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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。 

 欠席議員の報告をいたします。７番、細川君から、一身上の都合により本日の定例会を欠席す

る届出が提出されておりますので、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 

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、３番、志田君、４番、渡辺君を指名

いたします。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

 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。通告どおり、２点について御質問させていただきま

す。 

 まず、１点目でございますが、日高山脈の国立公園化に踏まえまして、主要道道であります静

内中札内線の通行止め区間の改修整備促進対策についてでございます。このルートは、御承知の

とおり、静内中札内線の総延長が100.9キロメーターのルートでございます。現在開通している区

間につきましては、日高山脈を貫く21.3キロの未開通区間を除き、総延長79.6キロメーターであ

ります。そのうち静内側の整備状況は、起点が静内御園交点から13.18キロメートルは改良舗装済

みでありまして、終点は静内ダムゲートまでとなっております。しかしながら、残る33.27キロメ

ーターの残区間につきましては砂利道の未改良の状況の中でありまして、さらに現在は通行止め

の道路管理となっております。このたびの日高山脈襟裳国定公園の国立公園化の方針を踏まえま

して、地域活性化のもととなる観光道路として、この道道静内中札内線の有効活用を模索すべき

であるというふうに考えております。そのためには当面の改修整備ルートといたしまして１つと、

それから次のステップへの改修整備ルートとしての整備促進対策を図るべきと考えますが、次の

点についてお伺いします。 

 １点目でございますが、町としての今日の取組状況は、どのような形で取り組んでいるのかを

お伺いいたします。 

 ２点目でございます。先ほど言いました現在通行止め区間となっておりますが、運用の段階で

は北海道は高見ダムの河川治水管理のために現在使用しておりますし、また北海道電力株式会社

におきましては、上流域にあります東の沢ダムも含めて７か所の水力発電ダムの管理を行ってい

る重要な道路だというふうに認識しております。そしてまた、この７か所の北海道電力株式会社
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が管理しております水力発電ダムの管理の内容につきましても、発電の能力につきましては30万

1,800キロワットということでございまして、一般住宅に換算しますと約11万戸相当の供給となる

というふうに聞いております。こういった重要な施設の中でありまして今日まで日常車両通行道

路として利用しておりますが、この現状と実態を踏まえた改修整備促進対策の町としての考えは

いかがかお伺いいたします。 

 ３点目でございます。現在通行止め区間の静内ダムゲートからナナシ沢付近の道道高見終点ま

での砂利道の未改良区間でございますが、この区間を観光振興を含めた地域活性化のため、当面

の改修整備ルートとして高見ダムエリア並びにペテガリ山荘をつなぐ東の沢橋までの区間を改修

整備促進要望をすべきと考えておりますが、お伺いいたします。 

 ４点目でございますが、今後の課題への取組のために終点の中札内村との連携を図るべきと考

えますが、いかがかお伺いいたします。 

 次、２点目でございますが、海岸保全区域の海岸侵食対策及び高潮、波浪等の被害復旧対策に

ついてお伺いいたします。近年の低気圧などによります異常気象に伴いまして、前浜海岸沿いの

海岸侵食や高潮、波浪等により既存の護岸、離岸堤、突堤、消波工等の施設が沈下、そしてまた

決壊をし、海岸防護の機能が損なわれている状況に見受けられてございます。このことは、少な

くても漁業への影響もあると考えられます。そういった観点から、災害から海岸を防護するため

に護岸、離岸堤などの海岸保全施設の補修、改良、新設等による対策を推進する必要があると思

いますが、その取組についてお伺いいたします。 

 １点目でございます。海岸管理の現状と関係機関との協議経過についてでございますが、静内

海岸延長、いわゆる静内と三石、２つに分かれておりますが、まず１つ目は静内海岸延長が調べ

ますと１万8,667メーターあります。そのうち、北海道が指定管理している延長が１万4,025メー

ターございます。さらにこの内訳を調べますと、この１万4,025メーターの中を見ますと国の河川

局に関わる部分の延長が１万257メーター、それから漁港等の周辺の水産庁に関わる部分が

8,768メーターあるということになっております。それから次でございますが、三石地区の海岸延

長でございますが、１万4,462メーターございまして、そのうち北海道が指定管理しております延

長が１万2,005メーターとなっております。これの内訳も申しますと、このうち三石につきまして

は国の河川局管轄が9,575メーター、そして、水産庁、いわゆる漁港周辺でございますが、2,430メ

ーターの管理となっております。これらの海岸保全施設としての現状と、それから町としての推

進対策の考えをお伺いいたしたいと思います。 

 ２点目でございます。今年度事業を行っておりますが、今年度事業箇所の進捗実態と、それか

ら遅延の箇所の推進への取組はについてでございますが、これにつきましてはいわゆる国の交付

金事業、災害復旧事業、それから北海道の単独事業、それぞれあると思いますが、それらについ

ての今年度の事業の内容についてお伺いいたします。 

 最後ですが、３点目でございます。駒場海岸、いわゆる旧ＪＲ北海道管理区間が838メーターあ

ります。この復旧は現在行われておりますが、この復旧の状況と、それから今後の完成に向けて

の推進への考えはどうなっているのか、財源も含めてお伺いをいたします。 

 以上、御質問いたしますので、よろしく御答弁のほどお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 
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〇企画課長(柴田 隆君) おはようございます。城地議員から御質問の大きな１点目、主要道道

静内中札内線の通行止め区間の改修整備促進対策について御答弁申し上げます。 

 主要道道静内中札内線は、日高と十勝を最短で結ぶ道路として、地場産業の振興や地域経済の

発展など様々な効果が期待されておりましたが、平成15年に北海道が未改良区間の新規改築工事

は行わないとする方針を決定しまして、その後平成15年８月の台風被害、また９月の十勝沖地震

の被害によりまして現道に土砂崩れなどの危険箇所が多数発生したため、現在では静内ダムゲー

トから約34キロメートルが通行止め区間となっております。 

 そこで、御質問の１点目、町としての取組状況についてでございますが、平成15年に北海道が

当該道路建設事業の凍結を決定したことを受けまして、平成16年３月に当時の静内町と北海道と

の間で静内地域活性化検討協議会が設立され、今後における現道の活用と維持管理、また地域の

活性化に関する対応方策などにつきまして毎年のように会議を重ねているところでありまして、

町としましてはこの機会を活用しながら、現道における通行止めの早期解除を継続的に要望して

きたところでございます。しかしながら、18年が経過してもなお通行できる見通しが立たないこ

とから、今般国立公園化に進んでいることも視野に入れた中で、町から北海道に対しまして改め

て実務者レベルの検討の場を設けることを要望し、本年10月に第１回目の実務者ワーキング会議

が開催されたところでございます。 

 次に、２点目のダムの河川治水管理や発電所管理のために日常的に北電等の車両が通行してい

る状況を踏まえた改修整備促進の考えについてですが、通行止め区間の通行につきましては、道

路管理者となる北海道の室蘭開発建設部に申請し、許可を受ける必要があり、現状ではインフラ

整備や緊急時、目的に十分な公共性が認められる場合など真にやむを得ないと認めたものに限り、

使用者の一切の責任をもって通行許可されている状況でございます。町としましても作業車両等

が日常的に往来している状況も踏まえ、安全性の確保と通行止めの解除あるいは緩和などを継続

的に要請しているところでございます。 

 次に、３点目の高見ダムエリア及びペテガリ山荘をつなぐ東の沢橋までの改修整備促進要望に

ついてでございますが、当町としましても多くの方が登山あるいは自然探勝などを楽しむことが

できるよう通行可能な状態にすることを継続的に求めているところでございまして、道路管理者

である北海道としましても継続的に改修工事等を進めていただいているところでありますが、予

算に限りがある中、頻発する災害によりまして、危険箇所を修繕してもまた新たな危険箇所が発

生するという状況にございまして、通行止め解除などの見通しが立たない状況であるとの説明を

受けております。 

 最後に、４点目の中札内村との連携でございますが、道路建設が進んでいた当時は活発に同村

と交流を重ねておりましたが、事業凍結以降につきましては、観光振興の面でつながりが続いて

いる部分はございますが、道道整備という視点で連携している実績はなく、今後におきましても

道道整備という点に関しまして中札内村と連携を図る考えは持ってございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 

〇建設課長(野垣尚久君) おはようございます。城地議員からの御質問の大きな項目の２点目、

海岸保全区域の海岸侵食対策及び高潮、波浪などの被害復旧対策について御答弁申し上げます。 

 御質問の１点目、海岸管理の現状と関係機関との協議経過についてですが、初めに海岸の区分
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から説明させていただきますが、海岸用地につきましては国が管理している公共海岸と国以外の

ＪＲなどが管理している公共海岸以外の海岸に大別されます。さらに、公共海岸は、所管省庁別

に国土交通省の水管理・国土保全局所管の建設海岸、農林水産省の農村振興局所管の農地海岸、

農林水産省の水産庁所管の漁港海岸、国土交通省の港湾局所管の港湾海岸に分けられます。それ

ぞれの海岸用地の管理者については、港湾海岸は日高管内では港湾を有する浦河町とえりも町に

なり、建設海岸、農地海岸、漁港海岸は北海道となっております。当町におきましては、海岸総

延長３万3,139メートルのうち、建設海岸が２万5,647メートル、漁港海岸が7,492メートルとなっ

ております。また、海岸の保全につきましては、海岸用地管理者であります北海道が海岸法の規

定により海岸保全区域を定め、海岸施設の整備や維持管理を行っており、当町の海岸では２万

5,662メートルが海岸保全区域に指定されているところでございます。 

 関係機関との協議経過といたしましては、毎年度町と室蘭建設管理部との間において実施して

いる社会資本整備推進会議において、河川、砂防、道路、海岸施設の管理及び整備について要望

や意見交換を行っているところでございまして、昨年度におきましても２月19日開催の会議にお

いて海岸保全区域の整備、維持管理について要望しております。 

 町内の海岸保全区域の現状は、海岸の老朽化が進み、特に近年波浪が強くなっている傾向があ

りますことから越波被害が多く、砂浜の後退も多く見受けられる状況でございます。このため室

蘭建設管理部に対しまして、駒場海岸ほかの老朽化している施設におきましては補修改良等事業

を要望しており、海岸町地区では越波、破堤防止のため既設護岸の補修改良933メートル、浦和地

区では越波と浸食対策のため離岸堤新設３基で延長300メートル、延伸５基で延長100メートル、

護岸新設830メートル、東静内地区では越波、浸食、破堤防止のため既設護岸の改良復旧450メー

トル、護岸新設700メートル、離岸堤改良９基で延長36メートル、消波堤設置70メートル、春立地

区では越波、破堤防止のため既設護岸の補修改良320メートルを要望しております。また、三石越

海町地区では、越波対策と破堤対策のため既設護岸の補修改良と消波堤設置400メートル、旭町地

区では越波対策のため消波堤かさ上げ150メートル、東蓬莱地区では現況護岸の改良と延伸など、

鳧舞地区では損傷の激しい三石海浜公園内の中央突堤、東突堤の補修及び海浜部の整地を要望し

ております。整備に関する基本的な考え方につきましては、室蘭建設管理部から住宅地など背後

財産を有する箇所を優先的に検討していると伺っております。 

 次に、２点目の今年度事業箇所の進捗実態と遅延箇所の推進への取組についてですが、現在室

蘭建設管理部では交付金事業で駒場海岸の高潮対策事業、道単独事業で東蓬莱海岸の特別対策整

備事業を施工中であり、駒場海岸は今年度で工事完了の予定でありますが、東蓬莱海岸は計画延

長417.2メートルのうち377.2メートルまで完成しており、残りは翌年度以降施工予定と伺ってお

ります。また、今年度は、三石海浜公園の中央突堤において一部堤体の補修が実施されたとのこ

とでございます。 

 なお、室蘭建設管理部からは、予算が限られている中で北海道全体で多くの要望箇所があるた

め事業が思うように進まない状況でありますが、交付金事業、道単独助事業などを使い分けなが

ら、今後も事業化に向けて予算要望を続け、早期着手すべく進めていきたいと伺っております。 

 次に、３点目の駒場海岸、旧ＪＲ北海道管理区間838メートルの復旧状況と今後の推進への考え

はについてですが、静内駒場の海岸護岸は、平成28年８月30日に岩手県に上陸し、31日に日本海

に抜けた台風10号の接近で発生した高波により護岸が決壊するなど甚大な被害を受けております
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が、この被災した施設はＪＲ北海道が所有し、管理している鉄道護岸になりますことから、ＪＲ

北海道による補修工事が実施されており、その後北海道による高潮対策事業により海岸護岸と並

行に車検場を中心として延長400メートルについて平成30年から消波堤の施工が行われており、令

和３年度に完成見込みとなっていることを確認しております。 

 静内駒場の海岸護岸につきましては、海岸法による海岸保全区域に指定されていないその他の

区域になりますが、ＪＲ日高線の廃止に伴いＪＲ北海道と北海道の協議により、ＪＲ北海道側の

拠出金を原資として北海道が補修工事を行い、工事完成に併せて海岸保全区域に指定し、北海道

が維持管理を引き継ぐ方法で進められていると伺っております。その範囲につきましては、消波

堤の施工範囲を含めた417メートルになりますが、令和３年度までに現地調査を終え、ＪＲ北海道

と補修工法などについて現在協議が進められており、この協議が調い次第町に説明していただけ

るものと伺っているところです。なお、この区間の施工時期につきましては、現在協議中という

こともありますので、今の段階では公表することができないということでございます。 

 今後も町民の安心、安全な生活を守るために、引き続き海岸の早期整備について要望してまい

りますので、御理解をお願いいたします。 

 以上で御答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 答弁ありがとうございました。それでは、何点か再質問させていただきま

す。 

 まず最初に、道道静内中札内線の関係でございますけれども、町としての取組、10月にワーキ

ンググループも含めて担当者段階で道との協議を行ったという今の答弁でございますけれども、

新聞等でございますけれども、国立公園の指定の予定を見ますと、令和４年12月頃が国立公園化

される予定だと。当初はもう少し早かったのですけれども、そんなような状況でございますけれ

ども、それは別といたしまして、それまでの間にこの道道静内中札内線についての当新ひだか町

のエリアについては、国立公園の網には今の段階ではかかっていないのですけれども、やはり観

光道路も含めてこれから地域の活性化のためには、この道路の有効活用を働きかけるべきだとい

う考えの中で町も道と協議しているということでございますけれども、今後さらに来年の12月予

定なのですけれども、それまでの間に積極的に道との協議をしながら、さらなる有効活用も含め

て少しでも交通が解除されるような形の中でどういうような取組を今後進めていこうとしている

のか。どういうふうに取組をしていくかということは、何回かの協議を重ねるかと思いますけれ

ども、スケジュール的には現段階ではどんなような協議を進めようとしているのかをお伺いいた

します。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) お尋ねの件でございますが、先ほど壇上の答弁の中で本年10月に実務

者レベルのワーキング会議というものを開催したと申し上げましたけれども、その趣旨としては、

議員がおっしゃっているとおり、国立公園化も視野に何とか通行できるような方策がないものだ

ろうかということを実務レベルで膝突き合わせて議論しませんかということの趣旨でございま

す。まだ第１回目でございまして、現状の道路の状況だとかそういうものの確認ですとか、今後

に向けた検討の視点だとかその程度しか話しておりません。実は、その前段に７月に道と町の連

携で１度現地の視察も行っておりまして、確かに一部崩れている箇所とかも多々あるのもこの目
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で確認もしている中で、一般通行を完全に許すという状況にはないのかなという根本的な認識は

持ってございますが、ただ先ほど議員からの御質問の中にもありましたけれども、日々工事車両、

作業車両が入っている状況の中で、何らかの条件付でも構わないので、そういう方法がないのか

ということで検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

 今後の状況としましては、年明けに第２回目のワーキング会議を予定をしておりますが、何回

と決めてはおりませんが、できれば国立公園化に向けて少しでも利活用が試行的でもいいので、

進むような方策がないのかという視点で取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 分かりました。難しいというか、課題はありますけれども、今課長が言っ

たように積極的に強く要請していくことが望ましいというふうに考えておりますので、今後努力

されると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、２点目のほうに移りますけれども、２点目の質問の中で高見ダムの関係でございます

けれども、これは先ほど答弁ございましたけれども、私も調べさせてもらいましたけれども、現

実は静内川の治水の河川の流水の調整管理のために北海道も常時通っているルートでございま

す。それから、北海道電力、これは水力発電で、過去歴史のある水力発電でございまして、先ほ

ど質問で申し上げましたけれども、あそこは７つのダムを北海道電力が管理しているという重要

なダム管理施設でございまして、これらの管理するには常時毎日極端な豪雨がない限りはその現

場まで行って施設の管理を行っているという実態というふうに私は聞いておりますし、そういう

状況であると把握しております。そういった重要な施設であることも踏まえまして、やはり公共

的な施設であるし、そして今石炭だとか、あるいはいろんな炭素化の問題で、今国は水力発電も

含めて、今後の将来も含めてクリーンエネルギーの水力発電を非常に重要視されているというふ

うに私は認識しておりますけれども、これらを鑑みましても公共的な道路として、一部の実際に

使う事業者だけではなく、町行政としてもそういった部門での力を連携をしながら、一日でも早

く、そしてある程度安全な道路として整備、改修するように一層努力をされていると思いますけ

れども、新たな視点で、そういったクリーンエネルギーというような、そういう観点からも北海

道あるいは国に対して何らかの協議をすべきというふうに考えておりますが、その点についてお

伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 先ほど壇上で、この事業凍結したときに当時の静内町と北海道との間

