲行君) そしたら、町長、そういうことですね。町長の本心の話をお聞きしたいの

ですが。そこら辺駄目なのですか、そういうことは。 

〇議長(福嶋尚人君) 企画課長答弁されたので、それで納得できなかったら、畑端さんがもう一

度再質問してくださいということです。 

〇12番(畑端憲行君) 分かりました。そしたら、そういうことで町長が言ったということで次に

行きます。 

 それで、先ほどの透明化の答弁の中で、広報と広聴活動の２本柱は大事ですよと、その組立て

を申しました。全く私はそのとおりだと思います。特に広報については、担当の皆さんが大変苦

労して、苦心をしてまちづくり情報を分かりやすく、いかに読んでいただけるか、透明性を図る

ためにいかに読んでいただけるかという編集を時間かけてやっているということはよく分かりま

す。私たちも議会だよりをする中で、７人のスタッフの中でどういうふうにして議会の透明性を

図るか、そういったことを編集して苦労して、私も一員としてやっております。答弁でもありま

したが、多くの町民の皆さんに興味を持って読んでいただくために地域活動の話題や大野町長の

先ほど答弁で日記と言われました。これ大野町長のずぼらな日記を記載しているという、登載し

ているということですが、その日記を載せているのですが、私も物すごく関心持って楽しみにし

て見ております。これで町長に、本当に失礼なことかと思いますけれども、現在まで22回町長出

しているのです。平成から令和になった直後から、最初の日記は和を中心としたことを書いてお

りました。なるほどなと思いました。それで、一生懸命やってくれているのですけれども、町民

の方にはあまり応えられていません。よく思われていないのです。なぜかといいますと、本当に

失礼かと思いますけれども、あまりにも私的な内容がこの町の広報の部分にあるのです。ですか

ら、先ほど透明化を図っているということでございますけれども、この部分については私は透明

化というふうには、その手段にはなっていないような気がします。要するに町政運営の透明化に

はつながっていないような気がします。大体広報というのは、表紙と裏を見て、そしてどういう

新聞なのかなというふうに見ますので、その点私的なことがあるというふうに私は思っているの

ですけれども、私の思っていることに対して町長どう思われますか。ちょっとお聞きしたいと思

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) ただいま畑端議員から手厳しいご指摘があったところでございますけれど

も、私の広報に載せている日記につきましては、その発端は皆さんもご承知のとおり、下川議員
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から積極的に発信すべきだというお声がありまして、私タイプではないですけれども、そのとき

もお話ししましたけれども、毎日毎日日記書くタイプでもないし、そのようなことするタイプで

もないのですよというお話をされた中で、月１回広報に載せようかということで取り組んでいる

ところでございます。その中で私のあの日記を書く上でのポリシーは、仕事のことは一切書かな

いと、そういうことをポリシーにしています。仕事のことについては、広報の中で十分分かるよ

うにしているつもりでございます。一例を挙げますと、例えば町の財政についてこれだけこうい

う会計で赤字がありますよ、こんな形になっていますよということは、私のほうで就任直後に広

報のほうにお願いいたしまして、もっともっと分かりやすいように工夫してやろうということで

今の形になっているというふうに認識してございます。それで、畑端議員からあの日記評判悪い

わと、やめたほうがいいのだわというお話であれば、その声が多いのであれば私は全然構いませ

ん。ただ、このポリシーは、あの日記に仕事のことを書くということは、私自身今後も書くつも

りはございませんし、皆さんと共に、自分のこと分かっていただいて、もっと楽しいような話題

をあそこで提供していきたいと思っていますので、それに対して反対のご意見、あるいは大勢の

皆さんがそういうことであるということであれば、いつでも中止することについてはやぶさかで

はございませんので、言っていただければというふうに思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 私は、町長とちょっと違うのですけれども、そういう私的な、全部が全部

私的なことでないですけれども、私的なことを加えておいてもいいのですけれども、その文書の

仕様は、あえて言えばあそこは社説みたいなものなのです、新聞でいえば。私は思うのです。で

すから、町政のこと、今の状況をちらちらと入れるような形を持っていただければいいのではな

いかなと私は思うし、ほかの町民の方も思っている方がいますので、それでどうなのですかとい

うことをお聞きしたので、できればそういう形を、私的なことも少し入れながらも今の町のまち

づくりの事業、そういったこと、その季節に合わせたことを書いたほうがいいのでないかという

ことを私ちょっと思って申し上げたので、町長は別にそれをやめろと言われればやめるというこ

とでなくて、それを生かしながら、町長のこの町に対する考え方を付け加えるということをして

いただければいいというふうに思っております。それは要望です。 

次に、２点目の第一次産業の強化対策と後継者育成の受入れ対策についてですが、いろいろ一

次産業の今まで公約も含めた中を述べていただいたので、大体分かっておりますが、特にその答

弁をしていただく中で農業の後継者対策や就農できる担い手対策については、林業を含めて毎年

度関係機関等と連携を図りながら取り組まれているということはよく分かりますけれども、私が

最も心配していることは、漁業後継者、従業者などは高齢化等によりまして後継者対策や担い手

確保が最も今深刻な状況になっているわけです。町長は、以前の執行方針にも後継者対策や担い

手確保が重要と位置づけされて、そのことを述べております。先ほどもありましたけれども、漁

業の経営の安定と所得の向上が図られて、後継者対策等の取組ではなかなか厳しいものがあると

いうことでありますけれども、漁業の後継者対策や第三者継承を含めた受入れ態勢の整備のため

に関係機関等々と協議をされているのか、この件について協議されているのかお聞きしたいと思

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、漁業関係の後継者の育成、受入れ態勢だとか担い手対
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策、そういったものを含めて、関係団体でありますひだか漁協とは情報交換や意見交換、協議な

どは行っております。ですが、道内では、漁業の担い手を確保するため漁船や漁具を無償で提供

するなどの取組を行っている地区もございますが、これは裏を返しますと後継者、担い手問題が

逼迫している状態であると言えると思います。当町は、ここ数年ですが、漁協組合員数の推移を

見ますと、高齢化などの要因によってその数は緩やかに減少しております。一方で漁家出身者が

新たに家業を継いでいることもあり、他の地区ほど逼迫していない状態だということで認識して

おります。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 分かりました。よろしくお願いします。 

それから、特産品の関係でちょっとお聞きしたいと思います。これも特産品の開発や販路開拓

への取組をふるさと応援寄附などを効果的に用いて後押しをするということを以前から町長が述

べておりますが、そういったことで令和元年度、令和２年度の２年間にわたりまして取り組む姿

勢を示しておりますけれども、このふるさと応援寄附は職員の皆さん方のご努力によりまして、

この２年度は約１億3,000万円という伸びになっておりますけれども、販路開拓の伸びについても

並行してつながってきているのかどうかをお伺いしたいと思います。販路拡大。 

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) ふるさと納税だけが販路拡大につながっているかどうかと

いうのは、ふるさと納税はインターネットのサイトを使いますから、全国に公開されるというと

ころではいろんなところから見ていただけるという部分があるかと思います。ふるさと納税は、

作られた産品をインターネット上で見ていただけるＰＲの場というふうに考えていますので、ま

たそのほかにも商工会等と例えば物産展への出品ですとか、そういうところで商談会を昨年もコ

ロナ禍でありましたけれども、そういうところに商工会中心に町内の事業者も参加されたりして

いますので、そういういろんな団体、それからいろんな政策が絡んで販路拡大につながっていく

のかなと思います。ご承知のとおり、ドリカムですとか町内の推奨品の取組ですとか、そういう

ようなものが総合的に組み合わさって販路拡大につながっているものというふうに考えています

ので、新型コロナウイルス感染症の対策の事業の中にもそういったものも入れ込んで、今取り組

んでいるというところにございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) ふるさと応援寄附と併せて販路拡大、開拓についてはよろしくお願い申し

上げたいと思います。 

それで次に、３点目の関係で医療と介護等々についてでございますが、これは①、②につきま

してはいろいろ詳しく説明いただきましたので、この辺については今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

③について、産科新設と誘致の取組についてということなのですが、町長は立候補するときか

ら町民の皆様へのお約束でありまして、この４年間に取り組んでいく基本事項、最重点の政策課

題の大きな一つであるということを私は捉えているところでございます。それで、先ほど及川対

策室長から答弁ありましたように産婦人科医が全国的に激減している現状、勤務状況が大変厳し

く、敬遠されている傾向があり、成り手不足の原因でもあることはみんなが承知していることな

のでありますと申しされましたけれども、ですけれども大野町長に町民の皆さんが託しているの
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も事実なのです。それで、令和３年度の町政執行方針では、この取組は引き続き調査研究し、こ

