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    ◎開会の宣告 

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。11番、川合君から、一身上の都合により本日午前中の定例会を

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。また、川端副議長におかれましては、

元静内町議会議員の故加地正孝氏の告別式に参列するため、本日午前中の定例会を欠席いたしま

すので、御了承ください。 

 ただいまの出席議員数は14名です。定足数に達していますので、令和４年第６回新ひだか町議

会定例会を開会いたします。 

(午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

 なお、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、議場内及び発言時におけるマスクの着

用を認めることといたします。 

                                            

    ◎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、12番、阿部君、13番、建部君を指名

いたします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月16日までの４日間にしたいと思います。

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、本定例会の会期は本日から９月16日までの４日間に決定いたしました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) おはようございます。お手元に配付してございます行政報告の資料に基づ

きまして御報告をさせていただきます。 

 まず、１ページ目でございますが、初めに｢１．新型コロナウイルス感染症に関する対応につい

て｣でございます。 
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 １つ目でございますが、町職員におきます新型コロナウイルス感染症の感染状況につきまして

御報告をさせていただきます。記載のとおり、７月28日から８月30日までの間に職員18名の新型

コロナウイルス感染症の感染が確認されてございます。職員の感染が確認されたことに伴いまし

て、保健所の指導の下、濃厚接触者などの確認を進めた結果、来庁者に濃厚接触者はおりません

でしたが、他の職員に濃厚接触者を特定し、自宅での健康観察を実施いたしました。今後におき

ましても感染防止対策に努めまして、町広報紙をはじめ、ホームページ、フェイスブック、ツイ

ッターなどのＳＮＳの活用をしながら啓発に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種状況についてでございます。資料一番後ろ

を１枚逆にめくっていただきますと、23ページでございますが、接種状況につきまして表として

記載させていただいております。この数字でございますが、９月６日現在の数字を記載してござ

います。１回目の接種を終えた方、これは１万7,563名の方が終わってございまして、率にいたし

まして約90％、９割の方が１回目を接種してございます。２回目につきましてもほぼ同様の数字

となってございます。３回目の接種者の状況でございますが、数で申しますと１万5,511名という

ことで、率にいたしまして約８割の方となってございます。また、６月より追加接種が開始とな

りました４回目の接種についてでございますが、下の小さな表に記載してございますとおり、接

種を終えた方は7,094人、そのうち60歳以上の方の接種率でございますが、約８割となってござい

ます。今後も対象者の方に随時接種券を発送いたしまして、医療機関などの方々の御協力をいた

だきながら接種を進めていくと考えてございます。 

 資料戻っていただきまして、２ページです。｢２．大雨による被害状況について｣でございます。

２ページの表は、６月28日からの大雨による被害状況でございます。３ページ上段でございます

が、この被害状況につきましては８月11日からの大雨の状況でございます。中段から下にかけま

して③のところでございますけれども、これにつきましては８月16日の大雨に係る被害状況でご

ざいます。８月16日のものにつきましてはまだ調査中でございますので、これから刻々と数字が

変わっていくと考えてございます。 

 資料をめくっていただきまして、５ページです。｢３．工事の仮契約について｣でございますが、

記載のとおり４件の工事に係る入札を行いまして、仮契約を締結しております。この詳細につき

ましては、資料の８ページから９ページ上段にかけまして記載してございます。 

 次に、｢４．工事に係る入札の執行について｣でございます。５ページの４のところでございま

すが、５ページから次のページにかけまして16件の工事に係る入札を行いました。これらにつき

ます詳細につきましても９ページから17ページの資料のとおりでございます。 

 次に、７ページでございますが、これに関しましては｢５．委託業務に係る入札の執行について｣

でございます。合計11件の委託業務の入札を行ってございます。この詳細につきましても17ペー

ジから22ページに記載しているとおりでございます。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。 

 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

                                            

    ◎報告第１号の報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、｢報告第１号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づ
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く健全化判断比率及び資金不足比率について｣を議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 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) おはようございます。報告第１号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてでございまして、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定により、令和３年度新ひだか町