で静内地域活性化協議会というものを設立しました。今現在でも毎年のようにやっておりますが、

そのスタートのときの共通認識の中で現道の１車線通行、これは最低限確保していきましょうと

いうことで北海道と確認し合っております。現実として、その後の被災等によりましてなかなか

１車線通行を自由にという形にはなっておりませんけれども、そこの共通認識は18年たった今も

変わっておりませんので、そこを目標に、引き続き必要な動きをしてまいりたいというふうに考

えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) そのとおりだと思います。ですから、産業道路というか、今言ったような

利活用が非常に重要な道路でございますので、北海道が管理している道路でございますから、町

はお願いするだとかそういった間接的な考え方で要望していくしかないのかなと思いますけれど
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も、しかしながら当町としては非常に重要な施設だし、日高管内、北海道にとってもこの水力発

電の施設があるということは、これは地球がある以上は半永久的に続くものというふうに考えて

おります。 

 それで、この北海道電力の水力発電で、調べますと2018年に新しい水力発電を改修の中でセッ

ティングしているのです。その管理に非常に利用されていると。そして、プラスして静内に関わ

る北海道電力の高見ダム、静内ダムを含めた７か所のダムについては、北海道では京極町の水力

発電に次ぐ２番目の重要なダムだというふうに聞いております。私も調べたのですが、ほとんど

のダム管理の中では、道路は通常この今言われる静内の高見ダム、静内の管理するダムの道路の

ルートのような砂利道のような狭くて非常に難しい道路ということになると思いますけれども、

もう少し管理をしてあげて、町として強く要望して、将来水力発電というのは半永久的に残るわ

けですから、先ほど言いました公共的な産業道路という中で強く要望、要望というか、要請をす

るのが今後のためにも重要なことではないかというふうに考えております。要望するのでしょう

けれども、現実として先ほど課長から答弁あったように予算がないということですから、予算な

いという話になれば何も前へは進みませんけれども、違った意味でこのクリーンエネルギーの施

設があるのだよと、北海道でも２番目の重要な施設があるのだと、地域の活性化のためにも必要

なのだということを訴えていくべきだというふうに考えていますけれども、改めて答弁をお願い

します。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 繰り返しになるかもしれませんけれども、引き続き現道の通行を目途

に北海道との協議あるいは要望活動等を継続して行ってまいりたいというふうに考えてございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それと、あと１点、課長も先ほど現場を見たというのですが、通常あの道

路、北海道の道道ですから、道路の構造としては幅の狭い１車線に今なっていると思うのですが、

通常は250メーターに１か所ぐらいは待避所を設けて、普通の車両が交差できるような構造になっ

ているのですが、もしそれが多少の土砂崩れで通行が不可能なところがあるとすれば、少なくて

もそういった待避所を道路構造令にのっとって250メートルに１か所ぐらい設けるような対応を

今後していくことによって、ある程度通行が可能になるようになるかと思いますけれども、その

辺りも含めて北海道と協議してもらうことが望ましいのかと思いますけれども、この点について

は答弁要りませんけれども、それからもう一つは365日、１年間道路を通行するということは、冬

期間は除雪等があって、こういう場所は難しいと思いますけれども、協議はされているのかと思

いますけれども、少なくとも春から秋の時期に一時的にでもいいから道路状況が万全なときに今

までのデータを取りながら通行させるというような、そういう要望も必要だし、私も近くに行っ

てみましたけれども、ある程度通行が可能なところもあると思いますので、その点はどういうふ

うに考えているのか。少なくても北電の人方は施設の管理、道の方々もダムの水源調整の管理に

通っているわけですから、その部分について春から秋の間の部分的に条件のいいときに試行的に

先ほど課長が言ったように通すというような取組もさらに協議をすべきかと思いますけれども、

もう一度お願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 
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〇企画課長(柴田 隆君) 先ほど平成15年に静内地域活性化協議会をつくったときの町と北海道

の共通認識の話をさせていただきました。そのときに現道１車線通行を何とか確保していくのだ

ということで確認し合っておりますが、加えまして冬期間も１車線通行ができるような除雪をし

てまいるということを確認し合ってございます。現状この通行止めの区間の中で、北電の車両等

が通る際の除雪の現状まではちょっと今把握しておりませんけれども、最終目標としてはそこを

目指しているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、最後になりますけれども、中札内との関連でございますけれども、中札内において

は本町と同じように道道の静内中札内線対策会議ということで、会則をつくって、行政のトップ

だとか、あるいは漁協だとか、それから議会議員、議員の関係委員長だとか、あるいは商工会、

観光に関わるもの、そういった方々が対策会議の構成員となって、毎年関係する機関に一日でも

早く対応できるようにというふうな形の中で協議されていると。本町もやっているということな

のですが、改めて聞きたいのは、本町は対策協議会にどういったようなメンバーが入って協議さ

れているのか。 

 それと、道道静内中札内線の中札内側は、あちらは帯広開発建設部ですけれども、その協議の

中で今後の意見も含めて現道の有効活用と維持管理ということで強く要望をしておりますし、そ

れから開発道路区間における未完成の道路構造物については適切な維持管理を行うとともに、土

砂の流出の防止や道路のり面の緑化などの必要な環境保全を講じること、それから道管理区間及

び開発道路区間の未改良区間においては、道路の利用状況を勘案して１車線の通行を確保するこ

とというふうに、落石だとかそういった部分がございますけれども、それについては道路パトロ

ールや定期的に専門業者による点検などを実施して、適切な防災対策で一日も早く通行できるよ

うにしてほしいと、こういうふうに協議されて、積極的にやられているのです。ですから、我が

町もやっているのかもしれませんけれども、私が記憶している段階ではその辺の情報が私には入

ってきていないけれども、どのような形で、毎年やっているということなのですが、もし委員の

人方の意見が何かあれば、その意見も含めてお聞かせ願えればいいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 今中札内村との連携ということでお話しされておりましたが、現状中

札内村とこの道路整備について同じテーブルに着いて議論をしている会はございません、当時は

あったのかもしれませんけれども。今私が毎年会議を重ねていると言ったのは、静内地区の部分

でございまして静内活性化協議会の構成員としましては、現状の新ひだか町プラス北海道の本庁、

日高振興局、胆振振興局の関係部局のメンバーが入って、年に１回現状の確認と今後の方策につ

いて議論を毎年のように重ね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) 現段階ではそういう組織体制ということですけれども、長い将来に向けて、

他の村のことを言う必要はないと思いますけれども、重要な将来に向かっての道路でございます

ので、関係機関の状況、あるいは農協だとか観光協会だとか、あるいはこれ見ますと議会の所管

の委員長だとかそういう人方が入って、毎年向こうは帯広開発建設部と協議されているのです。

そういったことは、今は別にしても将来に向かって、重要路線として将来に向けて模索していく
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ことも私は大事かなとも思いますけれども、その考えはないのかどうか。 

 それと、もう一つ、これで終わりますけれども、せんだって日高山脈は宝の山ということで、

これは幌村会長さんのところで我々議員にも配付されてきましたけれども、ここにも静内中札内

線の将来に向かっての在り方についてうたっているのです。ですから、これも将来に向けてはや

はり地域の活性化のために重要なルートだというふうになっていますけれども、その点も含めて

今現在で考えていることがあればお伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 城地議員から再三再四にわたり中札内線のことにつきまして御質問いただ

いて、何となく担当課長と平行線になっているような感じがあるものですから、私のほうからち

ょっと考え方をお話ししたいというふうに思います。 

 まず、今お聞きになっている中札内の村と我が町の関係について、関係性を深めていったほう

がいいのでないのかという御趣旨だというふうに思いますが、先ほど担当課長が答弁した中では

観光面、そういうところについてはきちっと中札内の村長さんも知らない仲ではないので、森田

さんは知らない仲ではないので、その辺については連携も図りながら、実際我々の職員も中札内

に行っていろんなことを勉強したり、交流したりしております。ただ、今塞がっているトンネル

を開けて道路を通すかということを将来にわたって考えながら交流するということは、私はナン

センスだというふうに思っています。あのトンネルを開ける、その後きちっとした道路をもう一

回再開発する、これは数百億円、あるいは1,000億円になるのかもしれませんけれども、莫大な投

資が必要になります。私どもが今できる範囲で何を求めていくかということは、城地議員と同じ

気持ちでありまして、今ある現存の道路を何とか通してもらいたいと。そういうことを一歩一歩

進めているところであります。それで、そういう中において事業者の人が通っているから、大切

な道路だから、そこをちゃんともうちょっときれいにして動けるようにしようやということは、

これ当然な考え方でありますけれども、我々が主張するところにおいては、まずは地域振興、地

域の活性化を図る上でここのところは大事なところなのだと。だから、我々としてここのところ

時間を区切ってでも、日にちを区切ってでもまずを入れさせてくれと、そのための整備をしてく

れということをお願いしているところであります。それで、ずっと十何年も一向に進んでいない

という状況もありまして、今年私も現場に行きました。もう町長になってから２回ぐらい奥のト

ンネルまで見に行っておりますけれども、そういう中において実務者レベルで何ができるのだ、

どうしてできないのだということを突き詰めていこうということで、北海道のほうにもお願いし

て、今のような協議体をつくって活動しているところでございます。 

 根本にある気持ちは一緒でございまして、国立公園化になるに当たって、国立公園のところま

で入れないところというのは、この管内７町のところで私どものところが恐らく唯一だと思いま

す。国立公園の区域が定まったときに町からそこに行けませんよ、この沢から行けませんよ、三

石側から行けるところあるかもしれませんけれども、そういうことを踏まえると、この辺につい

てはしっかりと地域の振興のためにこうなのだということを訴えていく必要があるのではないか

というふうに思っています。北海道の立場として考えたときに、やはり限られた予算の中でどこ

に重点的に何をやるか、そういうところで北海道も苦しんでいるところはあるかもしれませんけ

れども、我々は地域のことをどう考えて、どうやっていくのだと、そういうところをしっかりと

訴えていく必要があるというふうに思っていますので、御理解を賜ればというふうに思います。 
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〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 誤解を招いたら困りますので、これだけは。町長さん先ほど開発道路のと

ころトンネルで中札内までつなぐというような、私はそういう質問はしていませんから、その点

は誤解しないでください。将来に向かって、現道のいわゆるトンネルの手前まで道が管理してい

る部分について一日も早く、毎年やらなくても季節の間で通れるような形で道と協議していただ

きたいという質問でございますので、私は開発がやった開発道路、約30キロぐらいあるのかもし

れませんけれども、あの日高山脈のトンネルを早く開通すれという趣旨で質問したわけでござい

ませんので、その点御理解賜りたいと思います。 

 次に移ります。海岸保全の関係でございますけれども、いろいろ答弁ございましたけれども、

何点か質問させてもらいます。今回課長からもいろいろ答弁いただきましたけれども、町として

いろいろ道に対して要望しております。非常に危険な箇所というか、浸食されている箇所。要望

はされているのですけれども、現実には実行の段階では先ほどから言うように予算が難しくて進

まないということでございますけれども、災害復旧でやっているというところはあまりないので

しょうか。災害に該当するような部分があるのでないかと思いますけれども、ここ数年というか、

災害でやっているところは、交付金ではやっていると今聞きましたけれども、その辺りは町とし

てどういうふうに捉えているのか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 最近の話でいきますと、災害復旧として工事が行われたというのは春

立海岸で被災を受けたところをこれまでに災害復旧として進められて、完成しているところでご

ざいます。ただ、今現在災害として実施している箇所はないというふうに伺っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 災害査定を受けられるような写真だとか、現状を見てもらってやれば一番

早く復旧できるのだというふうに考えておりますけれども、現在そういうところはあまりないと

いうことでございますけれども、最後のほうの駒場の部分にちょっと戻りますけれども、駒場は

ＪＲの関係で838メーター整備することになっているけれども、答弁でいろいろありましたけれど

も、整理しますと838メーターの400メーターはＪＲ関連の予算で整備は終わっているけれども、

では838から400引くと438メーター、そのうちの417メーターが今答弁で今後実施に向けて終わる

のだということなのですが、答弁ではこれらの財源がＪＲの交付金ではなくて事業でやっている

というふうにも聞こえるし、北海道に移管されたのだから北海道の予算でやっているというふう

に聞いているのですけれども、この辺り私心配するのは、ＪＲの責任の中で日高線が廃止になっ

た分を応急的にやるのは、それは当然の義務だと思うのですが、それが北海道に振られて、そし

て北海道が予算をそちらのほうに重点的に配分するということになれば、それでなくても海岸事

業は大きな予算を食っていかないとできないわけですから、100メーターで例えば離岸堤であれば

１億円もするような予算になります。その点は、全て838メーターの旧ＪＲ跡の護岸の復旧は、今

後ともＪＲ関連の予算でやるから、北海道の予算は食わないのだというふうに捉えてよろしいの

かどうか、その点。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 議員が言われた今回417メートルが最終的に海岸保全区域として指定

をして、北海道が整備、管理していくということになるのですが、残りの部分については、大き
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く違うのは背後地に住宅等がなくて、保全するものが少ないということで、またその護岸につい

てもまだそこまで損傷を受けていないということを確認しておりまして、現在はあそこはまだそ

のまま鉄道保安として残していって、今後護岸に損傷が大きく見られてくる場合においてはまた

検討して、海岸保全区域に指定をしていくというような方法で進められていくのではないかと思

います。ですから、今のところは、先ほど私が壇上で答弁したとおり、417メートルまでが北海道

の管理として今のところ進めていくということでございます。 

〔何事か言う人あり〕 

〇建設課長(野垣尚久君) 400メートルについては、ＪＲ北海道も今原資として北海道が受託工事

で実施するのですけれども、その残った部分についてはまだこれから、まだ協議の土俵に乗って

いるわけではないので、今後損傷が見られてきた場合にまた改めて協議をしていくということに

なると思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) ちょっと私ものみ込み悪くて申し訳ないです。もう一回確認したい。そう

すると、417メーターの分は今後ＪＲとの関連で、施行主体は道だけれども、財源のことを私は言

っているのです。財源は道の海岸、国の海岸関連の予算を食い込むではなく、ＪＲから来るから

北海道の海岸の予算については心配ないよというふうに取っていいのですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) その400メートルについては、もう既にＪＲ北海道と北海道側と協議が

済んでいて、ＪＲからいただいたお金で北海道が工事を進めるということで、それは話はもう決

定しております。その部分については、財源としては心配することはないというふうに理解して

いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 大事なことだから聞きたいのですが、838あるでしょう。そのうち質問した

400はＪＲの予算でやるのでしょう。あと引いた438のうちの417メーター、町のことはいいけれど

も、その分を道の管理だから道の予算、国の予算でやるのではなく、あくまでもその責務の中で

復旧全てはＪＲの関連予算でやるから、ほかでの予算の食い込みはないよという、そのことを聞

きたいだけです。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 大変申し訳ありませんでした。その残りの部分については、まだ施設

そのものがＪＲ北海道の所有物になっておりますので、その管理についてはこれからも今のとこ

ろはＪＲ北海道が管理をしていくということになります。今後その護岸が損傷を受けて、背後地

に大きな影響を及ぼす恐れがあるというふうになったときに改めてまた協議をして、場合によっ

ては海岸保全区域の指定を広げていくというふうになれば北海道が管理することになると思いま

すけれども、今のところはＪＲ北海道が管理をしていくということで御理解ください。 

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、ちょっと遡りますけれども、三石の海岸の突堤、東突

堤の部分については一部北海道で応急手当てしたということなのですが、私も現地によく行って

いますけれども、あの部分が相当やられていますし、先日も畑端議員が質問していましたけれど

も、私が見たのは、前にも質問していますけれども、あの状況であれば一般的には災害復旧事業
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で査定受けている内容なのです。なぜ受けなかったのかというのは私も不思議なのですけれども、

今後においてあれだけ崩れたものをさらに決壊されれば災害復旧の対象に取ってもらえるような

部分で、それは多分越波とか何かで、低気圧でもって台風や何かが来たときに状況の写真を撮っ

たりなんかしなければならないと思いますけれども、その辺りのところは町が大変忙しいと思い

ますけれども、そういう部分をキャッチして、道に要望してやることによって早く原形復旧でき

るのではないかと思いますけれども、最初に私が言った災害復旧にならなかったというのは、町

としてどういうふうに捉えているのかだけお答え願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 鳧舞海岸につきましては、先ほど駒場海岸とか春立海岸と同様に平成

28年の台風10号で甚大な被害というのが起きているのだと思います。ただ、災害等の指定取り上

げるかどうかについては、あくまで管理者であります北海道になりますので、確かに議員のおっ

しゃるとおり、災害として申請をして、災害復旧としてやっていくというのがすごく事業として

は進めやすいのだと思いますけれども、その平成28年に限ってはそこが対象になっていないとい

うのは残念ながら事実ですので、それ以上はちょっと町からもそれを災害復旧としてやってくれ

というふうに申し上げることもできませんので、残念ながらそこは御理解していただきたいと思

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) ２点の質問についてこれで終わらせていただきます。今後ともよろしくお

願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩 午前１０時２９分 

                                            

再開 午前１０時４１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 ５番、北道君。 

〔５番 北道健一君質問者席へ〕 

〇５番(北道健一君) おはようございます。通告に従い、一般質問をさせていただきます。質問

は３点ございます。 

 質問事項の１つ目ですが、町有キャンプ施設等の利用状況についてでございます。町有キャン

プ施設等の利用状況についてですが、令和２年度に改修を行い、再開した温泉の森キャンプ場は、

10月31日をもって本年の営業を終えました。そこで、１つ目は、再開した温泉の森キャンプ場、

キャンプサイト、ケビンの利用状況は、過去に比べてどの程度利用されたか伺います。 

 次に、道の駅みついしに併設されております三石海浜公園オートキャンプ場も９月30日で本年

の営業を終えました。２つ目は、三石海浜公園オートキャンプ場のオートキャンプサイト並びに

バンガロー等の今年の利用状況を伺います。 

 ３つ目は、本年度の施設利用状況を踏まえ、町有キャンプ施設の来年度に向けた利用促進の取

組について町の考えを伺います。 

 次に、質問事項２点目ですが、水産物の水揚げ減少に伴う漁業者に対する町の支援対策につい

てでございます。今年度の水産物の水揚げは、昆布、ウニ、アキサケなど主要水産物をはじめ、
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その他水産物も大幅な減少が起きております。さらには、９月以降北海道東部太平洋沿岸に発生