れに固執しないと述べておりますが、固執しないと述べておりますけれども、一つの公約の後退

にも取れるような感じがいたします。地域で産める環境整備にどの程度進んでいるのか、今現在

のところをもう一度教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 産科の誘致等につきましては、町長の公約の柱になっているとこ

ろは我々も承知しているところでございます。これまでも札幌医科大学の教授の先生方とかにも

いろいろお話、ご意見をお聞きしましたけれども、産科を町立病院等で対応するのは現状相当厳

しいものでございます。というのは、産科の先生方はそれなりにお医者さんは成り手はおられる

のですが、辞めていく方の人数のほうがまた多いという状況が一つあります。それから、産科を

今支えている中で、開業医の先生方の力というのは相当多いと我々は思っていまして、開業医の

場合は先生お一人で、自分の身を犠牲にして苛酷な勤務で対応していただいているというところ

があります。これが町立病院だとか大きな病院ですと、基本的に先生１人ということで産科を運

営するのは非常に苛酷でありますし、当然法律にも触れていくところでございます。そのほかに

実は産科だけではなくて、麻酔科のお医者さん、それから小児科のお医者さんも対応できないと

不測の事態の対応というのもなかなか難しいので、産科の先生だけがいれば対応できるという状

況にもないというところもございます。ただ、いろいろな立場の方から若い人を誘致する中で、

子どもが産める環境をつくってほしいという声は要望としてお聞きしております。ですから、我々

としても今後も努力はしていきたいなと思っておりますが、仮に産科の新設が難しい場合でもそ

の前後の部分をやっていくということは、先生がいなくてもできるかなと思っております。産む

までの対応、それから産んだ後の対応、この辺に今後はもう少し力を入れて検討していきたいな

と思っておりますし、引き続き産科の誘致等についてはできる限り努力をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) そういうことで大変難しいことだというふうに思っております。ですから、

今までもなかなかできなかったということなのですけれども、町長は最初から地元で人を増やす

こと、この町で生まれ育った人を増やすことが大事であるということでこの都度熱意を持って述

べておりましたので、難しい中でも大野町長だったらできると思いますので、何とか町民の期待

に応えるようにしていただきたいというふうに思っております。 

次に、(４)ですか、４点目の防災対策の強化と災害に強いまちづくりについてちょっとお聞き

したいと思います。防災対策の強化をはじめ、防火訓練や防災講話などの取組は積極的に取り組

まれているということはよく理解してございます。それで、１点だけお聞きしたいと思いますが、

防災力を高めるためには自らの身は自らが守る自助、自分たちの地域を自分たちで守る共助の機

能を高めることが必要であるわけですけれども、自治会単位を基本とする防災組織の設立による

地域の協力体制が必要なわけでありますけれども、町ではさらに推し進めるということをしてお

りますけれども、先ほど答弁の中で令和３年２月末現在では48団体が設立と申しておりましたけ

れども、自治会全体としては、自治会が防災組織を設けているのはこの48団体ということなのか、

全体としてどの程度の割合で設立されているのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 
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〇総務課主幹(浦東史博君) 自主防災組織の自治会の組織率ということですけれども、先ほどの

壇上からのご答弁でも申し上げましたが、59.6パーセントということでなってございます。 

〇12番(畑端憲行君) すみません、もう一度教えてください。もう一度ちょっと。申し訳ないで

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 

〇総務課主幹(浦東史博君) 自主防災組織の組織率のことのご質問だと思っております。組織率

につきましては、自治会単位を基本として、繰り返しになりますけれども、48団体設立されてい

ると。組織率は59.9パーセントということになってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 次に、１件目の最後になりますが、２として任期はあと残り１年余りで、

町長はどのような仕上げのまちづくりを考えているかということでございますが、町長は残りの

１年でどのような仕上げ、あるいはどのようなまちづくりを描いているのかということなのです

が、私はちょっと思うのですが、１件目の質問はそうですが、この２つ目の仕上げの質問につい

ては、先ほど議長から注意されましたけれども、なおさら町長自らもう少し要約をして、要約で

きるだけ要約していいですから、町長自身の言葉でどういう仕上げをするのだということを町長

自らが答弁していただけるかと思ったのですけれども、そういうことでいただけないでしょうか。

そうでないと、全部が全部ではないです。全部委任していますから、町長はほかの各課長なり、

部長なりに。ただ、この類の私が２番目に今質問する町長はどのような仕上げのまちづくりを最

後に考えているのかということを私は聞いているので、それはやっぱり柴田課長が答えるのでは

なくて…… 

〇議長(福嶋尚人君) 畑端君、質問の途中ですけれども、いつも問題になっていますけれども、

課長の答弁、あるいは部長の答弁は町長の答弁ですから。ですから、先ほども言っているとおり、

柴田企画課長答弁されたか分かりませんけれども、答弁された後それで不十分だと思ったときに

再質問してください。ですから、最初から町長の答弁ないのはけしからんというのはちょっと違

いますから…… 

〇12番(畑端憲行君) けしからんというのではなくて…… 

〇議長(福嶋尚人君) ルール上、課長の答弁は町長の答弁ですから。 

〇12番(畑端憲行君) ちょっと申し訳ないね。その内容によって…… 

〇議長(福嶋尚人君) 議長の整理権に従ってください。議事整理権に従ってください。 

〇12番(畑端憲行君) 分かりましたけれども、１つだけ。先ほどちょっと言いましたけれども、

例えば議会だより出すときに町長はどういうようなまちづくりを最後にやりますかというとき

に、答える人が括弧して柴田課長と書くというのはちょっとおかしい部分があるので…… 

〇議長(福嶋尚人君) 私の  できないのですか。 

〇12番(畑端憲行君) いいです、そしたら。町長は自ら答えないというのは、柴田課長言ってい

るのが町長の言葉だということですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 自ら答えないというのではなくて、担当課長が答弁するのが町長の答弁で

すから。 

〇12番(畑端憲行君) 次に、２期目のまちづくり懇談会についていきます。先ほどいろいろ詳し

く答弁いただきましたけれども、三石地区の場合まちづくり懇談会の開催に当たってどうするか
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ということを連合自治会長に相談を持ちかけたようですが、一部の自治会からマスクをして感染

予防対策をすれば開催できるのではないかという声も聞いております。昨年の場合の懇談会は、

テーマがテーマだけあってそれは別にしても、参加人数も毎年決まってほとんどが自治会長や役

員の方々で、私たち議員も同席して聞いている現状です。そういったことで、３密を避ける対策

を取って開催できなかったのかどうかをもう少し教えていただけませんか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 壇上でのご答弁もう少し詳しくご説明いたします。 

今回令和２年度のまちづくり懇談会につきましては、頭ごなしに町から一方的に中止するとい

うことではなく、昨年開催していただいている具体的には全部で27の自治会のほうにご相談申し

上げました、新型コロナウイルス感染症もまだ感染拡大している状況でしたので。その各自治会

からの返答の中で、27自治会中、畑端議員おっしゃったとおり、感染対策をしてでもやるべきだ

と言ったのは２つだけでございました。それ以外の自治会は、自治会の行事すら中止している状

況にある中でやるべきではない、感染状況を勘案しながら町で判断してほしいというようなお答

えが大多数でございましたので、当時まだ、今もですけれども、新型コロナウイルス感染症が終

息している状況にはありませんでしたので、我々としてはご高齢の方が多くなる傾向にあること

も踏まえながら、リスクを回避するものを一番に考えまして中止と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) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 安全を取って、そういうことで今回はしないということになっていますけ

れども、私どもの各種団体だとか老人クラブだとか、ことぶき学級だとか文化講座だとか、そう

いう行事はそれこそ工夫しながらやっているというのが現状なので、こういうまち懇も町民の面

と会ってやられたらいいのではないかというふうに思って私今質問したのです。大事を取ってや

っていただきたい。 

ただ、１つ聞きますけれども、これがほかの自治会からも私言われているのですけれども、こ

れはあくまでも１月、２月にいつもやっているのですけれども、予算時期の忙しい時期にやって

いるのですけれども、これは一年を通していつやったっていいだろうということですから、例え

ば三石の場合、連合自治会でこういうことについて連合自治会か単位自治会で協議して、10月頃

やろうとか、１自治会でなくてやろうということの話も出ているので、そういうことになればそ

ういうことでよろしいのですよね。それだけ聞きたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田地域振興部長。 