した原因が究明されていない赤潮等による影響も考えられ、特にアキサケ定置網漁は前年比

62.5％減少し、水揚げ記録が残っている中で今年は最低を記録しております。また、その他の魚

種の水揚げも減少しており、販売額の減少は当町の漁業者の経営に甚大な影響を及ぼしておりま

す。そこで、これらの実態に対し、次の事項について町の考えを伺います。 

 １つ目は、漁業者の収入減少に対する町の支援対策の考えを伺います。 

 ２つ目は、次年度以降の水揚げ増加に向けた育種事業等への取組の考えを伺います。 

 ３つ目は、町は現在までに国、道及び関係機関へ収入減対策の要望等を行ったのか伺います。 

 なお、新ひだか町漁業者の11月末現在の魚種別生産高の資料を請求いたします。 

 次に、質問事項３点目ですが、コロナ禍における町行事の再開に向けた考え方についてでござ

います。昨年から新型コロナウイルス感染症の発生の影響で、感染予防の観点から町及び関係機

関の多くの関連行事が中止されております。町民が２回の新型コロナウイルス感染症ワクチン接

種も終え、感染症が少し収まってきている状況の中で、中止されてきた行事を再開すべきだと町

民の声があります。町が主催する行事及び教育委員会が関係する学校行事、文化行事について、

感染予防を行った上での再開を町及び教育委員会はどのように考えているのか伺います。 

 以上、質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。壇上からの質問を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは、北道議員御質問の大きな１点目、町有キャンプ

場施設等の利用状況について御答弁申し上げます。 

 まず、町が運営するキャンプ場の概要について御説明いたします。森林公園緑のふるさと温泉

の森キャンプ場は、自然環境や緑化に対する意識の向上、心身の健全な発育と健康の増進に資す

るための施設として平成４年度に開設されました。台風などの影響により平成28年度から休止し

ておりましたが、近隣には町民保養施設静内温泉があり、比較的ソロキャンパーに人気のある静

かなキャンプ場として再開を望む声が多かったことから、キャンプ場入り口の横断管を復旧する

などし、本年４月29日に５年ぶりに再開をいたしました。 

 また、三石海浜公園オートキャンプ場は、町民の福祉の増進と生活、文化の向上に寄与するこ

とを目的として平成７年度に開設され、漁業体験施設としてふれあい交流センター、ふれあいビ

ーチなどの施設が平成17年度に開設しております。さらに、平成18年度に隣接してみついし昆布

温泉｢蔵三｣が開設され、比較的ファミリー層に人気のあるオートキャンプ場となっております。 

 そこで、御質問の１点目の再開した温泉の森キャンプ場の利用状況と過去に比べてどの程度利

用されたかについてでございますが、まず休止前、過去５年間の利用者数の推移でございますが、

平成23年度1,443人、平成24年度1,207人、25年度1,458人、26年度1,158人、27年度1,853人で、い

ずれも開設期間は５月から９月までの５か月間となっております。本年度は、開設期間を10月ま

でと１か月ほど延長して開設いたしましたが、利用者数は1,645人となりました。本年度は、緊急

事態宣言により、５月から６月及び８月から９月にかけて全開設期間の約４割に当たる70日間の

休止があり、平成27年度に比較しますと208人の減となりましたが、23年度から27年度までの５か

年の平均の1,424人と比較しますと221人の増となっております。これは、新型コロナウイルス感

染症の影響もありますが、キャンプブームということもあり、こだわりを持ってテントなどのキ
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ャンプ道具をそろえる方が多く、料金設定の比較的安いフリーサイトの利用が中心となったこと

が大きな要因であると考えてございます。 

 次に、２点目の三石海浜公園オートキャンプ場の今年の利用状況についてでございますが、オ

ートサイト、バンガローを合わせまして4,079人の利用がございました。また、ふれあい交流施設

パーキングサイトの利用が886人となっており、合わせて4,965人の利用となっております。 

 次に、３点目の本年の施設利用状況を踏まえ、町有キャンプ場施設の来年度に向けた利用促進

の取組についての考えについてでございますが、温泉の森キャンプ場につきましては、今年度再

開し、運営した中での課題を踏まえ、必要な施設整備に努めるとともに、指定管理者制度の導入

により静内温泉と一体となった効率的で効果的な運営を目指してまいりたいと考えております。

また、三石海浜公園オートキャンプ場につきましても、ここ２年の利用者数は新型コロナウイル

ス感染症の影響も若干ありましたが、今後においてもより施設を安全に利用いただくため、バン

ガローなどの修繕など老朽化した施設や設備の維持管理に努めていきたいと考えております。 

 なお、引き続き町ホームページやＳＮＳ、キャンプ雑誌への広告掲載など、各種媒体を活用し

た情報発信に努めるほか、来年度に向け新たに両キャンプ場を紹介するパンフレットを作成し、

タイプの異なる両方のキャンプ場の魅力を伝え、利用していただくためのＰＲに努めていきたい

と考えております。 

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) 北道議員からの御質問の大きな２点目、水産物の水揚げ減少に伴

う漁業者に対する町の支援対策について御答弁申し上げます。 

 近年の漁業情勢は、海水温上昇などの海洋環境の急激な変動により水産資源は不安定な状況が

続いており、特に回遊魚のサケやイカなどの漁獲量が減少傾向となっている一方、これまで当町

沿岸では見られなかったブリなどの暖流系の魚種の漁獲量が増加しているなど、資源動向は大き

く変化しているものと推察しております。さらには、本年９月に北海道太平洋沿岸で発生した赤

潮により、沿岸部を生息域とするウニへの被害のほか、当町の沖合ではツブやタコなどの底生生

物への影響も出ていると聞き及んでおります。また、生産額につきましても安定しておらず、農

林水産省が公表しております魚介類の国内消費量は、2000年代に入り減少傾向が続いており、こ

れに追い打ちをかけるようにコロナ禍での飲食店などの需要の停滞が産地での販売価格低迷の大

きな要因と考えております。 

 このような状況の中、御質問の１点目、漁業者の収入減少に対する町の支援対策の考えはにつ

いてでございますが、当町においては減少した収入に対する補填などの直接的な支援は考えてお

りません。一方、漁業者には漁業災害補償法に基づく共済制度がございまして、不漁や魚価安に

より漁獲金額が減少した場合の損失が一部補填される漁獲共済がございます。また、漁獲共済で

は補填されない漁獲金額の減収を補う漁業収入安定対策事業、いわゆる積立ぷらすがあり、いず

れも任意加入であるものの当町では漁船漁業を営んでいる漁業者のほとんどが加入しており、こ

れに対しまして国からは掛金や積立額への支援、補助もあり、加入者の負担軽減が図られており

ます。これらの制度を活用してもらう一方、当町としましては、持続可能な地域漁業の発展を目

指し、漁協や漁業者が主体となって実施する水産振興対策のための取組に対して支援してまいり

たいと考えております。 



 

 － 15 － 

 次に、２点目の次年度以降の水揚げ増加に向けた育種事業等への取組の考えはについてでござ

いますが、漁業はその性質上、自然環境やその動向に大きく影響を受け、依存せざるを得ない職

種でございます。一方、水産資源の増加対策としましては、漁業者自らが行う産卵期における禁

漁や漁獲サイズの制限などの漁獲規制、魚介類の産卵や生育に寄与する藻場の保全などがござい

ます。このほか当町では、人為的に資源量への添加を図るための一つの手法として栽培漁業に取

り組んでおります。将来的にはこれらの取組が水産資源の増加に寄与し、再生産を繰り返しなが

ら資源の安定が図られることで、地域の漁業が維持されることを目標として取り進めているとこ

ろでございます。このことから当町としましては、生産技術や種苗供給体制が確立しているウニ

やホッキ、ナマコ、カレイなどの魚種を中心に事業を推進している栽培漁業は継続していくこと

が重要であり、水産増加の一助となるとの認識の下、次年度以降も引き続き漁協等が取り組む事

業を支援し、水産資源の増加対策を推進してまいりたいと考えております。 

 最後に、３点目の現在までに国、道及び関係機関へ収入減対策の要望は行ったかについてでご

ざいますが、近年恒常化している漁業収入の減少につきましては、国や道、関係機関に対して改

めて対策要望は行っておりません。一方、赤潮により生じた漁業被害につきましては、被害を受

けた自治体や関係する漁協等と連携し、国や道に対して減少している収入の補償や補填を訴えて

きたところであります。１点目で答弁させていただきました既存の共済制度や各種融資制度を活

用してほしいとの回答を受けておりますが、特に共済制度は被害が甚大となっているウニ漁業が

対象とならないなど被害実態と大きな隔たりもあることから、国に対して対象漁業の拡大など制

度の見直しや柔軟な対応を求めております。 

 なお、国から赤潮被害で生じる漁業者等の活動に対しまして、直接な支援ではなく間接的な対

策として、北海道赤潮対策緊急支援事業が政府案として示されております。本事業の実施に向け

ては、これまで漁協と情報を共有しながら検討しておりますが、現時点では地域の意向を踏まえ

た計画を検討中であり、今後も引き続き協議してまいりたいと考えております。 

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) 御質問の大きな項目の３点目、コロナ禍における町行事の再開に向け

た考え方について御答弁申し上げます。 

 一昨年発生した新型コロナウイルス感染症は、昨年１月に国内で最初の感染者が発見されて以

来、日本のみならず世界的規模で感染症の大流行、いわゆるパンデミックを引き起こすとともに、

その終息はいまだに見えていない状況でございます。また、新たな変異株であるオミクロン株が

確認されるなど、依然として予断を許さない状況でありますことから、徹底した感染防止対策へ

の取組を続ける必要があるものと認識してございます。 

 北海道においては、昨年４月以来３度の緊急事態宣言措置と、同じく３度のまん延防止等重点

措置を講じ、新型コロナウイルス感染症の終息に向けた感染防止対策や各種行事制限等を道内各

市町村に要請しておりまして、本町におきましても北海道からの要請に基づき施設の休止や各種

行事、イベントの中止による人と人との接触機会の減少に取り組んできたところでございます。

また、町民の皆様には各種行動制限をお願いするとともに、新型コロナウイルス感染症ワクチン

の接種を進め、感染拡大の防止に取り組んでまいりました。 

 御質問にあります各種行事の再開でございますが、緊急事態宣言中と比較し、日々の新規感染
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者数は大きく減少傾向にあり、現在北海道では年末年始における感染拡大の防止に向けた取組と

しまして、忘年会やクリスマス、お正月、成人式等の行事によりふだん会わない方と会う機会が

増え、室内、屋内における活動も活発となることから、感染拡大を回避するため３密回避、マス

クの着用、手指消毒、換気等の基本的な感染防止行動の実践や飲食時の感染リスク回避などを呼

びかけるとともに、併せて社会経済活動を両立していくためイベントの開催要件を徐々に緩和し

ておりまして、本町におきましてもこれらの要請を踏まえるとともに、様々な感染リスク対策を

講じながら各種行事等を再開してきております。今後におきましても、これまでと同様に国、道

からの要請を原則として感染防止への取組、各種行事、イベントの開催を進めてまいりたいと考

えておりますが、現状で最優先すべきは住民の生命であり、万が一再度緊急事態宣言等が発出さ

れるような事態となれば、迅速に行動制限等の感染拡大防止対策を講じたいと考えております。

本町としましては、感染拡大の防止と地域経済活動の活性化を両立すべく、今後も各種施策を展

開してまいりたいと考えておりますが、何より大切なことはこの新型コロナウイルス感染症とい

う最大の脅威から町民皆様の健康を守ることでありまして、３回目の新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種につきましても適切に進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いい

たします。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 答弁をいただきましたので、再質問を何点かさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、最初の部分ですが、壇上の答弁で本年度の各キャンプ場施設の利用状況は、使用期間中

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により、町施設であることも踏まえて４割の休止期間が

あったと。しかし、休止前の５年間の平均より増加した利用があったということは、よかったな

というふうに思います。また、海浜公園のキャンプ場もキャンプブームで利用されたことは非常

によかったなというふうに思います。そこで、１点目の利用状況についての再質問ですが、各施

設の町民の利用割合はどの程度だったかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中まちづくり推進課主幹。 

〇まちづくり推進課主幹(田中孔洋君) 町民の施設の利用割合ということでございますが、本年

度の状況でございますが、温泉の森キャンプ場につきましては、総利用者数が1,645人のうち425人

の町民利用がございまして、総利用者数に占める割合は約26％となっております。 

 次に、三石海浜公園オートキャンプ場でございますが、総利用者数4,079人のうち町民利用は

125人でありまして、その割合は約３％ということでございます。 

 また、ふれあい交流施設でございますが、こちらは総利用者数が886人のうち93人の町民利用が

ございまして、その割合は約10％となっております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 温泉の森キャンプ場の利用が４分の１くらい町民に利用されているという

ことはよかったなというふうに思います。 

 では、温泉の森を再開して、５月中無料期間を設定したのですが、そのときの利用状況はどう

であったかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中まちづくり推進課主幹。 

〇まちづくり推進課主幹(田中孔洋君) 無料期間の利用状況でございますけれども、４月29日の
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オープンから５月末までを無料期間として集客を図ったわけでございますけれども、緊急事態宣

言によりまして５月17日から休止をいたしました。このため、４月29日から５月16日までの18日

間の利用でございますが、こちらは295人となっております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 無料期間を５月いっぱいという中で半月ほどしか開設しなかったのだけれ

ども、結構な利用があったということはよかったなというふうに思います。 

 次に、先日浦河観光協会が来年度以降にグランピングを計画していることが報道されましたが、

旧静内二中跡に開設された民間キャンプ施設の利用状況は把握しているかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 北道君、これ通告外ではないですか。民間施設については質問していませ

んので。 

〇５番(北道健一君) 分かりました。それでは、１つ目のあれなのですけれども、町有施設のほ

かにそういう施設もあるからＰＲしてほしいなと、町全体の行事としてＰＲしてほしいなという

意味があったものですからお聞きしたのですけれども、次の質問に行きたいと思います。 

 質問事項２点目の水産物の水揚げ減少に伴う漁業者に対する町の支援対策についての再質問で

すが、１つ目の漁業者の収入減少に対する町の支援対策の考えはの再質問ですが、壇上からの答

弁で漁業者は漁獲共済、それから漁業収入安定対策事業等に加入しているので、減収した収入に

対する町の直接的な支援は考えていないという答弁ですけれども、新冠町ではふるさと納税ポー

タルサイトふるさとチョイスで寄附を受け付けて、漁業者の支援を行うという取組が報道されま

したけれども、我が町はそのような取組をしないのかお聞きします。 

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) ふるさと納税の受付の関係についてですが、今回の赤潮による漁

業被害に関して当町としては、独自にふるさと納税の制度を活用した寄附の受付については行っ

ておりません。一方で北海道から被害を受けた当町の業務軽減など支援の一環として、寄附者が

申し出た自治体への寄附金を道が代理で受領し、事後にそれぞれの自治体に交付するいわゆる代

理受付の提案がありました。赤潮対策への支援に賛同する寄附を募るためというところで、当町

におきましてもこの制度に参画しております。この代理受付については、11月12日より受付が開

始されておりまして、来年の２月末までの募集予定となっております。 

 参考になりますが、この制度の当町分の現在の受付状況になりますが、12月15日、本日付です

が、寄附件数が31件、寄附金額が50万4,000円となっております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 町独自の寄附受付は行っていないが、道の制度、ふるさと納税の寄附に代

理受領したものを町のほうに交付されたときに考えるというふうに理解をしました。 

 次に、２つ目の次年度以降の水揚げ増加に向けた育種事業等への取組の考えはの再質問ですが、

壇上答弁でウニやホッキ、ナマコ、カレイなど栽培事業を引き続き継続していくという答弁でし

たが、先日の新聞で、11月に入って振興局から赤潮被害地域からの生物移動をさせない通知がさ

れたという報道がありました。これらは、新ひだか町の育種事業に影響あるのか、ないのかお聞

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) 種苗放流等そういう育種事業に関して移動させることについて影
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響があるかというところですが、当町では様々な魚種を対象に栽培漁業を水産資源の維持、回復、

増大といったところで推進しております。これら事業のうち影響があると想定しているものにつ

いては、種苗放流事業を実施しているナマコが対象と考えております。この事業で放流している

種苗は、北海道栽培漁業振興公社熊石事業所に親を提供して、採卵、受精、飼育を経て、１セン

チメートル以上に成長したものを購入して、当町の沿岸の生息域に放流をしております。そのた

め被害地域外へ生物の移動ができない場合、この親の提供ができず、種苗の確保が困難となると

考えております。しかしながら、赤潮被害に磯根資源が壊滅的な状況の中、一刻も早い資源回復

を進めるためには種苗放流が一つの手法と考えています。水産試験場などの専門的知識や専門機

関と十分協議しながら検討させていただいて、事業を推進していきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 当町では、ナマコの種苗の親の提供ができないから、種苗確保に影響する

ということを理解しました。 

 それでは、３つ目の町は現在までに国、道及び関係機関への収入対策の要望は行ったかの再質

問ですが、壇上答弁で赤潮による被害の収入補填、補償補填を訴えていますが、恒常化している

漁業収入の減少については対策要望を行っていないというふうに理解していますが、日高管内の

各町がどのような動きをしているか、情報交換等を行っている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) 管内の各町の担当者との情報の共有というところなのですが、今

回の赤潮被害に対する日高管内各町の動向につきましては、必要に応じて各町の担当者間で連絡

を取り合っております。対策内容に対する確認や情報交換も併せて行っているというところです。

また、赤潮の発生や漁業被害の発生状況、赤潮に対する知見の周知、被害への対応状況など、赤

潮に対する様々な情報の共有を目的として、管内各町や水産関係機関の間でメーリングリストも

作成しております。これらを活用しているほか、このたび11月１日に設置されました日高振興局

管内各町漁協や系統団体などで構成しております日高振興局漁業被害対策協議会の幹事会でもこ

ういった情報共有、意見交換、対策の検討などを進めることで共通認識を図ることとしておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 日高を含め道東からずっと今回の赤潮ということで、みんな大変な動きを

していますけれども、日高管内の情報交換をして、今後町の対策を含めて活用していただきたい

なというふうに思います。 

 それでは、最後の質問に移りたいと思います。最後の３点目のコロナ禍における町の行事の再

開に向けた考え方はお聞きしましたので、感染予防の観点から注視しながら、行事はなるべく町

民の健康を守るというところを主眼に取り組んでいるよというふうにお聞きしましたが、最後に

町長にお聞きしますが、いかに各種行事を元の状態に近い形で再開する取組が必要ではないかと

いうふうに思っていますので、町長のお考えと思いを最後にお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今の北道議員さんの御質問でございますけれども、壇上で総務課長が

言ったこともうそのままなのです。それで、町としては、この感染拡大の防止、それから地域経

済の活性化、これはまさしく両方大切なことでございまして、これからの感染状況も見ながら、
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その強弱というのでしょうか、それをつけながら対応してまいりたいと。地域経済の活性化とい

うのは非常に大切だと思っておりますので、できる範囲内でそういう対応をしていきたいという

ふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 以上で私の一般質問を終わります。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

ださい。 

休憩 午前１１時１９分 

                                            

再開 午前１１時２１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。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君質問者席へ〕 

〇10番(谷 園子君) 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 初めに、就学援助制度の拡充についてです。小中学生の教育費が家計を圧迫する中で支給され

る就学援助制度は、子どもたちの教育の機会均等を保障するものです。 

 １つ目、準要保護の対象費目と実施市町村数を調べましたら、令和元年度でクラブ活動費は北

海道179市町村中131市町村が実施しており、生徒会費は139市町村、ＰＴＡ会費は149市町村、卒

業アルバムは60市町村の実施です。子どもたちが安心して学べるよう支給対象費目にクラブ活動

費と卒業アルバム代を追加できませんか。 

 ２つ目、就学援助の認定率は、小学校、中学校それぞれ何人で、何％ですか。 

 ３番目、準要保護世帯の適用基準についてです。１、当町は生活保護基準の1.3倍ですが、生活

保護基準の引下げ後、所得基準などは引下げ前の基準を適用していますか。 

 ２、子育て世代では、７人に１人の子どもが貧困状態にあると言われています。長引くコロナ

禍が困難さに追い打ちをかけています。就学援助を必要とする人たちは増えているのが実情では

ないでしょうか。適用基準を生活保護基準の1.4倍に拡大し、受給対象を広げていくことはできま

せんか。見解をお聞きします。 

 ２つ目の質問です。国保一部負担金減免制度の周知と改善についてです。今年８月、北海道民

医連、これは民主医療機関連合会です、民医連の調査報告では、経済的な事由による手後れ死亡

事例が報告されています。特に新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業の縮小、廃止、所

得の減少など暮らしが大変になりました。医療費一部負担金が払えず、医療機関の受診を我慢し

て症状を悪化させ、手後れになる事例まで生まれているのです。こうした中ですので、市町村の

国保一部負担金制度の役割は非常に大きいものと考え、質問に取り上げました。 

 １、当町の国民健康保険条例施行規則には、その生活が困難、または著しく困難になった場合

に一部負担金の減免、または徴収猶予ができることが定められています。しかし、多くの町民に

はこの一部負担金減免制度がほとんど知られていません。１つ目、当町の一部負担金減免制度の

実績についてお聞きいたします。 

 ２つ目、お金がなくて通院が遅れるなど、重症化を防ぐためにもホームページや広報、ポスタ

ーなどでこの制度があることを町民に周知徹底はできませんか。 
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 ２、北海道は、昨年12月、国民健康保険一部負担金減免等実施要綱の標準例を公表しました。

それに基づき道内の多くの市町村が要綱づくりを進めています。しかしながら、現行で国や道の

標準例を上回る市町村も数多く存在しており、国や道においても標準例以上の減免制度にするこ

とは市町村の判断としているところです。当町の一部負担金減免制度の改善と道の標準例を上回

る部分の充実を求めて、以下質問いたします。 

 １つ目、当町の一部負担金の減額、免除、徴収猶予の取扱い要領は、道の標準例よりも優れた

内容を持つものです。現行の減額、免除、徴収猶予の制度を継続し、より活用させていくことが

必要であると思いますが、どのように活用を図る考えであるかお聞きします。 

 ２つ目、制度を受けるに当たっての収入の基準について、道の標準例では生活保護基準の

1.155倍が示されています。当町でも収入基準をそのように拡大できませんか。 

 ３つ目、減免の対象については、町は原則入院としていますが、道内では通院と保険調剤も対

象にしているところもあります。お金の心配なく病院にかかれるように、通院と保険調剤も減免

対象にできませんか。 

 ４つ目、国や道は、保険税料を滞納していても減免の対象としていますが、当町はどうなって

いますか。 

 ５つ目、道内では、恒常的な低所得者の場合も対象としているまちもあります。当町において

も、町長の判断で住民税非課税世帯などの低所得者の場合も減免対象にはできませんか。 

 以上です。御答弁をよろしくお願いいたします。 

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) 谷議員から御質問の就学援助制度の拡充についての１点目、子どもた

ちの教育の機会均等を保障するためにも準要保護の対象費目にクラブ活動費と卒業アルバム代を

追加できないかについて御答弁いたします。 

 就学援助制度は、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒、または就学予定者の保

護者に対し、就学に必要な経費の全部、または一部を支給することにより保護者の負担軽減を図

り、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的に、当町では要保護者、または準要保護者

に該当する場合に規則で定める費目について支給をしているものであり、法的根拠は学校教育法

第19条の｢経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して

は、市町村は、必要な援助を与えなければならない｣との規定に基づいております。基本的に要保

護者に対しての国の基準はありますが、準要保護者の就学援助につきましては、国や道で統一さ

れた基準を定めていませんので、就学援助の認定基準や支給対象費目及び支給額の決定について

は市町村に委ねられております。したがいまして、それぞれの市町村によって異なっているのが

現状ですが、当町を含むほとんどの市町村では国の要保護者児童生徒援助費の対象費目14費目及

び補助単価等を基準とし、各市町村がそれぞれの地域の実情に応じ、認定基準や支給対象費目及

び支給額を定め、運用しております。 

 そこで、当町の支給対象費目については、学用品費や修学旅行費、新入学準備金など12費目を

対象としているところですが、クラブ活動費、卒業アルバム代の２費目は支給対象費目とはして

おりません。クラブ活動費については、平成22年度から国の補助対象費目に追加されており、現

在管内で対象としている自治体はありません。また、卒業アルバム代は、平成31年度から補助対
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象費目に追加されており、管内では３町が対象としております。卒業アルバムについては、当町

の小学校では作成しておりませんので、自己負担はありませんが、中学校では卒業記念として作

成しており、各校で金額に相違はありますが、自己負担となっております。また、クラブ活動費

に関しては、クラブ活動が小学校は少ないため対象者は少なく、一方中学校では部活動への入部

者も多く、対象者は多くなることが想定されます。卒業アルバム、クラブ活動費ともに対象者が

限定される費目ではありますが、これらを就学援助の対象とするにも一定の財源が必要となりま

す。これまでも可能な限り就学援助費の拡充を図ってまいりましたが、限られた一般財源の中か

ら対応可能であるか、今後所要額などを積算しまして、検討させていただきたいと思います。 

 次に、２点目の就学援助の認定率は小学校、中学校でそれぞれ何％ですか、またそれはそれぞ

れ何人ですかについてですが、令和３年度の現在までの認定率、人数は、小学校で81.63％、120人、

中学校では75.28％、67人となっております。 

 次に、３点目の準要保護世帯の運用基準についての(１)当町は生活保護基準の1.3倍だが、生活

保護基準の引下げ後、所得基準などは引下げ前の基準を適用していますかについてですが、平成

25年度に生活保護基準が見直された際に、文部科学省から準要保護の認定基準の一つとして生活

保護基準額に一定の係数を掛けた金額を認定基準としている市町村については、見直しによる影

響が生じることがないよう配慮を求める通知があり、平成30年10月から行われている生活保護基

準の見直しについても同様の通知がされたところであります。当町では、平成25年度の生活保護

基準の見直しにおきましては、その影響を十分考慮し、当分の間、見直し前の基準を適用するこ

ととしたものであり、現在でもこれを継続し、配慮している状況であります。 

 次に、(２)日本では７人に１人の子どもが貧困状態に置かれていると言われているが、当町の

適用基準を1.4倍に拡大し、受給対象者を広げていく考えはありませんかについてですが、前段で

も御説明しましたが、準要保護者の認定基準については国や道で統一された基準がありませんの

で、各市町村によりその運用方法は異なり、当町では合併時から生活保護基準額の1.3倍未満とし

ているところであります。これを1.4倍までとしますと、認定者は増加すると思われますが、同時

に財政負担も増加することとなります。これまでも可能な限り就学援助費の拡充や御質問の(１)

における平成25年以降の生活扶助基準の減額による影響への配慮も継続していることから、1.4倍

への変更までは考えておりませんので、御理解をいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。 

〔生活環境課長 秋山照幸君登壇〕 

〇生活環境課長(秋山照幸君) 谷議員から御質問のありました大きな項目の２点目、国保一部負

担金制度の周知と改善について御答弁申し上げます。 

 国民健康保険の一部負担金の減免は、国民健康保険法第44条第１項の規定に基づき、自然災害

などで損害や収入が減少したときや失業等で収入が激減した場合など特別な理由が発生し、生活

が困難となった場合において必要と認められるとき一定期間に限り当該一部負担金の減免等をす

ることができるとされております。当町におきましては、同法の規定を踏まえ、減免制度を運用

しているところでございまして、別途新ひだか町国民健康保険条例施行規則や取扱い要領におい

て定めているところであります。その具体的な減免の基準でございますが、要件といたしまして

は、１つ目、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、ま

たは資産に重大な損害を受けたとき、２つ目、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不
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良その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき、３つ目、事業、または業務の休

廃止、失業等により収入が著しく減少したとき、これらのいずれかに該当したことによりその生

活が困難となったと認められる場合に対象となります。その認定基準でございますが、免除につ

きましては実収月額が生活保護基準以下の世帯、または減額対象世帯のうち減額割合が80％を超

える世帯で、かつ預貯金が生活保護基準の３か月分以下のものは全額免除の対象とするものでご

ざいます。また、減額につきましては、実収入額が生活保護基準を超える世帯のうち、実収入月

額が生活保護基準と当月中に支払いを予定されている一部負担金の見込額の合算以下のものにつ

きましては、算出した一部負担金減免割合に基づき20％から80％の割合で一部減額の対象とする

ものでございます。 

 そこで、御質問の１点目の一部負担金減免制度の実績と町民への周知についての１つ目、当町

の一部負担金減免制度の実績でございますが、平成23年の東日本大震災で被災された被保険者へ

の一部負担金を減免した実績は、平成24年度がレセプト件数で76件、208万6,243円、平成25年度

が５件、12万5,646円となってございますが、平成26年度以降の減免実績はございません。 

 次に、２つ目の町民への周知徹底についてでございますが、減免制度の被保険者等への周知等

につきましては、これまで町広報への掲載等により制度周知は行ってきてございますが、今後に

おきましては現行の周知方法に加え、毎年７月の全世帯への保険証更新の郵送時や町公式ホーム

ページへの掲載のほか、電話や窓口での相談時にはできる限り分かりやすく制度説明をするなど、

周知の徹底を図ってまいりたいと、行ってまいりたいと考えてございます。 

 次に、御質問の２点目、道が公表した国民健康保険一部負担金減免等実施要領の標準例につい

ての１つ目、道の標準例が示され、当町の取扱い要領の継続と今後どのように活用を図る考えな

のかと２つ目の制度を受けるに当たっての収入基準を道の標準例の収入基準まで拡大できないか

について併せて御答弁させていただきます。北海道は、昨年末、全道一円で被保険者が一部負担

金減免制度を利用できるよう事務の標準化を図るため、一部負担金減免等実施要綱の標準例を策

定したところであります。まず、この標準例において減免対象となる診療は、入院診療とされて

いるところであり、減免の認定に当たりましては当該世帯の申請月以降３か月と前年同時期の３

か月の収入を比較して行い、生活困窮の認定は世帯の直近の収入の合計額が生活保護基準額に

1.155を乗じた額以下で、かつ預貯金の合計が同じく生活保護基準額に1.155を乗じた額の３か月

以下であること、減免の種類は免除のみとし、減免期間は申請の日から３か月を超えない期間で

再申請が可能となってございます。 

 また、標準例を策定した背景として、北海道は国保財政の運営を担っておりますが、併せて事

務の広域的及び効率的な運営の推進についても取組を進めており、北海道国民健康保険運営方針

において市町村事務の標準化を推進しておりますが、一部負担金の減免については、現行各市町

村において国の通知等に基づきそれぞれの地域事情を踏まえた減免基準を設けて運用していると

ころであり、異なる保険給付が行われているところでございます。北海道として目指すべき方向

性として、全道で共通した取組や費用の枠組みをつくりながら、同一財源の下、同一内容で減免

が実施されることにより、道内どこの市町村においてもひとしく給付を受けられることを目指し

ているものと思われます。当町といたしましても、先ほども申し上げましたとおり、北海道の国

民健康保険運営方針に基づき、道内どこの市町村に居住していても同じ内容の給付や減免を受け

られるよう、北海道の標準例に沿った一部負担金の減免基準へ移行していくべきと考えておりま
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すが、標準例に移行することにより減免措置を判断する上での収入基準につきましては、現行の

生活保護基準から拡大され、道と同じ基準である生活保護基準の1.155を乗じた額となる一方、減

免の種類は免除のみの扱いとなり、減額割合に基づいた一部減額について廃止することになりま

す。 

 次に、３つ目の外来と保険調剤も減免対象にできないかについてですが、現在国の調整交付金

の基準では、入院に対し一部負担金減免額の２分の１が補填される財政支援となっており、外来

については交付対象外となっております。北海道においては、独自に外来の一部負担減免につい

て減免額の２分の１を道の調整交付金により支援が行われております。北海道によりますと、平

成29年度から令和元年度に外来療養の減免を実施した市町村で道の調整交付金の交付申請を行っ

た市町村は、全体の10％未満にとどまっており、今年の８月時点において外来も減免対象として

規定している道内市町村は、157市町村のうち14市町村と少なく、当町においても入院のみを対象

としております。 

 また、道標準例策定の基本的な考えとしましては、財源補填の観点から一部負担金減免額の２

分の１を国の調整交付金から充当されるよう、標準例の大枠は国の調整交付金の基準を準用する

こととしておりますので、将来的には経過措置を設けながら一部負担金減免の基準の統一に向け、

外来療養分の減免についての財政支援が廃止されるものと認識してございます。 

 国民健康保険制度は、皆保険制度を実現される制度であり、一部負担金減免の趣旨は、社会保

障の観点から経済的に困窮する被保険者にも制度の枠内で療養を受けることができるようにする

ための制度であると考えております。一部負担金減免が行われた場合は、国及び道からの交付金

によって特別会計の負担分を補填される部分はありますが、残る負担分につきましては被保険者

の皆様に納めていただいております保険税によって賄われることとなり、財政支援の基準を超え

減免した場合は、結果的には他の被保険者の負担が増えることとなりますので、負担の公平性等

の観点を踏まえますと、外来療養や保険調剤につきましては慎重に行わなければならないと認識

をしてございまして、現在のところ減免の対象にする考えはございません。 

 次に、４つ目の国や道は保険税を滞納していても減免対象としているが、当町はどうかについ

てでございますが、国が示している一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部

負担金の取扱いについての中では、減免基準に該当する被保険者につきましては、滞納の有無に

かかわらず一部負担金減免を行っていただきたいと示されているところであり、当町におきまし

ても単に滞納の有無のみで減免を行わないと判断をするという規定はございません。 

 ５つ目の住民税非課税世帯などの低所得者の場合も町長の判断で減免対象にできないかについ

てでございますが、国民健康保険法第44条第１項の規定による一部負担金の減免を行うための収

入減少に対する認定基準は、恒常的に収入が低い被保険者を対象にすることを定めているのでは

なく、一時的、臨時的に著しく生活が困難になると認められる場合に一部負担金の減免を行うこ

とができるとされておりますので、住民税非課税世帯などの恒常的な低所得者について減免対象

とすることは、一部負担金減免制度の趣旨からかけ離れているものと考えております。 

 国民健康保険制度は、被保険者が保険料を出し合って、必要な医療に充てる助け合いの制度で

あることは谷議員も承知しているものと思いますが、北海道の標準例を上回って減免や町独自事

業の実施ということになりますと、その減免分は国保会計の財源不足となり、その不足分は保険

税に転嫁しなければならず、結果として国保税の上昇につながることとなります。繰り返しにな
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りますが、当町といたしましては、道の国民健康保険運営方針に基づき市町村間の負担の公平化