〇地域振興部長(米田和哉君) 先ほどから企画課長のほうから壇上でも答弁しておりますけれど

も、今回のまちづくり懇談会というものを今皆さんどう思いますかということで、皆さんからや

めたほうがいいのではないかということが多くて、まちづくり懇談会というのはそしたら今年は

やめましょうと。ただ、今畑端議員さんがおっしゃったまた違う形でやるというのは、それはま

た方法はあると思います。ただ、それはまちづくり懇談会とは別に考えて、やることは可能です

ので、その場合は私たちのほうに声をかけていただいて、こういうふうにやったらどうだという

ことをぜひご提案してほしいと思います。ただ、それはこの新型コロナウイルス感染症というの

がまず大前提ですから、そのときになってもまだ新型コロナウイルス感染症が終息しないという

ときには、幾らそうやって提案していただいてもこちらでは、検討はしますけれども、やらない
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ことはあります。 

それから、先ほど老人クラブとかやっているという話もしていましたけれども、実際本桐の老

人クラブなんかはまだできていないでいるのです。どんどん、どんどん１月、２月と後に延ばし

ていってやっている状態ですので、そうやって自分たちで主催者側が注意をしながらやっていま

すので、みんながみんな今緩んでいるというわけではなくて、やっぱりきちんと考えているとこ

ろはやっているのですので、私たちもそのように主催する場合はきちっと考えてやっていきたい

と思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 今本桐の場合が出ているのですけれども、本桐は今基幹集落センターが工

事をしているということもあっての話だということは地元の老人クラブも言っていますけれど

も、三石市街地のほうは今やっています。そういったことで、大事を取って、注意をして注意を

してやらないということも一つの方法かと思いますけれども、ただ一部の自治会で言うのは、昨

年まち懇のときにテーマとして挙げた病院の問題、あるいは介護施設の関係がまち懇のときに説

明しまして、その結果広報等でうたうのではなくて、また開催して教えてくれればいいのでない

かという話もあってのその自治会の話というふうに聞いておりますので、一方的に説明して、答

えは、結果は広報で流すよというのはどうなのかという話も聞いていますので、そういうことが

あったらできるだけ、先ほど集まる人が自治会長、単位自治会長でいいから、そういうときに、

まち懇という形になるのか知らぬけれども、教えてくれればいいのではないかという話があった

ものだから、工夫をしながらできないのかという話あったので、今私お話を言わせてもらったの

です。 

それはそれとして、最後は各自治会等への要望や意見に対する回答の件でありますけれども、

これも１点だけお聞きしたいと思うのですが、一昨年の７月頃の全自治会から要望を取りまとめ

た内容の回答というのは、昨年の自治会長会議の席上でその回答を渡されるのではないかという

ふうに思っているのですけれども、私の勘違いかもしらぬけれども、一昨年の要望集めたやつが

昨年の自治会長会議に回答を出すということは、昨年の自治会長会議は新型コロナウイルス感染

症でできませんでしたから、それは文書で出されたのか、そこら辺聞きたいと思います。それだ

けです。 

〇議長(福嶋尚人君) 村岡企画課主幹。 

〇企画課主幹(村岡幸栄君) 一昨年の要望事項につきましては、昨年自治会長会議のほうは開催

はいたしませんでしたけれども、開催を中止しますというご案内の中に要望事項の回答も添付い

たしまして回答したところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 分かりました。自治会によって私どもにその回答もらっていないのだとい

う人もあったものですから、これは昨年自治会長会議新型コロナウイルス感染症でやらなかった

から、そのときに回答も入っていないのかなというふうに思ったものですからお聞きしました。

了解しました。分かりました。どうもありがとうございます。 

そういったことで、私のほうの質問は全てお聞きしました。以上をもちまして私の質問を終わ

ります。どうもありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちく
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ださい。 

休憩 午後 １時４８分 

                                            

再開 午後 １時５０分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 14番、池田君。 

〔14番 池田一也君質問者席へ〕 

〇14番(池田一也君) それでは、通告に従いまして、農業行政について２点の質問をさせていた

だきます。 

１点目に、有害鳥獣対策についてお聞きいたします。私は、今までの一般質問において何回か

この有害鳥獣対策について質問させていただいております。直近で申し上げますと、平成28年の

９月議会で同種同様な質問をしておりますが、最近でも同様な被害がさらに続いていると感じて

おります。また、それに伴う農作物の被害も多く出ているのではないかと感じておりますので、

質問をさせていただきます。 

そこでまず、近年の被害状況と駆除数をお聞きをいたします。 

また、町では被害防止計画を作成し、捕獲計画数などを定めて実施していると思いますので、

その実施状況をお聞きいたします。 

次に、侵入防止柵の設置状況と保守点検の状況についてお聞きいたします。この侵入防止柵は、

設置されてから既に年数が経過し、災害などによる荒廃が危惧されております。そこで、日常の

保守点検はどのように行っているのか、あわせて修理や修繕が必要となった箇所があった場合ど

のように対応しているのかお聞かせ願います。 

次に、狩猟者の確保やその育成の状況についてお聞きをいたします。全国的に狩猟者、中でも

ハンターの成り手不足や高齢化が懸念されております。そこで、新ひだか町での確保や育成に対

してどのような施策を講じられているのかお聞きいたします。 

また、国においてもこの状況を鑑み、鳥獣保護管理人に係る人材登録事業や農作物野生鳥獣被

害対策アドバイザー登録制度、また鳥獣被害対策実施隊などの対策制度や事業を行っております。

これら国の事業などを町ではどのように取り組まれているのかをお聞きをいたします。 

次に、２点目の軽種馬産業についてお聞きします。初めに、馬産地振興策についてをお聞きし

ます。近年やっと長い不況乗り越えて、たとえコロナ禍の今であっても軽種馬産業は好調を維持

しております。例えば昨年の北海道市場においては、セレクション、サマー、セプテンバー、オ

ータムのこの４つのセールで売上げ総額127億円を超える過去最高額を記録しております。しか

し、私は決して好調な状況が今後も続くとは思っておりません。過去のバブルの崩壊、リーマン

ショックのときのように一瞬にして不況に陥るのが軽種馬産業の特徴だからであります。今はコ

ロナ禍であっても好調は維持しておりますが、コロナ禍の後、コロナ禍後にはどうなるのか予測

ができない状態にあると思っております。私は、このような状況下であるからこそ、地に足をつ

けた馬産地振興策が重要だと考えております。そこで、以前からある競走馬生産振興事業と馬産

地再活性化緊急対策事業が今どのように活用されているのか、その取組状況をお聞きいたします。 

次に、ホッカイドウ競馬についてお聞きをいたします。新聞報道を見ますと、昨シーズンは過

去最高の売上げを記録したとか、今後は魅力ある競馬の改革、さらには門別競馬場の大規模修繕
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などの計画内容が記載されております。それで、令和２年の発売額、計画達成率などの開催結果、

魅力ある競馬への改革内容、そして門別競馬場の大規模改修の計画内容などをお聞きいたします。 

最後に、日高軽種馬振興対策推進協議会の活動状況についてお聞きします。この協議会は、日

高管内７町の首長や議長、そしてＪＡ組合長などなどから構成をされて、2001年から単年度収支

赤字による存廃問題があったホッカイドウ競馬の問題を打開するために2009年に立ち上げ、ホッ

カイドウ競馬の運営を北海道軽種馬公社に移行するなど、運営に大きく関わってきたと認識をし

ておりますが、近年は売上げが好調なためかあまり活動が見えていないように感じております。

私は、先ほども申し上げましたが、このような状況下であるからこそ地に足をつけた馬産地振興

策が重要であり、この日高軽種馬振興対策推進協議会も大きな役割があると考えますので、最近

の活動状況などを教えていただきたいと思います。 

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

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〔水産林務課長 水谷 貢君登壇〕 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 池田議員からのご質問、農業行政についての大きな項目の１点目、