の実現を目指して取り組んでいるところでもありますので、一部負担金の減免は北海道から示さ

れている標準例に沿った減免基準に移行していくべきであると考えております。 

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

 では、午後１時再開いたします。 

休憩 午前１１時５３分 

                                            

再開 午後 １時００分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) それでは、再質問に入らせていただきます。 

 就学援助制度のほうですけれども、初めに就学援助の根拠について質問をさせていただきます。

御答弁で学校教育法第19条を挙げていただきました。ほかにも根拠としては日本国憲法の第26条、

能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有するとなっています。ただ、現状としては、国が義

務教育を行う費用は無償なのですけれども、国民が義務教育を受けるのにかかる経費、学用品と

か教材費とかそういうものが自己負担なのです。そこに経済的な格差が生まれます。そこで、自

治体としては、ひとしく教育を受けられる環境を整える必要があるということだと思います。当

町の教育委員会もそのような考えで就学援助制度を運用していると思いますが、そのような理解

でよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 谷議員、今憲法の問題も26条ですか、出されましたけれども、教育基

本法の19条ですか、の基になるのはやはり憲法なのだろうと思いますので、その点谷議員おっし

ゃられたとおりだというふうに考えております。無償といいながら、学用品費だとか現実問題と

しては全部が無償になっているというわけではないのが現状でございます。その中で就学援助費

につきましては、生活保護者に準ずる生活困窮者という位置づけの中で、経済的理由をもって格

差が生じないようにということで、その理念の下に教育委員会としましても就学援助制度を構築

しまして、ずっと恒久的にこの制度を維持してきたというところでございますので、谷議員おっ

しゃられた理念そのまま教育委員会も当然そのように考えているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) それで、御答弁でアルバム代とクラブ活動費については、今後所要額を精

算して、検討していただけるとの御答弁をいただいています。管内では、平取と新冠と様似でア

ルバム代を実施しております。質問ですが、当町の今年３月に卒業した人数、中学校でそれぞれ

何人でしょうか。そのうち就学援助の子は何人ですか。お聞きします。全体でも。全体で構いま

せん。 

〇議長(福嶋尚人君) 寺田管理課主幹。 

〇管理課主幹(寺田 巧君) 今年ということだったのですが、今年の３月ということですね。す

みません。ちょっとそこの人数等は今手元にないのですが、来年３月卒業する方ということで答

弁させていただきますが、今各中学校で３年生については181名です。その中で、就学援助の対象

になっているのが37名となっております。 
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〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) アルバムの代金が国基準では１冊8,800円だったと思いますが、それぞれ違

うという答弁だったので、それぞれ幾らなのか。中学校での来年３月の就学援助の子のアルバム

代を支給したとしたら、その金額は幾らになりますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 寺田管理課主幹。 

〇管理課主幹(寺田 巧君) それぞれの学校のアルバム代なのですが、昨年度の部分の実績の額

としまして5,000円、7,500円、１万4,000円とそれぞれ各学校で違っています。その金額を基に37名

来年度アルバム代を試算した場合は、約24万円ぐらいかかるかというふうに試算します。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 一般財源を伴うとの答弁ですけれども、170億円規模のうちの町財政の中

で、決して今の金額は多大な金額ではないと思います。卒業生にとってのアルバムというのは、

一生に１度の思い出ですし、大事な記念になるものです。欲しい人がもらえないことがないよう

に、これはすぐに実現できるようなものではないかと思いますが、どうでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 卒業アルバムにつきましては、これは小学校では出していませんので、

中学生の３年生のみということで限定された人数の中でということになっていますので、所要額

も今答弁したとおり二十数万円ということでございます。国のほうの補助制度の対象になったの

が平成31年からということになっています。壇上でも申し上げましたとおり、谷議員綿密に管内

とか道内の各市町村の状況を把握されているところで、管内３町、先ほど谷議員から言われた３

町実施しているところでございますけれども、壇上で答えたとおり、所要額はっきりとさせて検

討してまいりたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 早急な実施の検討を進めていただきたいと思います。 

 それと、クラブ活動費ですが、国基準で小学校は2,760円、中学校は３万150円と私は調べまし

たが、間違いないでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 寺田管理課主幹。 

〇管理課主幹(寺田 巧君) 谷議員おっしゃるとおり、小学校で2,760円、中学校で３万150円が

国の基準となっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 中学校がクラブ活動の子は多いとの答弁でしたが、例えば運動靴が買えな

いとか、卓球のラケットとか必要な用具が買えないとかでクラブ活動がやれない、経済的な理由

でやりたくてもやれない、我慢するということがあっていいのかと。学校教育法19条、それにも

違反してくることではないかと思います。クラブ活動費、管内はやっていないとのことですが、

これもすぐに実施を検討していくものだと思いますが、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) クラブ活動費につきましては、確かに管内やっていない状況で、先ほ

ど谷議員さんおっしゃられたとおり、道内では100超えているというところなのだろうと思うので

すけれども、このクラブ活動費、今現状では中学生75％近くの生徒が文化系、運動系に加入をし

ているという状況がございます。ただ、残りの25％のうち、部活動には入っていないけれども、
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それに準じた今、日高管内を活動拠点としているチームもありますし、苫小牧のクラブチームと

いうのもありますし、そういうところに入っている児童生徒もいるという状況があります。そう

いったところを含めると、８割ぐらいはもう既に何らかの形で所属をしているというところで、

残り２割の生徒が経済的な理由で諦めているのかというところまでは、申し訳ないのですが、把

握をしておりません。ただ、そういう声は届いてはいないです。ただ、クラブ活動費、今中学生

で補助単価で３万円弱ぐらいの金額になっていますけれども、これは出すとすれば上限額という

形がいいのか、谷議員も十分御承知とは思いますが、その各種目によってもかかる経費が差があ

りますので、他の市町村の状況を見るとそこは渡しきりの補助ではなくて、領収書を求めたりだ

とか学校が必要とした経費にしたりだとか、もしくは金額を下げて渡しきりにしたりだとか、各

市町村でかなり苦慮しているような制度設計になっているものですから、そこにつきましてはち

ょっと一筋縄ではなかなか今答えられませんので、調査研究を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、御理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今の御答弁でいろいろ調査しながら検討をしていただいているのは分かり

ました。ぜひどの子も同じように学校生活が送れるように、今のそういう調査なりなんなり、検

討を進めていただきたいです。実は、そういうように無理していろいろ工面したりなんだりして

いるという例は、私は把握しております。そのように進めていただきたいと申し上げます。 

 適用基準の拡大についてですけれども、今まで教育委員会のほうで就学援助で入学準備金なり

なんなり、いろんなことを充実してくださったりしているのもよく分かっています。今は無理で

も、例えば1.35倍でもいいのです。やはり今後もこの適用基準を拡大していくことを課題にして、

位置づけていただきたいのですが、そういうふうに位置づけていただくことできますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 先ほど壇上で申し上げましたとおり、今就学援助制度については各市

町村の独自の判断ということで、それぞれの地域に応じた財政力指数のこともあるかもしれませ

んけれども、そういった中で各町が独自に決めているというのが実態でございまして、この1.3倍

というのが果たしてどうなのかということなのだろうと思うのですけれども、そもそも生活保護

基準については、地域ごとの単価は違うにしても最低限度の生活保障の額を国が決めている基準

額でございまして、何で３割プラスアルファしているのかといいますと、多分生活保護者につい

ては医療費だとか社会保障費についてはかかっていない。ただ、1.0、1.0にすると最低基準を下

回ってしまう。生活保護者とそれ以外の例えば1.0の世帯の方がいたとしたら、当然最低基準を下

回ってしまう。かかる経費がありますから、医療費だとか社会保障費だとかということで。それ

で、国としては、これは大分昔になりますけれども、40年ほど前の文部省の通達によって、そこ

は1.3が妥当であるという見解通知を出して、今の段階ではその通知はもう効力がないとは思うの

ですけれども、国としてはそういうような見解を出していたという経緯がございます。合併のと

きにその1.3を使って今に至っているという基準でございまして、今その基準額については当教育

委員会としましても３割程度が妥当だというふうに判断しておりますので、考える考えはござい

ません。1.4にすることによって救われるという世帯はもちろん出てきます。調べたところ申請者

の５％ぐらいはいるというふうに結果出ていますけれども、現状今1.3でこの制度を恒久的に持続

していきたいなという考えを持っているところでございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) こちらとしては今そうですけれども、課題として位置づけていただくこと

を求めて、この質問は終わります。 

 次の国保一部負担金減免についての質問ですけれども、初めに確認をしておきたいことがあり

まして、御答弁の一番最初のところで減免に該当する方の要件を３つ目まで答弁で述べていただ

けたのですが、４つ目にも前各号に掲げる事由に類する事由があったときというものもあったと

思いますが、ここを確認したいです。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) すみません。答弁書のほうには主な収入減少の理由３つ目まで

記載させていただきましたけれども、谷議員おっしゃるとおり、こちらの事由に類する事由とい

うその他の理由として、４つ目のその他事由に類する事由があったときというのも間違いなくあ

ります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 周知徹底のところで質問しますが、平成26年以降は減免実績がないのです

が、その理由は何でしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) 壇上で申し上げましたこちらの実績につきましては、東日本大

震災、このときの国の特例というか、によって対象となった方々の実績でございます。それ以外

で収入減少によって申請等はなかったという形になります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) やっぱり町民によく知られていない制度だということもあると思います。

2019年度で調べましたら、北海道で一部負担金減免基準を持っているのが157自治体、減免実績は

26自治体で6,776件、6,677万円というものでした。本当に全道でも実施しているところが非常に

少ないです。その中で手後れというような事例もありまして、ぜひこの活用というのは進める必

要があると思います。御答弁でもいろんな方法で今後周知徹底をしてくださるとのことでした。

ありがとうございます。それで、もう一歩周知を進めていただきたいのは、実は病院などにポス

ターを貼っているところもあるのです。役場とか町内の病院、自立相談センターとか社協などに

ポスターを貼ったり、チラシを置いたりなどして、周知徹底いま一歩進めることはできないでし

ょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) 議員おっしゃるとおり、制度の周知をしていくというのは非常

に大事なことだと私どもも思ってございます。壇上での答弁の繰り返しになってしまいますけれ

ども、国保の被保険者への周知ということになりますので、私どもとしたら保険証の更新の郵送

時全世帯を対象とした細かく分かりやすい、見えるところに周知させていただきたいのと、あと

町の公式ホームページのほうにも早急に対応していきたいなというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) ありがとうございます。ぜひお金の心配なく町民に安心をお知らせしてい

ただきたいと思います。 

 次の質問ですけれども、一部減免負担金について道の標準例の減免基準へ移行していく考えで
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あるとの御答弁でした。道の標準例のＱ＆Ａでは、減免の認定について前年同時期から一円でも

減少している場合は対象にするとなっていますが、その内容に合わせていくという考えでよいで

すか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) 議員おっしゃるとおり、収入減少のことにつきましては一円で

も収入が減少していれば該当になります。収入減少につきましては、収入の減少が客観的に証明

できるというか、書類として現在の収入と前年の収入、両方を提出していただいて、それを確認

して、一円でも収入減少していれば収入減少の対象のところでは該当になってくるという形にな

ります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) １つちょっと確認をしておきたいことがあるのですけれども、その一円で

も減少になったら可であるという標準例ですけれども、例えば６万5,000円とか６万4,000円とか

の年金の方がいたとして、年金自体毎年20円、30円安くなっているわけですけれども、その方が

パートとか草刈りとかそういうようなことをして収入を得ていたとして、けが、病気で入院した

とします。その間仕事がなくなって収入がなくなる、失業に類する事由かとも思いますが、標準

例によればこの方は条件を満たせば減免の認定対象となって免除の対象となると、そのように考

えてよいのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) 個々の事情はそれぞれございますけれども、標準例でいけば収

入のまず認定につきましては、谷議員もおっしゃったとおり、当該世帯の申請月以降３か月と、

あと前年の同時期の３か月の収入を比較して行います。ただ、それと生活困窮の認定というのが

直近の収入の合計額が生活保護基準の1.155を乗じた額より以下、かつ預貯金の合計が同じくその

３か月以下であることというのがありますので、そこら辺に該当してくるということであれば認

定される世帯になるのかなというふうには思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 言いたいことは、いずれ移行するにしてもしっかりと町民のために運用、

活用を行っていけるものにしてほしいということを言いたいのです。 

 質問ですけれども、御答弁によれば道が進める広域の一元化、標準化によって、どこに住んで

いても同じ給付が受けられるようになるとのことです。しかし、その一方でこの方向というのは、

例えば外来を実施していたり、当町のように減額や徴収猶予があった部分が削られていく可能性

があるというわけです。町民の福祉向上の観点からいえば、各市町村がせっかく実施していた施

策、各町の独自性というものを損なっていってしまう側面もあるのではないかと思いますが、そ

こをどのように考えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) 壇上での答弁の繰り返しになってしまうかもしれないのです

が、谷議員おっしゃるとおり、全道で共通した取組だとか費用の枠組みをつくりながら、同一財

源、同一の内容で減免が実施されることによって、道内どこの市町村においても同じ給付を受け

られるということを北海道も目指していると。私どもにおきましても、そういった財源の確保だ

とか公平性の観点からも北海道の標準例に移行していくことが必要だというふうに考えてござい
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ます。道の標準例におきましても、今おっしゃられた全額免除のみという基準になってございま

す。そういうのも一部減額となりますと、ケースによっては国の交付金の基準を超えてしまうケ

ースというのもやはり出てきてしまうのではないかなと。財源が確保できない可能性もあるとい

うことも勘案して、そういった結果であろうというふうに思ってございます。当町といたしまし

てもほかの市町村の動向もうかがいながら、北海道が示されている標準例に沿った減免基準に移

行していくべきというふうに考えてございますので、御理解いただきたいと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 国の基準以上のことをやると、もう補助金が、交付金が来ないという仕組

みだと。都道府県化の中で、町の国保の会計とか運営も非常に厳しい中でやっているということ

は十分理解をしています。それで、標準化といいましても全道各地域、地域で今は千差万別なわ

けです。一足飛びにすぐいかないというものだと思います。御答弁でも今はそちらにいく考えで

あるという段階です。ですから、今は、その時期が来るまでは現在あるものをしっかり周知もし

て、今のものをしっかり活用して進めていく、今はそこをやっていただきたいのですが、どうで

すか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) 北海道もこの標準例を示してから、もちろん強制ではないにし

ろ、今後統一保険料に向けた流れもありますので、事務を標準化していくという流れになってご

ざいます。私どもも、先ほど答弁させていただいたとおり、標準例に移行していくべきという考

えがございますが、さっきも言ったのですけれども、すぐというよりは他の市町村の動向もうか

がいながら標準例に沿った、周知ももちろん大事なのですけれども、今すぐというわけではなく

て、市町村の動向もうかがいながら標準例に移行を将来的にはしていきたいというふうに考えて

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今あるものはしっかり今活用していただきたいと思います。 

 答弁の中であったことで聞きたいのですけれども、現在は国の基準で行ったものには国からの

交付金２分の１が補助、国以上のことをやったら今は道から２分の１交付金が出ているはずです

が、御答弁の中でいずれ道のも国基準内になっていって、道の交付金はなくなっていくという、

そういう理解でいいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) 国の調整交付金は、入院診療に対する免除の実績の２分の１を

調整交付金で補填されております。今現在の北海道の調整交付金の対象というのが外来診療を行

った分の２分の１という形になってございます。この標準例を示されて、今まで基準を定めてい

なかった市町村だとかも今後対象となる療養については北海道の調整交付金の財政支援が今後縮

小されていくという傾向にありますので、そのことから外来も今まで対象としていた市町村が少

なくなってきているというのも現状です。繰り返しになりますけれども、負担の公平性の観点か

らもやっぱり外来だとかまで対象を広げることは現状では難しいなというふうに考えてございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 国と道の制度の関係で非常に困難があるということも理解しながら、ただ



 

 － 30 － 

町の認識、考えだけはお聞きしたいのです。外来の減免についてですけれども、国保法44条は特

別な理由があって保険医療機関などに一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに

対して減免や徴収猶予を行うことができるとしています。2010年にできたこの法律は、生活困窮

で医療費が払えない人のためにできた法律であります。もともとの法律の趣旨からいえば、広く

医療費が払えないことがないよう外来も対象とするのが本来の姿ではないかと。実際うちの町の

町民の中には具合が悪くても病院に行けばお金がかかるからとか、検査をすればお金がかかるか

らと控えると、通院を我慢している町民というのは現にいます。そういう方が重症化して、もし

入院になったら、町にとっても医療費というのはますますかかるわけです。以上のようなことか

らも外来の減免制度の必要性というものはあると思いますが、外来減免の必要性についてどのよ

うに認識していますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) すみません。同じような答弁になって申し訳ないのですけれど

も、やっぱり公平性という観点ももちろんあると思います。北海道の調整交付金の財政支援も外

来のほうは今後なくなるという考えがありますので、それを対象拡大してやってしまうと、負担

の公平性の観点からも外来の拡大はちょっと難しいのかなというふうな答弁にしかなりません。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 最後の質問にしたいのですけれども、やはり財政面の問題というふうに、

それでできないということになっていると思います。それで、御答弁の中でもお金を出し合う助

け合いの制度であるというようなお話も御答弁でありましたが、国保制度の根本というのは社会

保障であります。国保法の第１条には、この法律は事業の健全な運営を確保し、もって社会保障

及び国民保健の向上に寄与することが目的だと明記されています。お金を出し合うという助け合

いの制度では決してないです。大事なのは、町民の命を第一に守れる制度にしていくことではな

いでしょうか。自治体が優先すべきことというのは、今後道の標準例の方向にいつか移行するに

しても、町民の命をできる限り守れる要綱に、制度にしていくことが基本ではないかと思います。

まず、そこに知恵を絞って要綱づくりを進めていただきたいと思いますけれども、そのことをど

のようにお考えですか。 

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) 谷さん言っていること私も理解はできます。ただ、この一部負担

金の制度については、３つの理由によって所得が下がった場合について病院の一部負担を免除、

減免するという制度でございますので、谷さん今言っているのは低所得者も含めて病院にかかり

づらい人がということであれば、それはまた別の制度で対応すべきと思っております。国民健康

保険制度の中では、緊急的に３か月以上収入が減ったりだとかということでこの制度は使えます

が、それ以上に対応しなければならないということであれば、生活保護だけではないとは思うの

ですけれども、そういう制度に移行の部分についても御相談をさせていただくという対応になる

のかなと思いますので、国保の一部減免ついては、今水野が言ったとおり、粛々と他市町村の状

況も踏まえながら、道の標準例に合わせていくことになると思いますが、それ以外の部分につい

ては、命を守ることですので、お金の話だけではないのですけれども、制度としてはそういう制

度ですので、大きく制度が変わらない限りは現状の今まで答弁した内容で進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今まで答弁の内容で進めるというので分かりましたけれども、私が聞いた

のは、要綱をつくるに当たってできる限り町民のためになる運用を一番に考えて、要綱をこれか

らつくってくれますかということを聞いたのです。 

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) すみません。条例も規則も要綱もそうなのですけれども、我々要

綱とかつくるときに自分たちのためにつくるのではなくて、あくまでも町民の福祉と安全の向上

を図るためにつくっているつもりでおります。それに対して足りない部分もあるのかなと思いま

すけれども、基本的にはそういう考え方で、現行の制度を考慮しながらつくらせていただいてい

るというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) ぜひそういうことで努力していっていただきたいということを申し上げ

て、私の質問を終わります。 

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 午後 １時３７分 

                                            

再開 午後 １時３８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。 

 ６番、下川君。 

〔６番 下川孝志君質問者席へ〕 

〇６番(下川孝志君) 通告に従いまして、３点について一般質問をしたいと思います。 

 １点目は、ライディングヒルズ静内の民間乗馬指導者の活用をもっとすべきでないかなという

ことで質問をいたしたいと思います。ライディングヒルズ静内が町営に戻されて今運営をされて

いますけれども、一般の利用者の声として、新ひだか町は町の規模や日高管内の位置からして転

勤される人たちも結構いるのですけれども、乗馬してよかったとかもっと乗りたいという声もあ

るのです。しかし、私たちの時代は小さいときに馬に乗って仕事をしたというような世代ですけ

れども、やはり乗馬という形の中で経験が少ないと、きちっとした指導者の下で馬に乗るという

ことが安全であり、安心であると思うのです。その点をある指導者とお話をしたときに、多分役

場の職員のここに来ている半分以上の人や議員の方々は、非常に有名な人ですので、名前を出す

と分かると思いますけれども、自分は乗馬の指導者としてもっともっと町の乗馬施設で多くの町

民に対して、または新ひだか町を訪れる人に対して指導の機会をつくっていただきたい、やりた

いのだ、ボランティアでやりたいということを長年話してきたのですけれども、なかなかそれが

理解されないと。その理解されないのが分からないということを語っていました。たまたま前年

は見通しがなかったのですけれども、来年度の春には３回にかけて乗馬指導ができるようになっ

て計画されています。しかし、指導者の考え方からすると、１回、２回習ったからそれで大丈夫

かというとそうではなくて、希望するのであれば継続して指導していく、または継続して習うと

いうことがとても重要だと思うのです。そういう意味では、今の時代はそれぞれの職員は専門性

を企業内だけで生かすことではなくて、学校でも民間企業でもあるときは町外からの指導者や講
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師を呼んでの勉強会、研修会も数多く開かれている時代です。そういう意味では、新ひだか町の

中にきちっと乗馬指導できる人材がいるということでありますから、その人材を何とかもっと利

用して、乗馬施設が多様な世代、多様な人たちにも乗る機会が与えられるというものにするべき

だと思うのに、それがなかなか進まないというのにどこに問題があったのかということを確認い

たしたいと思います。 

 ２点目は、町道の整備の目安や基準についてお聞きいたしたいと思います。新ひだか町の町道

が延長が非常に長くなりましたので、それを整備するということには時間と多額の費用がかかる

ということは理解できますけれども、私は職業柄町内の結構な道路を散歩するのですけれども、

非常に高齢者や障がい者の利用者にとっては危険な歩道が多いのです。そのことを考えると、や

はり事故防止ということを考えたりすると散歩する機会をやめる、または外に出る機会をやめて

しまうという最もダメージの大きいことが現状では起きています。そういう意味では私が一番気

になるのは、歩道の段差が非常に多いことと、それから民家に、正式な名前は分かりませんけれ

ども、車庫に車を入れるために歩道のところに傾斜がついているのです。それは、車を入れやす

くという意味では分かるけれども、歩道歩く者にとっては非常に危険なのです。新ひだか町の場

合は、このように雪が非常に少ないのですけれども、雪が降って解けたり、それが凍ると斜めの

スロープでとても危険で、転倒の危険性があるので、車道に下りて迂回して、また歩道に戻ると

いう方法を取らなければならないようなことが起きています。そういう意味では、車道をきちっ

と整備するということも大切ですけれども、やはり車道を歩く人の多様な世代や障がいがあるな

しにかかわらず、年齢差にかかわらず、歩く人がいるわけですから、その安全に配慮した歩道の

整備というものがなぜできないのかということをお聞きいたしたいと思います。 

 それから、散歩していて思うのですが、先般中野２丁目の新しい道路工事の跡なんかを見ると

非常に安全で、車にとっても、人間にとっても使いやすい状況になっているのですけれども、た

だ古いところの修理が追いつかないために側溝よりも車道のほうが低いということで、雨が降っ

ても水はけが悪くて、あちこちに水たまりができている。その水たまりができて、今後冬期間に

なると凍ってしまって滑るので、危険だという状況が起きています。そういう意味では、車道の

沈下したものの整備とかそういうものをどのような基準で行っているのか。自治会から要望が上

がらなければできないことなのか、その辺の補修に関わる基準とか優先順位というものがあった

らお答えをお願いいたしたいと思います。 

 それから、３点目は、私も21年前までは農業をやっていましたけれども、私たちが農業を当初

やっていた頃には食管法というのがあって、稲作農家の人たちは政府が全て買い上げてくれたと

いう時代が長かったのですけれども、1995年から食管法が改正されて、農家の人が直接消費者に

対して売りなさいというふうに制度が変わって、現状では約半分の量は国は買うけれども、約半

分の量は自分で売りなさいというシステムに変わっています。そのことで非常に今回残念だった

のは、新型コロナウイルス感染症の影響もあるのでしょうが、外食産業等の落ち込みから米が豊

作にもかかわらず、在庫が多いために生産者にとっては価格が暴落して大変だということが起き

ています。最近スーパーとかそういうところ見ても、やはり自分で売るためにどうしたらいいか

というと、農協とか系統を挙げて宣伝もあるのでしょうけれども、町内の店舗でも５キロ詰めで

350グラム増量していますよ、10キロなら700グラム増量していますよとか、売るほうもいろいろ

努力しているのです。しかし、現状の価格を見ると、とても再生産できるような価格ではないの
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で、今作況指数も109で日本で北海道が一番いいですし、日高管内も非常に天候が安定したために

いいのですけれども、その豊作の恩恵を生産者が受けられないということが現状起きています。

そういう意味では、安全でおいしい米が地元でも生産できているという教育的な配慮からも、ま

たは農家を支援するという意味からも、新ひだか町は学校給食をやっているわけですけれども、

そこで使われる米について地元の米をもっと使うような方法ができないのか。または、農協とか

稲作振興会等とも相談しながら、どこで有機栽培米を作っているか、どこでということはかなり

分かりますので、何件かと契約をして輪番で買い上げていくという方法もあろうかとは思います

けれども、この地元産のおいしい安全な米を学校でもう少し使うことができないのかということ

について、現状のこととそれが増やすことが可能かどうかについて答弁を求めたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保ライディングヒルズ静内施設長。 

〔ライディングヒルズ静内施設長 大久保信男君登壇〕 

〇ライディングヒルズ静内施設長(大久保信男君) 下川議員御質問の１点目、ライディングヒル

ズ静内の民間乗馬指導者の活用をもっとすべきではないかについて御答弁申し上げます。 

 御質問の内容から既に乗馬指導に御協力をいただいている方のお話であると存じますが、御承

知のとおり、開設からこれまでの間には指定管理者制度を取り入れての取組もございましたが、

平成27年度に町直営に戻しての運営としており、その際に当施設で乗馬指導に協力したいとのお

話を受けまして、当時勤務していた乗馬指導員に対して乗馬指導員研修会を実施していただいた

ということがございます。その後少し時間は空きましたが、当施設の主催事業等の実施状況を考

慮し、平成30年度に町主催の乗馬講習会の講師として２回招聘させていただき、令和元年度は３

回の乗馬講習会の開催に御協力をいただいております。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により、同様の講習会の開催は見送らせていただき、本年度も新型コロナウイルス感染

症の関係で開催を先延ばししておりましたが、年明け１月から３月まで各月１回ずつ、計３回の

講習会を予定しております。また、この方は、当施設での乗馬スポーツ少年団や乗馬同好会のサ

ークル活動をはじめ、多くの乗馬愛好者等の指導に携われておられると認識しておりますので、

今後につきましてもその指導力をお借りしていければと考えているところであります。 

 さらに、当施設の状況としましても、近年コロナ禍の影響があるとはいえ、施設利用者が減少

している傾向にありますことから、利活用の早期改善を進めていくことが急務であり、現在短期

的、中期的なスパンの具体的な取組を明確にするため経営改善計画の策定を進めているところで

あり、これまで以上の事業展開を進めていくに当たって、施設として外部の方に御協力を求めて

いきたい事業等が増えてくる見込みですので、今後具体的に御相談する機会を持たせていただき

たいと考えております。 

 次に、民間乗馬指導者の活用に何が問題なのかとのことでございますが、現在当施設には事務

員を兼ねる者も含めて４名の乗馬指導員の配置より各種事業を行ってきております中で、外部講

師を招聘しての事業の実績はごく一部となっております。乗馬事業は、動物を扱いながらの業務

となりますので、安全面において常に周囲に気を配り、慎重に進める必要がありますことから、

非常に体力的にも精神的にも負担が大きい業務であり、それに見合う資格を持つ者が携われる業

務となりますが、そこに外部指導員を活用することに関して特に問題はあるということではござ

いません。なお、今後におきましては、前段で申し上げました施設の改善計画の策定とも絡めま

して、本施設の事業や運営に対して御協力いただける様々な人材やボランティアを募っていきた
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いという考えがありますので、御理解をお願いいたします。 

 以上、御答弁といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 

〇建設課長(野垣尚久君) 下川議員からの御質問の大きな項目の２点目、町道の整備の目安や基

準について御答弁申し上げます。 

 御質問の町道補修の基準についてですが、町道の維持補修については、週２回道路パトロール

を行い、点検者が施設の損傷状況を目視等により確認し、車両や歩行者の交通の安全が確保でき

ない状況であると判断した場合や地域住民の情報提供により同様の損傷が認められた場合に、損

傷状況に応じた補修を速やかに実施することとしております。 

 次に、歩道の構造を歩行者優先にできないのかについてですが、歩道の構造については、平成

25年３月施行の新ひだか町高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関す

る基準を定める条例で、歩道の勾配などについて高齢者や障がい者等の交通の状況を考慮するこ

とが定められており、条例制定以降に整備された末広中央線、末広２号線、本町通り線、本町海

岸線の歩道は、この条例に準じた設計施工により勾配の少ないフラット型の構造となっておりま

す。しかしながら、条例制定以前に整備された歩道の大部分は、歩行面が車道面より高いマウン

トアップ型の構造となっているため、車両出入口に縦横断勾配があり、降雪や路面が凍結した場

合、歩行に注意が必要なところもございますが、早期の除雪や凍結防止剤及び滑り止め砂の散布

により、今後もこれまで以上に注意を払い、対応について鋭意努力してまいりますので、御理解

をお願いいたします。 

 また、今後も歩道整備につきましては、地域住民が利用しやすい歩行者空間の設置に心がけ、

高齢者や障がい者などに配慮した道路整備をしたいと考えてございます。 

 次に、排水溝の修繕についてですが、過去の実績から年間200メートル程度の排水修繕を行って

おりますが、泥炭地に限らず、まだまだ修繕に至らない路線が多く、住民の方々に御迷惑をおか

けしているところでございます。排水施設の修繕につきましては、排水機能の低下や破損状況に

より優先順位を決定し、毎年計画的に修繕しているところでありますが、特に御指摘のありまし

た排水施設の周辺地盤が沈下している箇所につきましては、流末の高さが決まっているために下

げることができないことが多く、対策が難しいため大変苦慮しているところでありますが、有利

な財源の確保に努めながら検討し、少しずつでも対応してまいりますので、御理解をお願いいた

します。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田学校給食センター長。 

〔学校給食センター長 池田孝義君登壇〕 

〇学校給食センター長(池田孝義君) 質問の３点目、新ひだか町生産米を学校給食に使えないか

について答弁いたします。 

 学校給食センターで使用している米については、令和２年４月１日に北海道学校給食会と学校

給食用道内産精米売買契約を締結しており、新ひだか町産ななつぼしが導入されております。こ

の売買契約によって学校給食会がホクレンと価格交渉等を実施し、新ひだか町に納入される米に

ついてはしずない農協が玄米で保管することとなっており、その玄米については学校給食センタ

ーの発注量に応じてその都度ホクレンの指定工場で精米され、一定の品位基準によって納入され
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ております。精米価格については、学校給食会を通すことにより店頭販売価格より安価に入手で

きています。また、御承知のとおり、学校給食の食材を購入する費用は、児童生徒の保護者から

いただく学校給食費で賄うことになります。このようなことから、学校給食センターが稲作農家

を直接支援することは、精米価格に差がありますので、現状では考えられませんが、精米価格が

下回ることなどが見込まれる場合、購入の検討をする必要があると考えております。 

 以上、答弁といたします。 

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

〇６番(下川孝志君) 議長が言うのだから従う。 

〇議長(福嶋尚人君) すみません。暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午後 ２時００分 

                                            

再開 午後 ２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。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) では、何点かについて再質問をいたしたいと思います。 

 まず、１番目のライディングヒルズ静内については、今後とも相談の機会を設けたり、または

民間の指導者を使うことに問題があるわけではないという答弁をいただきましたので、私は質問

者としてある程度の評価はしますし、いいのですけれども、ただこれと次の点も同じなのですけ

れども、総務文教常任委員会ではここのライディングヒルズ静内についての調査もしました。あ

る程度の問題点も出てきましたけれども、今後における経営改善ということを考えたときに今や

られていることだけでもつのかというちょっと心配があるのです。そういう意味では、この指導

者は私が知っているより乗馬ファンには何か有名な人で、本も２冊書いていて、後輩やファンが

本州にもいて、もうちょっと機会を増やしてくれたら新ひだか町に泊まりに来て、習って、また

帰るというようなことも言っていました。そういう意味では、教育施設という意味合いももちろ

ん強いのですけれども、今後についてはやはりそういう町外から来る人に対して宿泊して、乗馬

を習って帰るというプログラムがあると町の活性化のためにもなると思うのです。そういう意味

では、乗馬施設だから乗馬施設のメンバーだけで考えるということではなくて、ライディングヒ

ルズ静内を多様的に考えるという意味で他の課や他の事業者との連携をしながら、乗馬の機会を

増やしていくというような考え方は持っているでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保ライディングヒルズ静内施設長。 

〇ライディングヒルズ静内施設長(大久保信男君) 壇上でもお答えしましたけれども、この方と

の研修、講習会の関係は、１月、２月、３月とそれぞれやりますので、この後できるだけ早い時

期にもう一度お話をさせていただいて、今後どのように講習会等を開催していけばいいのか、そ

れらをきちんと整理しながら話合いをして、進めていきたいというふうに考えています。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) それでは、次の町道のことについて入りたいと思いますけれども、別に私

の質問は今の課長のやり方がいいとか悪いとか言っているわけではなくて、課長の答弁だけ聞く

と二重丸みたいな答弁なのです。問題はないのですけれども、ただ私が復帰して８年目を今迎え

ているのですけれども、８年の経験の中でも残念ながら課長の言った答弁のような状況にはなっ



 

 － 36 － 

ていない。というのはなぜかというと、例えば道路の問題というのは住んでいる人全ての問題で

すから、別に障がい者の問題だ、高齢者の問題だということではないのですけれども、これは平

成30年に第３次障がい者基本計画とか第５期障がい福祉計画というものが出されています。当然

部長連中は多分読んでいると思うのですけれども、この中でも歩道等を車椅子で移動しづらい環

境があると。これは、そこでされた委員さんとかアンケートを取った調査結果のほうに集約され

ているのですけれども、そういうことが書かれているのです。そして、車椅子で散歩に行くこと

を楽しみにしているが、現状の冬期間の除雪体制ではそれができないということをちゃんと30年

のときに訴えているのです。道路の問題どんなことが問題とされてこの委員の人たちが出してい

るかというと、外出時に不便なこととしては道路や設備環境について障がい者に配慮が足りない

と指摘しているのです。そういう意味では、今ここにいる部長さんたちはもう役場入ってから約

40年ぐらいやっている人たちですから、ほかの課のことも詳しいですし、せっかく部長制を持ち

ながら、関係する課と話し合ったり、どうするかということを話し合った結果、道路を直すにし

ても高齢者や障がい者や子どもにも配慮したものにしましょうねと多分なっていくと思うのです

けれども、課長が言った答弁は聞いただけならすばらしいのだけれども、私は８年間を振り返っ

ても現状はなかなかそうは思えないところがあるのです。もっとこの道路整備というものが、福

祉課もあれば、産業課もありますけれども、他とのそういうどうするかということを、町民の声

を聞くということも大切ですけれども、町民の声をそれぞれの課も聞いているわけですから、聞

いた中での道路整備のビジョンというものを例えば５年に１回か、10年に１回か分かりませんけ

れども、そういうことってやられたことがあるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中産業建設部長。 