有害鳥獣対策についてご答弁申し上げます。 

エゾシカなどの野生鳥獣による農林被害等被害は、全道的にも甚大なものがあり、各種被害対

策などにより近年の被害状況は減少傾向にあるものの、野生鳥獣による直接的な農林業被害のほ

か、森林の下層植生の消失等による土壌流出や車両との衝突事故など、多岐にわたって地域に深

刻な影響を及ぼしております。国においても、野生鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の

ための特別措置に関する法律と農林水産省が平成25年度に策定した抜本的な鳥獣捕獲対策に基づ

く各種施策により、被害防止が目指されているところであります。当町におきましてもこれらを

踏まえ、新ひだか町鳥獣被害防止計画の策定や新ひだか町鳥獣被害防止対策協議会を組織し、鳥

獣被害対策実施隊による駆除事業を実施するとともに、管内各町で構成しております日高鳥獣被

害防止対策広域協議会において意見交換や情報共有を行いながら、広域的な連携を図った取組を

行うこととしております。 

ご質問の１点目の被害の状況と駆除数についてですが、北海道が取りまとめた被害状況では、

令和元年度の北海道内の被害額は47億400万円で、そのうち日高振興局管内の被害額は４億

8,500万円となっております。当町においてのここ数年の被害状況は、平成24年度の被害額が４億

8,200万円をピークに令和元年度では１億400万円まで被害が減少しております。また、被害面積

につきましても平成25年度の2,009ヘクタールの被害から減少を続け、令和元年度には840ヘクタ

ールの被害面積となっております。令和元年度の主な被害内容につきましては、農業関係の牧草

被害が最も多く、9,246万5,000円、被害面積は809ヘクタールとなっており、次いで水稲が5,905万

3,000円、27.1ヘクタール、ミニトマトが388万1,000円、0.9ヘクタール、青刈りトウモロコシが

162万5,000円、3.4ヘクタールになっております。また、林業被害については、主に造林箇所にお

ける侵食した苗木の食害被害がありますが、生育への影響が少なく、被害額、被害面積は報告さ

れておりません。 

また、駆除捕獲状況でございますが、主な鳥獣別では、エゾシカについては本年度の令和３年

２月末現在で3,343頭、令和元年度実績は2,970頭、平成30年度は3,472頭となっております。アラ

イグマについては、本年度の令和３年２月末現在で372頭、令和元年度実績は437頭、平成30年度
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は571頭となっており、他の鳥獣については、本年度分になりますが、令和３年２月末現在でヒグ

マが８頭、タヌキが219頭、キツネ123頭、カラス81羽を駆除、捕獲しております。 

次に、ご質問の２点目の被害防止計画の策定についてですが、新ひだか町の鳥獣被害防止計画

は、鳥獣による農林業等に係る被害の軽減に資することを目的に、平成20年度から被害傾向の検

証による駆除、捕獲などの対策計画を策定しており、現計画の各鳥獣別年間捕獲計画数は、単年

単位になりますが、エゾシカ4,500頭、アライグマ600頭、ヒグマ15頭、キツネ120頭、カラス400羽

としております。今後も農林業関係の団体や猟友会、日高振興局並びに管内の広域的な調整を担

います日高鳥獣被害防止対策広域協議会との連携を図りながら被害防止計画を進めてまいりま

す。 

また、アライグマにつきましても特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

に基づく防除実施計画を策定し、農業者などが自衛的に防除実施ができるように捕獲従事者証の

発行と捕獲用箱わなの貸出しを行っております。 

次に、ご質問の３点目の侵入防止柵の設置状況と保守点検状況についてですが、エゾシカの侵

入防止柵につきましては、平成25年度から平成27年度にかけて、新ひだか町鳥獣被害防止対策協

議会が国の補助事業を活用して設置しております。侵入防止柵のうちネットフェンスの設置延長

は、静内地区は約4.9キロメートル、三石地区は約5.8キロメートル、計約10.7キロメートルを設

置し、事業費については合計２億4,680万2,000円で、ほか電気牧柵の設置については静内地区の

約31.6キロメートル、事業費は1,593万1,000円となっております。侵入防止柵の保守点検につき

ましては、設置箇所の地先関係受益者との合意によりまして、日常的な点検と管理についてお願

いをしているところであります。 

次に、ご質問の４点目の狩猟者の確保やその育成状況についてですが、有害鳥獣駆除員につい

ては銃器の取扱いや野生鳥獣の習性、さらには地域の状況にも精通した地元猟友会員の方を推薦

していただき、町の非常勤公務員として委嘱し、駆除事業を担っていただいているところでござ

います。現在の有害鳥獣駆除員は、静内地区が51名、三石地区の28名の計79名となっており、そ

れぞれの地域において有害鳥獣駆除活動にご尽力をいただいているところであります。 

新たな狩猟者の確保や育成については、個人の嗜好や経済的な面などが課題と思われますが、

新たに委嘱された有害鳥獣駆除員の方は平成30年度から令和２年度の３か年で14名となっており

ます。また、新たに狩猟者、駆除員の確保を図るため、新ひだか町鳥獣被害防止対策協議会にお

いて有害鳥獣駆除員となる方に対して狩猟免許の取得に係る健康診断費用、予備講習費用及び免

許申請費用を助成しております。狩猟者の育成については、主として先輩駆除員の指導により技

術の習得と育成などをしておりますが、新ひだか町鳥獣被害防止対策協議会においても担い手育

成の場を兼ねるものとして、エゾシカの一斉駆除を毎年度静内地区と三石地区で各１回、技術を

習得する場と育成としての駆除事業を実施しております。 

ご質問の５点目の国の対策制度、鳥獣保護管理に係る人材登録事業、農作物野生鳥獣被害対策

アドバイザーの登録制度、鳥獣被害対策実施隊の取組状況についてですが、鳥獣保護管理に係る

人材登録事業は環境省が実施しており、鳥獣保護管理に関する技術者を登録し、地方公共団体な

どの要領に基づいて紹介されており、登録技術者が鳥獣保護管理に関した助言や指導等を行うも

のとなっております。当町においては、地域の状況や野生鳥獣の習性を熟知している猟友会員の

中から静内地区２名、三石地区１名の合わせて３名の方が鳥獣保護員として北海道から委嘱され、
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活動をしております。日高振興局生活環境課とも連携を図りながら、鳥獣保護等について適宜ア

ドバイスをいただいており、今後必要に応じて人材登録事業の活用についても検討したいと考え

ております。 

続いて、農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー登録制度については、農林水産省が実施してお

り、野生鳥獣による農作物被害の防止に関する専門的な知識を有している方を登録し、被害防止

体制や具体的な被害防止及び捕獲対策などについて助言等を行う制度となっております。当町の

状況としましては、主に鳥獣保護員や有害鳥獣駆除員が野生鳥獣や地域に関する知識と経緯によ

り地域の農業者等へ必要な助言を行い、自衛策などと併せて鳥獣被害対策、被害軽減に結びつく

ものと考えておりますが、アドバイザーの登録については有害鳥獣に対する被害対策のほか、営

農や農林地管理に関する専門的な知識が必要とされており、引き続き登録に向けた関係機関との

情報共有等に努めることとしております。 

最後になりますが、鳥獣被害対策実施隊についてでございますが、鳥獣による農林水産等に関

する被害の防止のための特別措置に関する法律第９条により、市町村の鳥獣被害防止計画に基づ

く捕獲等の実践的な活動を担う鳥獣被害対策実施隊を実施することができるものとされておりま

す。当町におきましても、新ひだか町鳥獣被害防止計画において町が委嘱しております有害鳥獣

駆除員により鳥獣被害対策実施隊を設置し、静内地区で３班51名、三石地区で２班28名、計５班

の79名体制としており、今後におきましても新ひだか町鳥獣被害防止計画に基づいた各種施策の

実施により、被害防止に向けて努力したいと考えております。 

大変申し訳ありません。先ほどご質問１点目の中で令和元年度の主な被害内容の水稲の被害に

5,953万円と申し上げましたが、595万3,000円に訂正させていただきます。大変申し訳ございませ

んでした。 

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) 池田議員からのご質問の大きな２点目、軽種馬産業についてご答弁申

し上げます。 

１点目の馬産地振興策についての競走馬生産振興事業と馬産地再活性化緊急対策事業の取組状

況についてでありますが、まず馬産地再活性化緊急対策事業につきましては、平成21年度から平

成26年度までの緊急的な対策として実施されており、軽種馬生産の高度化、他作目への複合化転

換を行う場合の機械、施設のリース導入などで、ＪＡしずない、ＪＡみついし合わせまして実施

件数293件、事業費は９億7,070万円、補助金額は３億2,348万円の実績でございました。 

一方の競走馬生産振興事業につきましては、日本中央競馬会の特別振興資金を財源に平成17年

度から平成29年度までの事業として実施されておりましたが、競馬法の一部改正により平成30年

度からさらに５年間の事業延長がなされてきたところであります。事業内容は、草地整備などの

生産基盤対策、優良繁殖牝馬の導入、せり市場に上場するための馴致や調教の預託、利子補給な

ど、軽種馬生産に対する幅広い補助事業となってございます。ＪＡしずない及びＪＡみついしを

窓口として申請された令和２年度の主要な事業実績としましては、草地整備や牧柵設置等の事業

が事業数32件、事業費は１億1,262万円、補助金額は6,000万円。優良繁殖牝馬の導入事業では、

導入頭数28頭、事業費は３億3,043万円、補助金額は8,292万円。機械リース事業では、事業数19件、

事業費は１億363万円、補助金額は3,351万円となっております。 
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次に、２点目のホッカイドウ競馬についての１点目、令和２年の発売額、計画達成率などの開

催結果についてでありますが、４月15日から11月５日までの全82日間を門別競馬場にて開催され

ました。この間、濃霧の影響により３レースが中止となりましたが、発売額につきましては520億

4,481万円で計画費155.6パーセントとなり、平成３年に記録した454億838万円を29年ぶりに更新

する過去最高となりました。発売額の内訳としましては、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、４月15日の開幕当初から６月11日までの間、道内の全場外発売所で発売休止したことなどに

よりインターネット、電話投票等での発売が大幅に伸び、それら合計販売額は498億9,694万円で

ありまして、その割合は96パーセントとなってございます。 

次に、２番目の魅力ある競馬への改革内容及び３番目の競馬場の大規模改修の計画についてで

ありますが、平成４年度以降の連続した赤字決算からの脱却を図るため平成19年度に策定された

北海道競馬改革ビジョンに基づき、運営のスリム化を図ると同時に開催場を門別競馬場に集約し

て、ナイター施設の整備が実施されております。この取組により着実に赤字体質からの脱却が図

られ、収支均衡が見通せる経営改善となったことから、平成23年度以降も競馬事業の存続が決定

されたところであります。平成22年度に策定された第１期北海道競馬推進プランにおいては、改

革を継続することにより平成25年度から単年度収支が黒字に転換して収支構造の安定化が図ら

れ、続く令和２年度が最終年度となる第２期北海道競馬推進プランにおいては、第１期の取組を

引き継ぎ、番組、サービスの充実によるファンの拡大を柱として、さらに発売額の拡大を実現し

ております。 

今後のホッカイドウ競馬の運営の方向性につきましては、令和３年度から令和７年度の５か年

を期間とする第３期北海道競馬推進プランに基づき進められることとなりますが、現在素案が示

された段階となっております。その概要についてでありますが、これからも競馬ファンに愛され

るホッカイドウ競馬を目指す姿として掲げ、競馬事業の安定とともに馬産地の持続的発展を目指

すことが明記されております。主な取組方向としては、これまで同様に番組、サービスの充実に

よるファンの拡大のほか、競馬の根幹となる人と物の経営資源を充実するため、騎手、厩務員の

確保や老朽化した基幹施設の配置見直しと整備更新に取り組む計画となってございます。その整

備の基本的な考え方としては、一体化となっている厩舎と住居を分離移転し、厩舎は競馬場に隣

接する町有地に、住居は現在の住居エリアに集約する計画となっております。また、現状のスタ

ンドはそのまま活用しながら、さらなるファンエリア拡大や装鞍所などの業務エリアの集約も行

う計画となっております。 

４番目の軽種馬振興対策推進協議会の活動状況についてでありますが、本協議会は日高地域の

軽種馬の生産基盤の改善強化を図ることを目的として、管内各町長、議会議長、農協組合長など

関係機関の代表をもって構成されており、日高軽種馬農業協同組合が事務局をつかさどるもので

ございます。事業内容としては、軽種馬生産基盤の改善と強化を推進するための企画立案及び陳

情請願の実施などでありまして、日高管内における軽種馬振興施策に係る統括的意思決定機関と

いう位置づけであることから、直接活動を行っているものは下部組織であるホッカイドウ競馬支

援室となってございます。具体的にはホッカイドウ競馬の発売拡大対策事業やファンサービス事

業など活動は限定的ではございますが、その他協議会で決定された方向性に基づき、事務局の調

整の下、各構成団体が国や競馬施行団体などへ要請活動や各町独自のホッカイドウ競馬への支援

事業を実施しております。町といたしましても軽種馬産業につきましては、関係団体等との協力
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関係を保ちながら、馬産地として引き続き支援し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たいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田君、ここで休憩したいのですが、よろしいですか。 

10分程度休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１７分 

                                            

再開 午後 ２時２９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。 

 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それでは、答弁をいただきましたので、再質問させていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

それで、駆除頭数ですとかはお聞きをいたしましたので、まず侵入防止柵のところから質問さ

せていただきたいと思います。平成25年から27年に設置しているということで、経過したのが６

年から８年ぐらいなのだなと。一応国税庁でこれの耐用年数だかというのを調べて、そしたら金

属製なので、14年で言われているそうなのです。ですから、14年もつ、だけれども今はまだ六、

七年、８年しか経過していない。耐用年数はまだまだもつはず。だけれども、この柵の特徴で、

木が生い茂っているところだとかにやってあって、枝が折れた、木が折れた、ましてや山が、最

近は大規模災害はここ数年ありませんけれども、やっぱり沢が崩れたとかあるわけです。ですか

ら、そういうやつの僕が危惧しているのは点検がちゃんとできているかということなのです。さ

っき農業被害だとかをお聞きをしておりますが、これ以外に鹿、特に鹿ですけれども、交通事故

対策も必要となってくると思うのです。そういう意味で、この柵が壊れていて、鹿がそこから侵

入してということを考えると、地先の方にそれをお願いするというのはふだんはよいにしても、

１つ提案なのですけれども、ここでもう六、七年、８年たったので、やはり一斉点検みたいなの

を一度やってみるべきではないでしょうか。どうでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 侵入防止柵の点検の方法というところなのですが、総延長が

10.7キロあるというところで相当な延長がございます。こういったところで、壇上でもご答弁さ

せてもらったのですけれども、地域の協力は欠かせないかなというところで認識しております。

大きな補修だとかそういったところについては、例えていくと平成28年度に災害があったときの

補修については、その災害復旧工事と併せて侵入柵のほうも補修させていただいております。今

後については、耐用年数がまだ残っているというところも踏まえて、これまでも地域の方の協力

いただきたいとは思っておりますが、ただ耐用年数過ぎているというところ近くなってくると更

新も考えなければならないかと思いますので、タイミングを見てそういった調査もしたいと思っ

ております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 耐用年数14年といっても、要するに経年劣化で倒れるというよりも、繰り

返しになってしまいますけれども、そうやって枝が倒れただの何だの、沢が崩れただの、そうい

うことによる修理が必要なことが僕は起きているのではないかと思っているのです。それを地先

の方に点検してくださいと言っても、総延長長い柵ですけれども、中には町有地もあれば、道有
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地、国有地もあるのでしょうと。ですから、せめてそこは地先がちゃんとやるのだというのだっ

たら、国有地においては国が、道有地においては道が、町有地においては町が日常点検している

と思うのです。それはそれで百歩譲ってよしとしても、農家の人たち、地先の人たちがやってく

れていると思うけれども、せめてそこだけでも一斉点検というものをしておくべきではないです

かと思うのですけれども、重ねてどうでしょうか。 

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) おっしゃられていることはよく理解しています。今後ちょっとそ

ういったところも点検方法も含めて検討したいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それで、この柵が何かの理由で壊れましたと。それで、もしそこで柵が何

らかの理由で壊れたといったときに、誰が直すのかというところが答弁なかったと思うのです。

そういう意味でもあまり僕も聞かなかったので、悪かったかなと思っているのですが、実際壊れ

ていたところ発見したときに、それの修理、修繕するのも地先の方なのですか。金銭的にもかか

る場面もあると思いますから、その補修費用というのですか、そういうところもこの地先の方、

契約している地先の方というのか、この方がそのことも負うこととなっているのでしょうか。 

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) 補修費用の部分だと思いますが、軽微なものというのか、個人で

直せる、例えば針金だとかひもで穴を塞ぐ程度であればちょっと地域の方にはお願いしたいと思

いますが、大規模なものについては、その保護柵自体は協議会のものとしておりますので、大規

模なものについては協議会のほうで対応したいと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それで次、狩猟者の確保のところに入っていきます。駆除員が79名、三石、

静内合わせて79名だよという答弁でした。私は、平成28年に、１回目でも言いましたけれども、

同じような質問をしていて、駆除員何人いるのですかと聞いたときは78名と言っていたのです。

ですから、今から５年前になるのですか、平成28年ですから。５年前から見ると、１名増えたと

いうことなのです。この３年間で14名が新しく入っていただいたという中で、ただ私知りたいの

は、この今の79名、これで足りるのか、足りないのか。私５年前に質問したときには、78名で、

なかなか成り手がいなくて、人員不足で苦慮しているのだみたいな答弁をいただいているもので

すから、今の79名というのは必要数に足りているのかどうなのかをお聞きします。 

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) 駆除員の人数なのですが、今現在壇上でもお答えしたように79名