〇産業建設部長(田中伸幸君) 下川議員復帰されて８年とおっしゃっていましたけれども、私は

道路に携わって33年ぐらいになりますので、その観点から申し上げますと、もともとは歩道の切

下げ、先ほどどういうものかと言っていたのですけれども、切下げといいますけれども、こうい

うふうな波打ちのやり方で、車が入りやすい方法でやっておりました。それで、平成10年代に入

りまして静高にボランティア部ができまして、町中を車椅子で歩くようになって、ここの箇所は

入りづらい、ここの箇所は渡りづらいという指摘を受けまして、そういう歩道をちょこちょこ事

業というよりも維持の範囲でやっていたことがございます。その後、平成17年にハートビル法と

いう法律ができまして、バリアフリーのもとになる法律なのですけれども、それでできて、歩道

のやり方の基準、法律ではないのですけれども、基準が変わりまして、横断勾配をゼロにする。

だから、真っ平らにして、水は縦に流れていくでしょうという考えで、今までは２％という勾配

がついていたのですけれども、それをゼロにしましょうということで、それでやったのがみゆき

通りの街路の部分、歩道を全て平らにしております。感じるかどうか分からないのですけれども、

今まで10センチだった縁石を15センチに上げたのです。そうすると、横断勾配ついていたのがち

ょうどフラットになって、皆さん歩かれたことあるかどうか分からないですけれども、非常に歩

きやすくなったと。そのときに切下げを、切下げの基準も変わりまして、ある程度車椅子が通れ

る幅、２メーターぐらいはフラットでいきましょうと。あとは車が入りづらく勾配を急にしまし

ょうと。車がびゅんと行ってしまうと、歩行者に安全ではなくなりますので、それを急にして、

ゆっくり上がれるようにしてやりましょうといったのがみゆき通りでやっております。あるいは、

憩通りだとか何路線かやっておりますが、残念ながら下川議員の御質問にあったとおり、町道の
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延長がかなり長いものですから、歩道を全てそういう形に直していっていることはちょっとでき

ていないのが現状です。 

 それとまた、20年ぐらい前から警察と学校と教育委員会と、あと道路管理者と町内の通学路を

回って、どういうところが危険か、どういうところ直したほうがいいかというようなパトロール

も年１回実施して、それも大々的に改造というよりはその都度指摘されたことを直していったり

ということは実施して、今もそれは実施しております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) さすが部長なだけあって、すばらしい答弁ありがとうございます。ほかの

職員と違って自転車にも乗っているから、多分道路の現状を車で見るよりは少しは分かっている

と思いますので、ぜひ今日の答弁が現実に、町民が安全に歩けるような環境に改善されるように

期待いたしたいと思います。 

 それで、もう一点最後に聞きたいのは、当然パトロールはしていると思いますけれども、その

頻度というのはどんなような状況なのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺建設課主幹。 

〇建設課主幹(渡辺英樹君) パトロールの頻度ということでございますけれども、課長が壇上で

答弁いたしたとおり、週に２回職員でパトロールを実施してございます。あとは80ミリぐらいの

雨が降ったり、震度４の地震が来たりとか、道路の損傷が出る可能性があるときにもその都度パ

トロールを実施しております。これもまた職員で実行しております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は質問の中でもちょっと触れましたけれども、そのパトロールの中で実

際に職員が歩いてみたことがあるかどうかと、それから冬期間と夏では環境が全然違います。今

からちょっとしばれて、すごく危険なのですけれども、高齢者になってくると目が弱くなったり、

耳が弱くなったり、その高低差が分からない、角度が分からないということがありますので、普

通に歩いていくと転倒するという危険があるから、家族には出るなと言われると閉じ籠もってし

まうということもあるので、ぜひその辺のチェックというのは大切だと思いますので、やはり月

に何回かやるとしたら１回ぐらいは歩く、または冬期間と夏はパトロールの回数を変えたり、月

に１回は最低限ちょっとしばれた日に歩いてみるということは必要かと思いますけれども、その

辺についてもう一度お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺建設課主幹。 

〇建設課主幹(渡辺英樹君) 冬期間のパトロールですけれども、基本的には車で乗って歩いて、

そこら辺傷んでいるかどうかというのを見させていただいているのですけれども、議員おっしゃ

いますとおり、ある程度その歩行者を配慮しまして、今後は町なか等はある程度歩かせていただ

いて、危険を感じましたら融雪剤等をまいたりさせていただきたいなと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) では、最後に学校給食の点についてですけれども、常任委員会でも聞いて

いますし、今日の説明でもよく分かるのですけれども、１点だけ確認したいのですけれども、私

は地元の新ひだか町の米が提供されていると、農協とも相談してやっているということはよく分

かりましたけれども、そのことが栄養士さんか、担任の先生か分かりませんけれども、子どもに

伝わっているかどうかを確認したいのです。今日の米は、今使っている米は新ひだか町の米です



 

 － 38 － 

よというような説明をやっぱり子どもに伝えてほしい。地元の米ってこんなにおいしいのだとい

うことが伝わって初めてだと思う。だって、地元の米を使っているわけですから。その辺は、学

校側というか、栄養士さんというか、誰が説明すればいいか分かりませんけれども、そういうこ

とというのはやられているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田学校給食センター長。 

〇学校給食センター長(池田孝義君) 米については、銘柄が変わるときにはお話はします。です

から、ふだんから毎回使っていますので、今日は新ひだかの米ですよというのはあえては通知し

ません。というのは、米はごく当たり前に新ひだかだというふうには学校では浸透されています。

今こういう言い方したというのは、実は今年特別栽培米を頂きまして、牛肉の推進事業で今農政

課が買い上げている事業があるのです。その牛肉に合わせるのに牛肉に合う米をくれないかとい

うことで話しさせてもらって、今６月からですか、月１回特別栽培米を出しています。そのとき

には、今回は万馬券を出していますよということで周知させてもらっています。栄養士について

は、行ったときには聞かれればその話はすると思いますけれども、特段私らにとっては新ひだか

の米を使っているのはごく当たり前のことですので、その部分については特段は周知はしており

ません。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) これで質問を終わりたいと思いますけれども、質問した、答弁したで終わ

ることなく、何点かについては改善をしていく、町民の利益になるようにぜひ期待したいと思い

ますので、よろしくお願いして質問を終わりたいと思います。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 午後 ２時２６分 

                                            

再開 午後 ２時２７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。 

 11番、田畑君。 

〔11番 田畑隆章君質問者席へ〕 

〇11番(田畑隆章君) ３点にわたり質問をさせていただきます。 

 １番目、管内各町連携で水産被害等の諸課題の解決をということでございます。日高の沿岸漁

業は、長い間に蓄積された経験が物を言う世界です。しかし、海水温上昇に伴う様々な状況は、

漁業者個々の力だけでは全く厳しい状況と捉えています。とりわけ赤潮は遭遇したこと自体なく、

伝承記録もなく、不安な状況が続いている状況です。赤潮対策を含め、以下質問いたします。 

 １番目、各町担当課が赤潮対策などで連携し、連動して国や道への働きかけや国、道と協働し

ての実態調査活動が必要と思われるが、お考えと現状を伺います。 

 ２番目、赤潮による直接、間接の被害を受けた漁業者、関係団体に対し、町としてどのような

支援をされるのかお伺いいたします。 

 ３番目、各漁協、漁業者、水産加工関係者への要望聴取事業等、各町単独でも頑張ってほしい

けれども、各町担当者連携作業も必要に応じて対応すべきではないかと思いますので、この点に

ついて伺わせていただきます。 
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 ４番目、赤潮災害では原因となる赤潮プランクトン２種類ありますけれども、この同定と密度

測定が重要とお聞きしています。デジタル顕微鏡を導入し、実態調査を道と各町が連携して調査、

報告し、解明に貢献する考えはないか伺います。 

 過去の台風、水害等で昆布の漁場が土砂流入等により被害が発生したと推測されるのですが、

被害認定と漁場の資源回復のための支援はどのように行われていたか。私の反省も含めましてお

聞きしたいと思います。 

 ６番目、沿岸海域の漁業政策策定に昆布やアマモなどの産卵藻場やホッキガイなどの砂地域な

ど生息水域の地図がありません。赤潮被害対策上もより科学的な水域復元管理が求められていく

と思いますが、水生生物生息地図を国の力で作成すべきと思います。これについて町はどういう

ふうにお考えでしょうか。 

 ７番目、赤潮等で大変な魚種もあるが、タラなどよい魚種もあります。販売流通面でも消費拡

大策を日高広域連携推進協議会等で国、道に要望し、フェア等を大消費地である札幌等で開催で

きないか。もちろんしずない桜まつり会場でもよいと思いますが、いかがでしょうか。 

 続きまして、２点目、博物館連携を通じ、文化的観光交流者の受入れをということでございま

す。１番目、北海道・北東北の縄文遺跡群が世界遺産登録となりました。指定された千歳市のキ

ウス周堤墓群は朱塗りのくしが出土し、静内御殿山遺跡、恵庭市のカリンバ遺跡も同様のくしが

出土し、共通文化圏を形成していたと考えられます。３地区、恵庭、千歳、新ひだか、連携協議

会などをつくって、パンフを相互に配置するなどして、教職員課程履修者や今後文化財行政に携

わる可能性がある好奇心あふれる学生等を対象とした連携講座などを企画していただけないか。

また、民間のサポートは必要ないか。 

 ２番目、我が町の博物館はよくできているし、職員の体制もよいと思うのですが、常設展示の

模様替えのときには、擦文文化期が抜けているというようなことなので、縄文からアイヌ文化期

まで説明しようとしても、なかなかこうなのですよというところが理解されにくいので、常設展

示に入れてもらえないか、以上２点目としてお願いします。 

 ３点目、日高管内観光連携についてお伺いいたします。日高の広域観光について、日高シーニ

ックバイウエーも商工会連携で動き出そうとしています。日高山脈襟裳国定公園が国立公園とな

る見通しもある中で、観光について各町連携、日高広域推進協議会等の活発化で進むべきと思い

ますが、当町の考え方を伺います。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) 田畑議員からの御質問の大きな１点目、管内各町連携で水産被害

等の諸課題の解決をについて御答弁申し上げます。 

 本年９月20日に釧路市沿岸で初めて確認された赤潮は、その後十勝、日高沖へとその範囲を広

げ、北海道太平洋沿岸の広範囲にわたり発生し、地域漁業に甚大な被害をもたらしております。

北海道沿岸での赤潮発生は、これまでに前例がなく、また被害の甚大さや資源回復の見込みが立

たず、その影響も長期化することが懸念されており、漁業関係者や関係機関ではその対応に苦慮

している状況が続いております。 

 そのような状況の中、御質問の１点目、各町担当課が赤潮対策などで連携し、連動して国や道

への働きかけや国、道と協働しての実態調査活動が必要と思われるが、考えはにつきましては、
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赤潮による被害は当町のみならず、北海道太平洋沿岸の４振興局管内16市町に及んでおり、被害

実態も全容が解明されていないものの、今後漁業のみならず道内外への産業への影響が懸念され

ます。そのため関係する自治体はもとより、漁協や系統団体と情報の共有や連携を強固なものと

し、国や道に実績を訴えていくとともに、実態解明のための各種調査や対策事業などの取組を円

滑に進めるため、国や道とも連携を図っていかなければならないと考えております。 

 なお、これら取組の現状につきましては、日高管内では振興局が主体となり、振興局関係部署、

管内の６町３漁協のほか水産関係団体等で構成され、11月１日に設立されました日高振興局漁業

被害対策協議会を中心として、情報共有や意見交換、対策の検討を進めることで共通認識を図っ

ております。 

 次に、２点目の赤潮による直接、間接の被害を受けた漁業者、関係団体に対し、町としてどの

ように支援をされるのかにつきましては、赤潮被害は広範囲にわたっており、その全容把握も難

しい状況であるとともに国や道の対応方針が示されない中で、これまで漁協と共に支援策を模索、

検討してまいりました。当初赤潮の実態や被害の全容が把握できていない中での対策の検討に苦

慮していたため、まずは国や道の動向を見定め、その内容により当地区で必要な取組を検討する

ため、情報の収集、共有に努めることとしておりました。その後12月２日に水産庁から赤潮対策

に係る各種事業について概要が示されたことから、現在これらの内容を精査しております。なお、

当町としましても地域漁業関係者等の赤潮被害緩和のため、これら事業の活用や支援について引

き続き協議を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の各町担当者連携作業も必要に応じて対応を模索すべきではにつきましては、１

点目の答弁でも若干触れてございますが、日高振興局漁業被害対策協議会には本会の設置目的で

ある赤潮被害に対する各種取組を円滑に推進するため、日高振興局産業振興部長を幹事長とし、

振興局水産課のほか地域政策課や商工労働観光課、道総合研究機構栽培水産試験場が加わり、町

担当課長や漁協専務理事、水産関係機関の代表と共に構成員として幹事会が設けられております。

これらの構成員から得られる専門的な情報や知見は、今後有効な対策を講じる上で重要なものと

考えております。そのため、本幹事会を中心として構成員間で連携し、情報共有を図りながら協

議を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、４点目のデジタル顕微鏡を導入し、実態調査を道と各町が連携して調査、報告し、解明

に貢献する考えはないかにつきましては、日高振興局漁業被害対策協議会の設立に先立ち、本年

10月21日に開催されました漁業被害に係る現地連絡会議において平成13年７月に北海道が制定し

ました赤潮発生時における連絡体制についてが示され、これを基に日高管内の各関係機関の役割

や連絡体制について確認、周知が図られました。これらは、誤った情報の提供や拡散を防ぐため、

日高管内の統一ルールと捉えております。 

 御質問にございます赤潮プランクトンの同定や密度などの測定については、現在専門的な知見

を有している水産試験場が一括して担っており、得られた情報は道のホームページ等で公表され

ております。現時点においてこれらの体制で支障が生じていないことから、新たに地域独自で実

態調査を行うことはせず、現状の調査体制を維持すべきと考えております。 

 次に、５点目の被害認定と漁場の資源回復のための支援はどのように行われたかについてです

が、これまで台風や大雨などによる漁場への土砂流入などの被害は少なからずあったものと認識

しております。これらを災害として明確に認定することは難しいことから、これまで災害復旧事
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業として行ったことはございません。これらの事象が生じた場合にはその影響を考慮し、漁場の

保全や漁業資源回復の観点から行われる事業の実施を支援することで資源回復などに寄与すると

考えております。 

 次に、６点目の水生生物生息地図を国の力で作成すべきと思うが、いかがかについてですが、

漁場やそこに生息している生物の把握は水産資源の増加対策や管理、漁場整備などの沿岸海域の

開発のため重要な資料となることは十分考えられます。平成６年には静内地区における漁業基盤

整備開発構想を検討するため沿岸域の漁場調整等が実施され、漁業振興事業策定の一助となって

きましたが、今では状況の変化とともにそこに生息する水生生物の分布も変わってきていること

が推察されます。一方、ここ数年海洋環境を把握するための調査機器も進化してきており、現在

では海底300メートルまで潜水が可能な遠隔操縦ができる水中カメラや航空レーザー測量やマル

チビーム測深を活用した水深別の地形や地質の把握、ドローンで撮影した画像を用いて沿岸域の

海藻分布を把握する技術の実用化など、海洋での様々な試験研究が進められてきております。こ

のようなデータの活用はリアルタイムで把握することが効果的であるとの見解から、これらの試

験結果を注視していきたいと考えております。 

 最後に、７点目の大消費地やイベントでの消費拡大フェアの開催についてでございますが、赤

潮による風評被害やこれによる消費の減退は、地域漁業にとって大きく痛手となる可能性がござ

います。これらを考慮し、日高振興局では消費拡大の取組を模索、検討したいとの情報もござい

ます。当町としましても消費拡大に向けた取組も重要と認識しておりますので、必要に応じて日

高振興局漁業被害対策協議会幹事会で提案し、実施内容についても本幹事会などで協議し、広域

的な取組としていきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〔文化振興課参事 斉藤大朋君登壇〕 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 田畑議員から御質問の博物館連携を通じ、文化的観光交流者の

受入れをについて御答弁申し上げます。 

 １点目の北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を受けて、恵庭市や千歳市と連携し、縄

文文化の普及啓発を図る事業を企画する考えはないか、その場合民間のサポートは必要ないかで

すが、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を受けての各種事業は、北海道、青森県、岩

手県、秋田県と構成資産及び関連資産を所管する市町とで構成する縄文遺跡群世界遺産保存活用

整備協議会が進めており、新ひだか町博物館では当該協議会の構成員である北海道の求めに応じ

て本年10月13日から11月７日の間、北の縄文パネル展ｉｎ新ひだかを開催するなど、北海道・北

東北の縄文遺跡群の周知並びに縄文文化の普及啓発に係る取組に対して側面から支援していると

ころです。新ひだか町博物館としましては、今後も引き続き北海道ほか各主体の取組を下支えす

ることで、北海道・北東北の縄文遺跡群の周知並びに縄文文化の普及啓発に努めてまいる所存で

すので、縄文遺跡群世界遺産保存活用整備協議会など既存の組織、枠組みとは別に恵庭市や千歳

市と新たな組織を立ち上げて、独自に観光需要喚起策も含む事業を展開する考えはありませんこ

とを御理解願います。 

 ２点目の博物館の常設展示を変える際に、擦文文化を取り上げる考えはないかについてですが、

７世紀から13世紀の北海道や東北地方に認められる土器文化の担い手、擦文文化人は、アイヌ民

族の先祖と考えられていることから、博物館において北海道の歴史を遺跡出土品により解こうと
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するとき擦文文化の展示は欠かせないものですが、田畑議員御承知のとおり、当町の場合擦文文