の駆除員がいます。３年度の委嘱の準備というところで、２名増員するような形で今受付をして

いるところです。適正人員という部分なのですが、その部分については何か明らかなものという

のはございませんので、何人が適正かというのはちょっと答えづらいのですが、多いほうがそれ

はいいとは思いますが、今後そういったところでそういう狩猟者があれば、町内にいれば駆除員

になっていただくようなご協力を求めていくような形を取りたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それで、先ほど答弁で新たになる方には健康診断だとか予備講習だとか免

許申請の費用助成とかとあります。免許を取るためにはいろいろかかるのです。これ以外にもだ



 － 42 － 

と思うのです。79名で足りているかどうか分からないというのですが、きっとこれは高齢化が進

んだりということはいまだに、14名新たな方入っていますから、かなり若返りというか、は進ん

だのかなと推測はしますけれども、新たな方がどんどん入ってもらうにこしたことはないし、僕

は必要としていると思っていますから、少しでも入りやすい、狩猟者になりやすい環境をつくる

ことが大事だと思っているのです。ですから、町も行政の施策として、先ほど答弁いただいたよ

うな助成をしていただいてはおりますけれども、私は狩猟者となりたい方は全てにおいて、かか

る費用全てにおいて町が全額補助をすべきだと思いますが、いかがですか。 

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) 狩猟者になる部分にかかる費用なのですが、新規としてかかる費

用については免許申請費用、これが5,200円になります。その講習費用というものがわな猟で

8,250円、銃器で１万1,000円というようなところになっていて、これについて新規の方について

はこれらを全額助成をしているというようなところです。 

既存のハンターさんなのですが、町の有害鳥獣駆除員になることによって狩猟免許の更新時に

かかる更新手数料といったものだとか狩猟登録免許税、この部分が免除になります。協議会で一

斉駆除を年に１回程度各地区で行っているのですが、こちらの一斉駆除に参加することによって

毎年度行われる技能検定と、あと技能講習、これが免除されるというところで、通常この辺につ

いては３万円以上かかるのですが、その部分が免除されるという形になっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 今の答弁の中に例えば初心者講習受講料4,000円、講習会で使用するテキス

ト料2,340円、資料試験問題集、これが1,500円だとかが一般的にかかるそうなのです。私もこの

資格持ったことないので、分からないのですが、ですから今の助成していただけるのは大変あり

がたい話ですし、さらに新ひだか町で狩猟免許取ろうと思えば全額、かかる費用全部を、さっき

も言ったように何千円とかでそんなに額が多いわけでもありませんし、年間で何十人、何百人と

狩猟免許取る方がいるわけでは現実ないわけですから、要するにこの免許を取るときには全額新

ひだか町が持ちますというようにすべきではないですかという意味で質問している。一部ではな

くて全部ということにしたほうが分かりやすいのではないでしょうか。成り手も増えてくれるの

ではないでしょうかという思いで質問しているのですけれども、いかがでしょうか。 

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) 議員さんおっしゃられることは十分理解します。ただ、ハンター

というのは駆除だけではなくて、自分の趣味的なハンティングだとかそういったところを主にし

てから駆除員に入ってくるという形がありますので、全額というところはちょっとうちのほうで

今現在考えておりません。そういった駆除員になることによってかかるような経費については、

町で助成をしたいという考えで今後も進めていきたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 何とかなってくれればいいなと。諦めずに今後もすべきと提言をしていき

たいなと思っております。 

次も僕今の答弁の繰り返しになるのだろうなと思ってあえて聞くのですけれども、やっぱり銃

を買わなければ駄目なのです、ハンターのほうをしようと思えば。ですから、隣町の例をわざわ

ざ出すのもどうかなとは思いながら、隣の新冠町は上限20万円、40万円の２分の１の上限20万円
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ですか、の補助を出しているのです、何年も前から。ですから、銃を取得するときにもこういう

補助を出すべきだと言って、また趣味ですからとかと言われやせぬかなとは思っているのですが、

大事なことだと思うのです。趣味でどうこうではなくて。どうでしょうか。まねをすれという意

味ではありません。我が町独特に全額補助でもいいのです、銃の。やっぱりそういうのも狩猟者

を増やすためには必要だと思うのですけれども、いかがですか。 

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) 今新冠町の例が出されて、管内においては新冠以外にも日高町、

様似町、３町で同様な形で助成をしていることは確認しております。当町においては、今79名駆

除員がおりますが、そのうち既に銃器を所持している方というのが60名おります。それ以外の19名

については、わな猟の資格しか持っていないというような状況になっておりますので、今後そう

いった銃器を持ちたいだとかそういったことがあれば、そういった要望も今まで上がってきてい

ないものですから、当町のハンターさんには。そういったところの意向があれば検討することも

ありなのかなとは思いますが、今のところそういった要望もないですし、銃器を持つというとこ

ろはかなり管理だとか、事故もあったり、危険性もあったり、適性的な関係もございますので、

そういったところを町で率先して、今充足で足りているという部分もありますので、そういった

ところはちょっと慎重にいきたいかなとは思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) さっき79名駆除員いるよという中で、今答弁がありましたけれども、銃を

持つ資格を持っている方が60名、残り19名は要するにくくりわなですよね。ですから、くくりわ

なももちろんそういう狩猟の中に入りますけれども、聞いておきたいのは新たに14名増えたとい

う中で、くくりわな19名いますけれども、14名増えて、その14名の中で銃を持つ資格がある人、

わなだけの人、そこら辺分ければ教えてください。 

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) 今詳しい数字手持ちでないので、ちょっとお答えできないのです

が、基本的にわな猟が主な方だと思います。そんなところで、今わな猟についても比較的うちの

町については軽種馬が多いというところで、銃器による駆除ができないというところがあります。

くくりわなの駆除数についても、ここ数年協議会のほうでもくくりわなだとかというのを購入し

て、町の駆除員の方にも貸出しをしております。結構くくりわなの駆除も効果的なというところ

で、くくりわなによる捕獲の実績としましては令和２年度の、３年の２月末現在で547頭、令和元

年度で557頭、平成30年度で458頭と一定の効果が上がってきているというところで、これについ

てはわな猟の資格も講習等を受けて、比較的銃器より簡単に取得が可能というところで、これら

一般的に農業者だとか被害を受けている方も、限定的な話になりますが、農業者自らも自己防衛

的なことがしやすくなるのではないかというところも踏まえて、今協議会のほうではこういった

ところも広めて、こういったくくりわなによる駆除、自己自衛的なものもちょっと広げていきた

いなというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) くくりわなも効果的なのです、それはもちろん。ただ、くくりわなは、要

するに簡単に言うと生け捕りというのですか、なっていて、止め刺しという、要するにくくりわ

なにかかって、逃げれなくて、必死に逃げようと動いているものに対してやっぱり最後は銃で仕
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留めなければならないでしょう。力尽きて死ぬまで待っているわけではないのです。だから、そ

のときはこの60名の狩猟免許を持った人でないとできないわけではないですか。だから、私は足

りているのか、79名で足りているのかという意味は、やはりくくりわなでかかったらそう時間を

置かずに最後まで仕留めてしまわないと、周りに馬がいるのは分かるのです。私農村地帯に住ん

でいますから、今鉄砲の音するから馬入れてくださいと言われたこともあるのです、驚かないよ

うにねとか。だから、方法はあるのです。ですから、ただ止め刺ししてくれる人がいなければ話

にならないのです。鹿がずうっと暴れているのです。だからこそ、くくりわなの資格を持ってい

ただけた方が増えているというのはありがたいことですけれども、60名からさらに人数を増やし

て、そういう止め刺しのときのこともすぐ時間を空けずにできるようにすべきだろうと思うので

すけれども、いかがですか。 

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) 今わなで捕っても止め刺しをどうするのだと、銃でなければとい

うところなのですが、ここ数年前までは確かに止め刺しをする場合については銃を使ったりだと

か、急所部分にナイフを入れたりとかというような形を取っていました。ここ数年ですが、電気

式のものでショックを与えて止め刺しをするという安全なものが出てきております。これについ

ても、若い方もそういった形で止め刺しをしていって、安全に、銃に頼らないで止め刺しができ

るような器具も出てきておりますので、こちらのほうについても協議会のほうで準備したりだと

か、そういうふうにしてくくりわなのほうを少し広げていきたいというところでご理解願いたい

と思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) くくりわなのことをちょっと何点か質問しましたけれども、やはり最終的

には熊だとかくくりわなでは対応できない鳥獣もたくさんいるわけですから、ハンターはある一

定数というか、僕は今まで以上に、僕も何かの計算式用いて足りているとか足りていないと言っ

ているわけではないのです。あの当時七十何名いて足りていないと言っているから、今もたった

１名しか増えていないわけです、今の質問の答弁だと。ですから、今も足りていないのだよねと

いう観点から私は聞いているわけですから。 

それで、28年で質問したときもこの足りない人員をどうしようかと、どう増やそうかといった

中で、公務員ハンターという言葉が出てきています。私も公務員ハンターを増やすべきだと言っ

ていました。ですから、今できた人数の中にいわゆる公務員ハンター、これ法律でも認められて

いることになっていますので、この公務員ハンターを増やすべきだと５年前に言わせていただい

ておりますけれども、今何名いますか、前はいなかったと思うのですが。 

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) 公務員ハンターというところの部分について、駆除を公務とした

ハンターというのは当町にはおりません。ただ、公務員の仕事の傍ら、休日だとか時間外におい

て駆除員になっている方は町内におります。その人数が今現在８名おりまして、そのうち町の職

員が６名、道の職員が２名おります。主にくくりわなの方とか、あと空気銃、銃器の方が１名お

ります。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 銃器の方が１名ですから、そうそう勤務中に呼び出されることはあまりな
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いのかなとは思っています。ただ、町長においては、公務員の町職員の方もいらっしゃるわけで

すから、これは地域の消防団と同じです。もし何かあれば、それは町長の許可は要るのでしょう

けれども、それは速やかに許可を出して、出動を許可するというところをやっていっていただけ

ればなと思っております。公務員ハンターも含め狩猟者がさらに増えて、この有害鳥獣の駆除が

さらに効果を上げていただければなと思っております。 

次に、馬のことに移ります。競馬産業について、馬産地振興策だとかをお聞きしました。そし

て、壇上で答えてくれている中でちょっと分からなかったのは、再生のほうあります。僕の考え

では、答弁の中でコンサイナーのこと出ていました、せりに出す馬の馴致云々。これコンサイナ

ーのことでしょう。コンサイナーのことが出ていましたけれども、コンサイナーは以前は馬産地

再活性化緊急対策事業……機械リースとレポジトリーがここに入っていたけれども、これが今言

わなかったかなと思っているのです、答弁で。レポジトリーは、今はでは競走馬生産振興事業の

ほうに移ったということでよろしいのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 競走馬のレポジトリーの事業ですけれども、過去は馬産地再活性化緊

急対策事業という中で行われておりましたけれども、これが見直されて、新たに競走馬生産振興

事業という中のメニューの一つとして盛り込まれたというふうに考えていただければと思いま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) コンサイナー、ちょっと話戻してすみません。今はこの競走馬生産振興事

業にコンサイナーのことも移ったのだなということでよろしいのですね。首縦に振っているので、

そういうことだということで、それでマイクロチップの埋め込みというのもこの競走馬生産振興

事業に入っていたと思うのですけれども、入っていなければ入っていないという答弁で構いませ

ん。ただ、マイクロチップの埋め込みはどうなっているのでしょうかというところをお聞きしま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 森宗農政課参事。 

〇農政課参事(森宗厚志君) マイクロチップのほうの事業の項目がどこに入っているかというこ

となのですけれども、ちょっと私どもではそこまでは詳しくは承知しておりませんけれども、こ

ちらの補助金につきましてはあくまでも競馬会の補助金というような形で入っているという認識

でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 私は私なりに調べましたけれども、マイクロチップの埋め込み、レポジト

リー、コンサイナー、こういうのは全て競走馬生産振興事業に入っていると、私なりに調べた結

果そう思っています。 

それで、さっき壇上でも言っていました平成30年から５年間の事業延長したのだと。今そうい

う書類を見ますと、ほとんどの場合、実はその見たという書類にマイクロチップも入っていたの

ですけれども、事業期間を令和２年から３年以内と書いてあるのです。ですから、言っているこ

とは一緒だと思うのです。平成30年から５年間、終わるときはきっと同じことを言っているのだ

と思うのです。これは議員立法であって、時限立法なのです。それで、延長、延長を重ねなけれ

ばならないのです。ですから、私はこの産地にとっても非常に有効に利用されていることであり
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ますから、来るべき来年、再来年になるのかな、５年目を迎えますけれども、これの延長をどの

ように言っていくのだと、求めていくのだというところをお聞きしたいのですが、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) この競走馬生産振興事業については、これまでも時限立法の中で期限

があるということで、それで今まで陳情等により３回延長されてきた経緯がございます。それで、

この期限が迫る中で、推進協議会の中でも毎年町村会ですとか日高総合開発期成会、これらと一

緒に国会議員ですとか農林水産省、中央競馬会、これらのほうに要望活動を行っておりますので、

今後についてもそういう活動を通しながら、この事業を継続していくということで強く要望をし

ていくというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 要望は、しっかりとし続けていっていただきたい、またさらなる延長を望

んでいただきたいなと思っているのです。今推進協と言われましたけれども、なかなか私も言い

づらいのです。各首長も入っていますけれども、各議会議長も入っているのです。入っているそ

の団体に対して、我が町の議会の議長も入っているこの団体に対してどうのこうのというのはあ

まりよろしくないとは思いながら、そこの構成員である町長のお考えだけはお聞かせ願いたいな

と思って何点か質問をさせていただきます。 

この推進協に対してだけではないのですが、推進協をはじめいろんなところにいわゆる軽種馬

議連って日高にあるのですけれども、正式名称で言わなければならぬと思うので、日高地区軽種

馬産業活性化推進議員連盟連絡会というのがあって、そこから平成27年だったと思いますけれど

も、要望書を出させていただいております。３点あったのです、簡単に言うと要望が。１点目が

北海道市場の恒久的な開催、２点目が市場アクセス道の整備、３点目が高規格道路、インターチ

ェンジの整備ということだったのです。この３点です。あれから年数がたちまして、市場へのア

クセス道の整備というのは、これは大体終わっているのだろうと思う。新しい道路も実際ついて、

せりに来た人が11トン車でも、馬運車でも大変曲がりやすく、入りやすくなったと好評を得てい

ると思うのです。その後の埋め立てて馬房を造ってとか駐車場にしてとか、そこの部分まではち

ょっと抜きにして、大体できたのかなと思ってはいるのです。ですから、あとの２点、北海道市

場の恒久的な開催とインターチェンジの部分、この部分であれから何年かたっていて、今推進協

のほうのお考え分かればお聞かせ願いたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君)  及川農政課長 

〇農政課長(及川敦司君) 平成27年に議員連盟連絡会のほうから要望書が上げられておりまし

て、先ほど３つの要望の中の北海道市場の恒久的な開催、まずこれについてどのようになってい

るのかということでございますけれども、軽種馬農協からの聞き取りになりますけれども、市場

開催時においては購買者の方から宿泊施設が取れないといった声が依然あるというふうに聞いて

おります。しかしながら、高規格幹線道路が延長をしてきたことに伴って、千歳ですとか札幌圏

域からもアクセス時間が短縮されるということから、そういった声も少なくなってきているとい

うふうに聞いてございます。ただ、今後セレクションセールといった１日開催というようなもの

については、そういった馬主会の方の声を取り入れて、札幌開催ということも検討する余地もあ

るのかなという考えもあるみたいですけれども、基本的には生産者の馬の輸送等の負担を考える

と、やはり札幌での開催は現実ではないなという考えでありますので、今の段階軽種馬農協等に
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つきましては、馬主会の会議の場においても地元開催を今後もまだ続けていくというような話で