化の遺跡が少ない上、資料も断片的で展示に堪えられないのが現状です。そのため現在の展示は、

北海道における縄文文化の研究上重要な発見がありました駒場７遺跡、ショップ遺跡、中野台地

Ａ遺跡、北海道指定史跡静内御殿山墳墓群、旭町１遺跡の出土品により北海道や日高地方の先史

文化の特色を伝える内容としております。現在のところ常設展示を変える予定はない上、資料の

制約から擦文文化を常設展示に加える考えはありませんが、擦文文化の展示については、さきに

述べましたとおり、必要と認識していることから、時期や形態等は未定ですが、実施を検討しま

すので、御理解願います。 

 以上、御答弁といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは、田畑議員から御質問の大きな項目の３点目、日

高管内観光連携について御答弁申し上げます。 

 日高管内の広域観光の取組としては、現在日高管内各町及び観光協会により構成される日高管

内観光連盟を中心に展開されており、昨年度はコロナ禍により各地のイベントなどが中止され、

日高を訪れていただく機会が減少したことを踏まえ、日高地域観光ＰＲショートムービーを作成

し、札幌地下歩行空間などの商業施設で本動画を放映するとともに、日高広域観光ガイドブック

の増刷、配付等を行っており、今年度も新たに作成した日高地域観光パンフレットの外国語版の

発行や北海道ひだかドライブマップの増刷などに取り組んでおります。また、高規格幹線道路日

高自動車道の延伸を機に日高の魅力をＰＲするため、管内各町をはじめ観光協会、その他各種団

体等により構成されている優駿日高道！！オールひだか魅力発信協議会においてもコロナ禍でイ

ベントや物産展への参加が困難な状況を踏まえ、日高地域の魅力や豊富な特産品を全国にＰＲす

るため、本年10月から12月にかけてオールひだか魅力発信オンライン物産展を実施するなど、コ

ロナ禍でも効果的に実施できる日高のＰＲ事業に取り組んでいるところでございます。 

 さらには、管内の商工会が中心になって、優れた景観を持つ道路をルートとして登録し、観光

や地域振興を図る国の施策であるシーニックバイウエー北海道に日高管内として登録を目指す取

組が本格的に始まっておりますし、環境省においては現在日高山脈襟裳地域の国立公園化を目指

し作業を進めており、早ければ来年12月にも国内で35番目となる国立公園がこの日高地域に誕生

する見込みであるなど、日高の観光は大きな転機を迎えつつあり、今後ますます広域的な観光推

進が重要になると思われます。そこで、日高山脈襟裳地域の国立公園化に当たっては、日高振興

局において十勝総合振興局と連携し、日高山脈襟裳国定公園の魅力をより多くの方々へ知っても

らうためＳＮＳを活用した写真投稿キャンペーンを本年８月から10月にかけて実施するなど、広

域的な取組も始まっているところでございます。 

 なお、令和３年１月に設立の日高広域連携推進協議会での管内７町の連携につきましては、人

口減少下においても住民生活上不可欠な基幹的行政サービスを維持、確保していくための取組を

共同で行い、将来の自治体運営に役立てることを目的に、北海道の広域連携加速化事業交付金を

活用して進めているものでございまして、観光振興を目的とした事業は対象外となっております

ことから当協議会において広域観光を直接的に取り上げることはできませんが、町としては日高

山脈襟裳地域の国立公園指定は、国内外から日高が注目される大きなチャンスでございますので、
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これまで以上に日高振興局、管内各町、さらには観光協会をはじめ多くの地域づくり団体等と連

携を深めながら、日高全体の観光振興に寄与してまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、ここで休憩取りたいのですが、よろしいですか。 

〇11番(田畑隆章君) 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 午後 ２時５４分 

                                            

再開 午後 ３時０６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。 

 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) １番と３番まとめて再質問させていただきたいと思います。ごめんなさい。

１の１、１の３について再質問させていただきたいと思います。 

 特に漁業者からの情報聴取は、原因が定かでない中、これはタコが死んだとかいなくなっただ

とかいろんなことが地形的な影響なのか、そういったことが微妙に影響して、我が町の漁業者か

らの聞き取りということが大変重要になっていると思います。北海道もホームページのほうで公

開しているのは、今後は深海における生物のへい死状況をより広く把握するため、へい死が発生

した時期や水深帯、海底状況などについて漁業関係者への聞き取りを進めますとおっしゃってい

ます。全ての漁業者から聞き取りを進めていくというのは大変なことではないかなと思っている

次第でございますけれども、こういったことに我が町として協力要請があった場合に積極的な対

応をお願いしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。先日我々の水産議連で講演してい

ただいた桜井教授は、20メーターの深さに影響するとおっしゃっておりましたけれども、実際に

網を入れてみると100メーター、200メーターのところのツブもへい死しているというようなこと

で、その場所によって全然違ってくる。これは、理論的にこうだからということでなくて、実際

に被害の出ているところをしっかりと調査する必要があると思って聞いております。 

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) 各種調査というところのその協力要請だとか各町との連携につい

てというところですが、こちらについては赤潮対策を進めるためには被害状況やその原因もそう

ですが、正確に把握することが対策を検討する上で重要であり、必要と考えております。そのた

め、道では漁業関係者へ聞き取りを検討していると当町のほうも聞いております。当初としまし

てもこの取組に対する協力要請がございましたら、各町はもとより漁協や漁業関係者と連携を図

りながら、積極的に対応してまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) そういうことでよろしくお願いしたいと思いますけれども、やっぱり支援

について不安になっている皆さんにいつ頃にはというようなことがお示しできないか、その辺ち

ょっと難しいとは思いますけれども、お聞きしたいと思いますが。 

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) 現在協議している事業に対する支援についてですが、事業の内容

にもよりますが、現時点ではなかなかお示しができないというところで、国のほうも閣議決定さ

れた中、今、国会のほうで予算審議されていると思いますが、その後その辺が詳しい情報が来次
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第、事業の内容の取組については当町としても検討していきたいというふうに考えております。

その実施時期についてもそういった形で明確にお知らせができるような状態でないのですが、現

在進めている協議や検討内容が具現化した場合においては、改めてお示しさせていただきたいと

思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) ④に移りますが、原因の解明や予測を道が積極的に行うということですの

で、デジタル顕微鏡も静内の水産普及センターにも配備される可能性もあるので、そういうふう

にお聞きしていますので、大きな心配はしていませんが、本来漁業もプランクトンをその次に大

きなやつが食べて、その次に大きなものが食べてというふうな食物連鎖環境の中にあるのだと思

います。これについて、取るだけからより詳しいその生態系の中でより科学的に確実に漁業が永

続的に行われる方法を探るためには、こういう調べ方というのですか、今までそれをなされてい

ない、水産庁等々にお任せということですけれども、地元からこの海がどうなっているのかとい

うことを知るためにはこういったものを導入したらよいのではないか。特に広尾の普及所に入っ

たのは30万円のデジタル顕微鏡だと聞いております。そんなに大きな額でもないので、できれば

こういったことを導入されたらいいかと思うのですけれども、もう一度その辺についてお聞きい

たします。 

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) デジタル顕微鏡の導入というようなところと思いますが、赤潮被

害対策につきましては、まずは地域漁業の回復を最優先に考えておりまして、壇上での答弁と重

複いたしますが、現時点では専門的な知見を有しています水産試験場が一括してそういった調査

を担っていただいております。そういった現体制で今現在支障がないので、そういったところに

ついては今現在考えておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 水産試験場のほうでホームページにアップされているというのは分かるの

ですけれども、急に調べなければならない、１日待たれないというような場面も想定されるやも

しれません。また、うちの漁協は３つの町が加盟している、３つの町の漁業関係者が入っている

組合ですので、当然その３町連携というのは密にしていかなければならないのですけれども、我

が町の職員さんはそちらのプロでもあるわけですけれども、ほかについてはなかなか難しいとも

お聞きしています。ですから、こういう科学的な顕微鏡をそろえてみるとかなんとかというのは、

我が町でしかできないかなと思っております。そして、赤潮のときもそうでしたけれども、えり

もが来た、様似が来た、浦河が来た、うちの場合はどうなのだ、どこからどこまでなのだという

ようなことも含めて、我々ももっと積極的にやる必要があるのでないかと思いますので、もう一

度そこのところ……同じですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、デジタル顕微鏡についての質問は何か同じことばかり言っている

のですけれども、角度変えて質問なんかできないのですか。答弁同じだと思うのですけれども。 

〇11番(田畑隆章君) これをやることによって、これを見せることによって、子どもたちが海に

興味を持ち、そして将来の漁業者を育てていくということでは大切なことだと思います。いかが

でしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 
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〇水産林務課長(水谷 貢君) 子どもたちへ海に対する関心を持ってもらうというところについ

ての取組についてなのですが、当町におきましてはそういった取組についてマリンビジョン協議

会の中で各小学校から依頼があれば、そういった水産や漁業者の協力をいただきながら出前授業

を行っております。そういったところでいろいろな各種事業、出前授業をやって、子どもたちに

そういった水産物だとか、実際に取った魚だとかタコだとかそういったものも授業の中でお見せ

して触らせたりとか、いろいろ工夫しながらやらせていただいておりますので、そういったとこ

ろで子どもたちには漁業や水産のほうに興味を持っていただきたいというふうに考えておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、通告した質問に関して質問してください。 

 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) ⑤と⑥一緒にお聞きします。農業なんかでも災害が起きたときには国が支

援してくれます。私も一般質問でお聞きしましたけれども、測量等々については自己負担だよと

いうようなことも、激甚災害以外はの話ですけれども、そういうふうに必ず地図というのが出て

きます。それから、林業でも林班図があって、ここにはどういう木がどういうふうに生えている

というようなことできているのが一般的です。ところが、漁業の海底の中の地図というのがどう

いうわけかできていなかった。岩礁図はあるのは知っていますけれども、藻場、水生生物がどう

いうふうに生息しているのかといった地図がないわけですから、これについては我が町だけでは

とてもそれはできないと思いますので、強力に道あるいは国に要望していただきたいと思います。

これは要望で終わらせていただきます。 

 その次、これについて何か…… 

〇議長(福嶋尚人君) 要望とおっしゃっているのだからいいでしょう。 

〇11番(田畑隆章君) では、７番目行きます。これも要望です。 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、すみませんけれども、要望でなく質問に切り替えてください。 

〇11番(田畑隆章君) 分かりました。 

 私の同級生は、そば打ちが高じてプロとなりました。町長も包丁研ぎを得意としているという

ふうにどこかで出ておりました。刺身とかすしとか海鮮丼だとか、そういう道のそういうときに

やっていただければ、これは漁業だけでなくて、例えばすしなんかは当然米の消費拡大につなが

るわけですから、こういったことをぜひぜひ進めていただきたいと思います。時間ですので、次

に移らせていただきます。 

 ２番目、博物館連携を通じ、文化的観光交流者の受入れについて、これについて再質問をさせ

ていただきます。実は、私10月22日に釧路にこの忙しいときに行ってきました。天候が悪かった

ので、１泊して、次の日釧路博物館に寄ったわけなのですけれども、朝早くだったですけれども、

バスが１台止まってぞろぞろと、こんな人と思ったのですけれども。皆さん関西弁でしたので、

関西から来たのだなと。要するに観光の質が変わってきたのだなと。今までは温泉だとかそうい

ったところに、風光明媚なところに行くのが博物館も観光客の行くターゲットになったのだなと

いうふうに見てまいりました。そういったときに世界遺産ができたわけなのですけれども、正直

言うとほかの自然遺産にしろ、文化遺産にしろ、見て非常に感動を覚えるものがあるのですけれ

ども、縄文の場合には遺跡というのが土の中にあったのをどう表現するかというので非常に苦し

んでいる中にあって、大事なのは博物館でどういうふうに展示されているのかということが大事
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になってきていると思います。そういった中で、縄文時代、都市も田舎もない時代に水銀朱等々

の顔料を使った漆塗りのくしが恵庭と、それから千歳と新ひだか町静内地区の御殿山で出ている。

これは、私高校のときにそのクラブに入っていたのですけれども、将来はどこでも出てくるもの

だろうと思っていた。ところが、やっぱりこの３地域というのは特別な地域なのかなと思ってい

るところなのですけれども、これから出てくるかもしれませんけれども、その文化を将来にこれ

を研究する人たちにとってとてもいい３か所になるのではないかと思っております。ここを連携

するか、しないかというのは別として、私の認識についてはこれでいいと思います。そんな価値

がない、あるいはこの価値についてちょっとお聞きしたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、町に対する政策に対する質問なので、田畑議員の…… 

〇11番(田畑隆章君) 政策について。 

〇議長(福嶋尚人君) 認識に対してどうかという質問しかされていないのです。 

 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) １つの町が単独でやるより、その連携の中で価値を生み出すことというの

があるのだと思います。これというのは、どうしても１つの町で進めるよりは関係する市町村で

行うのがいいのですけれども、ただし私よく分かります。相手方の市の理事者、あるいは議会等々

のことを考えると、なかなかそこは難しいなとは思うのですけれども、今現在それはできないに

しても、将来にわたって何とかそういった努力というのはされないか、そこのところを伺いたい

と思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 答弁できる範囲内で答弁してください。 

 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) ただいまの御質問ですが、地域間の連携による事業の実施とい

うことになろうかと思いますけれども、既に恵庭市郷土資料館と当館では博物館資料の相互貸借

によりましてそれぞれ特別展を実施しております。田畑議員の御質問の中にございました漆塗り

のくしが出た遺跡があるまち同士で、そこの遺跡から出土した資料を交換して展示するという中

身でございます。 

 また、埋蔵文化財の調査業務を通じまして千歳市埋蔵文化財センターにもお世話になっている

ところでございまして、こうしたこのたび御質問ございました新たな協議会を設立するまでもな

く、現在良好な協力関係が築かれておりますので、今後も引き続きそうした関係性の中で、もし

こういった事業の展開が必要になる、またできるような時期が来ましたら取組の検討をしたいと

考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 私たちもそういった意味では興味のある人たちがいるわけですから、そう

いったところで、変わった観光客になるかもしれませんけれども、こちらへの観光人口というか、

それを増やすために努力したいと思っております。そのときには協力していただければと思って

おります。 

 続きまして、日高の観光連携について質問させていただきます。日高の広域連携協議会は観光

事業を外しているということうでしたが、同じような名前で2013年、日高東部・十勝南部広域連

携推進協議会が発足しております。帯広商工会議所の会頭が会長に、浦河商工会議所の会頭が副

会長に選ばれて、十勝、日高の両振興局長と同協議会を構成する１市６町２村の首長が顧問に就
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任し、両地域の高規格道路建設促進期成会など４団体のトップが参与に就いたと。事業を運営す

る幹事会の代表幹事には帯広の川田章博副会頭を選出したという十勝毎日新聞の記事がありま

す。さすが十勝かなと思います。観光というのは、先ほど申しましたように総合力だと思います。

水産物の販売、魚とか、苫小牧は海鮮丼で盛り上がっているというようなことですけれども、水

産物の販売、そしてブランド化を図る大きな武器になるものだと、観光というものはそういうも

のだと思っております。それをする場合に、まず私たちのところの連携はどうなっているでしょ

うか。町が私たちの身近な組織、農協、漁協、軽農協、森林組合、そして商工会、そういうとこ

ろに観光協会を加えて特産品開発等観光を理解し、六次産業化や美しい環境保全に一丸となって

取り込む強力な触媒に町がならなければならないのではないかと考えています。町長は、産業団

体の組織連携の触媒になっていただけないでしょうか。これについてお聞きしたいと思います。

再度お聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 今町内の、あるいは管内の産業団体との連携というような

話だったと思うのですが、まちづくりにおいていろんな場面で各産業団体の連携というのは図ら

れているのかなと思います。特産品開発にしても当町の特産品開発の中には各産業団体の方にも

入って審査していただいている場面もございますし、それからいろんなイベントごとですとか大

きなまちでやるときには必ず参加をしていただいております。そういった中で、何か改めてまた

観光推進に当たって様々な産業団体に協力いただいて組織立てをするというようなことは今現状

で考えておりません。やはり日頃のいろんなそういう取組の中で風通しのよい関係性を築いてい

くというところが非常に重要だと思いますし、やはり今の観光についても目まぐるしくいろんな

状況が変わってきておりますので、それにおいては何か組織をつくってというところよりもいろ

いろな段階で常に情報交換を日頃図っていって、スピード感を持った対応できるというようなと

ころが重要なのではないかなというふうに考えておりますし、我々もそういったことを日々心が

けながらいろんな情報交換をさせていただいているというような状況にございますので、今後も

もちろん町内の各産業団体の皆様もそうですし、管内の各町観光協会等と、もちろん振興局と情

報交換とか共有、連携は強く図っていきたいというふうに考えておりますので、御理解を願いた

いと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 先ほどからお話ししているとおり、個々の産業を強くする、農業にしろ、

それから軽種馬にしろ、皆さんがほぼその総合力を高めていく、その観光に期待していると私は

思っております。その中心になっていただければと思いまして、私の質問は終わらせていただき

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。御異議ありませんか。 

〔｢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。 

 よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 
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        ◎延会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 本日はこれで延会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

 (午後 ３時３２分) 