進めていっているというふうに聞いてございます。 

そして、もう一つ、高規格幹線道路のインターチェンジの関係でございますが、これも27年に

要望された当時は、海岸線に走る沿岸ルートだったというふうに思うのですけれども、この間津

波浸水域に位置するということからルート変更の検討が行われまして、現計画は津波回避ルート

になったという状況でございます。それで、静内インターチェンジにつきましても市場に近接の

道道に接続するという計画になっておりますので、この議員連盟連絡会のほうから要望があった

内容で実現されたのかなというふうに考えてございます。また、それに伴いまして市場へのアク

セスも向上されるというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 分かりました。 

それで、推進協のことについてもう何点かお聞かせ願います。推進協の活動が見えないという

言い方を私は１回目でさせていただきました。先ほどの再質も含めての答弁で、事業延長を国に

求めていったりということをやっているのだという答弁もありました。やっているのだというの

ですから。ただ、僕は、推進協をつくったときのことから知っている者としては、このつくった

意味です、推進協をつくった意味。まず、第一義的にはホッカイドウ競馬存続だったのです。今

好調になっているわけでしょう。めちゃめちゃよくなっているわけではないですか。1.5倍も売り

上げているのです。いろいろ問題ははらんでいます、インターネットがそのうちの九十何パーセ

ントもなっているとかと。いろいろありますけれども、好調なだけに推進協の活動が見えてこな

いなと思っているのです。私なりに調べると、何年か前には例えば北海道外から門別競馬場に来

ていただいた方、先着5,100名に日高昆布プレゼント、これホッカイドウ競馬支援室、要するに下

部団体がやったりもしているのです。ですから、お客を増やす、売上げ伸ばすというその努力は

やってはきてはいるとは認識しています。では、令和２年度に推進室として何をやったかなと思

ったときに、私が見つけれたのはホッカイドウ競馬の11月にやったやつですか、協賛ということ

で、レース名にこの推進協の協賛でご声援に感謝第20回ＪＢＣ賞、これに冠をつけたぐらいしか

僕は見つけれなかったのです。総会の資料も見ようと思いましたが、去年は書面決議だったよう

ですし、新型コロナウイルス感染症対策ですから仕方がないのですけれども。要するに推進協は、

国の要請活動と馬産地の要請を聞くのだと、上につなげるのだとか、逆に言うと上から下にとい

うこともあるのでしょうけれども、そういう存在価値がある団体なわけです。そういう中でこの

推進協の活動、では何をどうやっていましたかという問いに答えていただきたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) まず、この推進協の設立の趣旨を申し上げたいと思うのですけれども、

実はこの推進協というのは昭和45年に昭和47年から競走馬を含む活馬の輸入化、自由化、こちら

の方針に国が転換したということで、軽種馬農家の生産安定ですとか日本の競馬振興のために設

立されたという趣旨で、実は昭和45年、かなり歴史が古い組織になってございます。ただ、この

間どういった活動をしてきたのかというと、やはり主に陳情活動ということで、なかなか皆さん

に見えるような活動はされてきていないのかなというふうになるのですけれども、平成12年から

13年頃、ホッカイドウ競馬が売上げがかなり落ち込んできたときにホッカイドウ競馬の存続問題

が出てきまして、それでこの下部組織であります競馬支援室、こちらを立ち上げてホッカイドウ
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競馬の売上げ増のいろいろな事業をやってきたという経過がございます。昨今なのですけれども、

今ホッカイドウ競馬も好調になってきているわけでございますが、新たに軽種馬に従事する労働

者不足の問題ですとか、あと馬に関わる産業人口を増やすといったことで協議会内に、これも下

部組織になるのですが、日高地域活性化支援室というものを本年の４月に立ち上げるという予定

で聞いてございます。この活性化支援室はどういったことをやるのかということなのですが、軽

種馬生産牧場へ就労するための人材育成をして、そこで育成した方を牧場に送り込むと、こうい

う研修農場の運営を４月から開始するというようなことを聞いてございます。新たにこういった

取組を行って、本来の軽種馬生産の底辺というか、ベースとなるそこをまず力を入れていくとい

うような考えで今計画が進んでいるというふうに聞いておりますので、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) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それで、活性化支援策をはじめ、いろいろこの推進協でやっていく予定で

いますよということですので、期待を込めたいなと思うのです。大野町長は、前職というのです

か、前そういうホッカイドウ競馬に関わる部署にいて、要は推進協だとかから要望を受ける側に

なっていて、今は町長となって、する側になったと思うのです。そういうところに携わっていた。

私も馬生産していましたから、そのこともあって今こうやって馬のことに興味を持って質問して

いるわけですけれども、町長として、ホッカイドウ競馬に携わってきた一員として、責任ある中

にいた一員として、その経験を生かして推進協で何か言いたいこと、やってみたいこと、こうな

ればいいなというところがあれば教えていただきたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 軽種馬の本当にレアな質問だというふうに思います。恐らく議員の皆様方

聞いていてもよく分からない内容だというふうに思いますが、推進協の前に軽種馬に対する補助

事業のお話をされていましたけれども、５年間で終わりました馬産地再活性化緊急対策事業、こ

れは国費を直接軽種馬農家に補助金として出すということで、これは過去なかったことを国がや

っていただいたもので、５年間限定の事業でございます。もう一つの事業のほうにつきましては、

これは従前より中央競馬会の経費をもって軽種馬の応援をしていただいている補助事業でござい

ます。そういう国が関与しないような軽種馬生産の世界に対して、この産地としてどうあるべき

か、何を求めるべきかということ、その中心となる団体が今議論されておりました推進協という

ことになろうかと思います。この歴史につきましては、及川のほうから説明したとおりでござい

ますが、20年ぐらい前に私も推進協のこの立ち上げの競馬の支援室のときにちょうど携わってお

りましたが、そのときにはホッカイドウ競馬、さらには笠松競馬のほうにもこちらの馬が走る場

面もありましたし、生産者の方々が地方競馬の灯を消さないでくれということもありまして、そ

ういうところに対する支援を中心にやってきた団体だというふうに認識しています。 

それで、今後この推進協というものがどうあるべきかというお話だというふうに思いますけれ

ども、この推進協の運営に当たりましては、管内の各町の関係者みんな入ってやっておりますけ

れども、今一番困っているのは、先ほど及川課長からも話しましたとおり、現場の生産農家で働

く人がいないと。あるいは、獣医さんがいなくなってきた。装蹄師さんがいなくなってきたとい

うことで、生産現場の課題が数多くあるわけです。競馬は順調にいっています。馬は売れていま

す。ただ、これを永続的に馬を生産するための土台が今崩れ去ろうと、崩れかけているというふ
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うに思っておりますので、今後この日高軽種馬推進協の役割としては、そちらのほうに時代の流

れからシフトしていくのではないのかなというふうに思っています。また、そこのところを何ら

かの施策を考え、何らかの応援を国、ＪＲＡなりからいただかなければならないと。 

それで、ちょっと答弁長くなって申し訳ございませんけれども、１つだけ推進協の活動として

の内容をお話ししますけれども、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響でやっておりませんけ

れども、一昨年推進協の中央要請に参りましたが、そのときには通常我々は中央要請やるときに

は、例えば30分とか40分、あるいは１時間ぐらいの時間を取って、中央の人方が懇談をしてくれ

るという機会はほぼありません。ただ、この推進協の軽種馬の問題については、具体的に申しま

すと農林水産省の競馬監督課長が出てきて、みんなでこの要望事項に対して意見交換をする。も

う一つ、ＪＲＡに行きますと、ＪＲＡの各部長さんが出てきて意見交換するというようなことで、

この協議会での要望についてはかなり濃厚に意見交換をしているということでございます。そう

いう中で、今国会議員お辞めになりましたけれども、吉川大臣が当時いらっしゃるときに吉川大

臣室に行って、獣医さんの少ないのを何とかできないか、大臣ということでお話ししたときに、

すぐさま担当部局のほうに指示しまして、その結果今出来上がって、恐らく動いていると思いま

すが、獣医学部にいる生徒さんがインターンシップとして現場に入るときにＪＲＡ中央競馬会か

ら何らかの支援をしていただくと、そのような事業が出来上がっているというふうに考えており

ますので、今後ともそういう生産現場に視点を当てた取組が必要なのではないのかというふうに

思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 答弁をいただき、ありがとうございました。町長が答弁で言っていました

けれども、レアな質問だと思っています。ただ、やはりこういう話をできるのは、今までの町長

がそうやってホッカイドウ競馬に関わってきたとか、いろいろそういう経過もあってこそだと思

うのです。別に選挙の話はしません。しませんけれども、やっぱりそういうところに期待をした

町民も僕は多かったのだろうと思っているのです。馬のことを知っている町長だからと。だから、

馬産業全体の押し上げにきっと大野さんはやってくれるという期待感が今の結果となっているの

だと思っています。今後も期待をさせていただきますし、ちょっとレアな質問は今日これでしば

らくはしないかなとは思っていますけれども、やはり馬はこの町の基幹産業ですから、それは興

味を持って、レアと言われようが何だろうが、またいつか質問をしたいなと思っております。 

質問を終わります。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。 
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 どうもご苦労さまでした。 

 (午後 ３時１２分) 