の健全化判断比率及び資金不足比率について、次のとおり監査委員の意見をつけて報告するもの

でございます。 

 統一的な指標を用いて財政状況を明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応

を行うための健全化法に基づき、監査委員による審査、議会報告、住民への公表が義務づけられ

ていることから、監査委員の審査を受けまして審査意見が提出されましたので、議会へ報告する

ものでございます。 

 それでは、比率について御説明いたします。①の健全化判断比率でございますが、実質赤字比

率は一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、連結実質赤字比率は全会計を

対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、実質公債費比率は一般会計等が負担する元利

償還金等の標準財政規模に対する比率の３か年平均の比率、将来負担比率は一般会計等が将来負

担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率でございますが、４つの指標のいずれかが早

期健全化基準以上である場合には公表した年度の末日までに財政健全化計画を定めなければなら

ず、また３つの指標のいずれかが財政再生基準以上である場合は公表した年度の末日までに財政

再生計画を定めなければなりませんが、本町においてはいずれの指標も基準以下となってござい

ます。 

 次に、②の資金不足比率でございますが、こちらは公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に

対する比率でございまして、この指標が経営健全化基準以上である場合は経営健全化計画を定め

なければなりませんが、健全化判断比率と同様、本町においては基準以下となってございます。 

 なお、下水道事業特別会計については、｢公営企業法｣の適用による打切り決算により不足額を

一次借入金により整理し、新しい会計へ引き継いだこと、また｢健全化法施行規則｣に規定する解

消可能資金不足額が含まれており、これらを控除することになっていることから、資金不足比率

がないものとなってございます。病院事業会計にあっては、平成29年度までは算定比率なしとな

っていましたが、平成30年度決算以降において資金不足額が増えたことにより、算定比率が平成

30年度で14.2％、令和元年度で13.2％、令和２年度で9.7％、令和３年度では0.9％となり、経営

健全化基準の20％を下回っているものの、一般会計からの補助金により比率が下回っていること

から、経営状況の改善が図られているわけではなく、早急に抜本的な経営の見直しを進める必要

がございます。 

 次のページ以降に監査委員の審査意見を添付しておりますが、説明は省略させていただきます

ので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 以上、報告第１号の説明といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 本件は報告事項でありますので、以上で報告第１号を終わります。 
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    ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、｢議案第１号 新ひだか町農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについて｣を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第１号につきまして御説明を申し上げます。 

 議案第１号でございますが、新ひだか町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについ

てでございまして、農業委員の定数につきましては新ひだか町農業委員会委員等の定数に関する

条例第２条の規定によりまして10名とされておりますが、現在２名の欠員が生じておりますこと

から、新ひだか町農業委員会委員に次の方を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 今回任命をしようとする方は、お一人目でございますが、現住所は日高郡新ひだか町三石美野

和341番地の５にお住まいの前田宗将氏でございます。生年月日は昭和46年７月29日でございまし

て、年齢は51歳、職業は農業でございます。 

 ２人目でございますが、現住所、日高郡新ひだか町静内東別480番地の39、お名前は佐々木知彦

氏でございまして、生年月日は昭和56年５月22日、年齢は41歳でございます。職業は同じく農業

でございます。 

 なお、今回任命されますと任期は任命した日から前任者の残任期間であります令和６年７月

19日までとなります。 

 次のページには略歴を添付してございますので、御参照いただければと存じます。 

 以上で議案第１号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 本案については、人事案件でありますので、議会運営基準により質疑、討論を省略したいと思

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、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 これから｢議案第１号 新ひだか町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて｣を

採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、これに同意することに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、議案第１号は、同意することに決定いたしました。 

                                            

    ◎議案第２号及び議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、「議案第２号 工事請負契約締結について(総合ケアセンター大

規模改修工事(陸屋根防水改修))」及び「議案第３号 工事請負契約締結について(総合ケアセン

ター大規模改修工事(空気調和設備改修))｣の２件を一括議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 中島健康推進課長。 

〔健康推進課長 中島健治君登壇〕 

〇健康推進課長(中島健治君) おはようございます。ただいま上程されました議案第２号及び第

３号について続けて御説明申し上げます。 

 議案第２号は、工事請負契約締結についてでございます。総合ケアセンター大規模改修工事(陸

屋根防水改修)の請負契約を締結するに当たり、予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産又

は処分に関する条例第２条に規定する5,000万円以上のものとなりましたので、地方自治法第96条

第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでありまして、次のとおり工事の請負契約を

締結しようとするものでございます。 

 契約の目的は、総合ケアセンター大規模改修工事(陸屋根防水改修)。契約の方法は、条件付一

般競争入札。契約金額は１億1,308万円、うち消費税及び地方消費税の額は1,028万円。契約の相

手方は出口・酒井特定建設工事共同企業体でありまして、代表者は日高郡新ひだか町静内本町３

丁目３番５号、株式会社出口組代表取締役、出口直沖、構成員は日高郡新ひだか町三石東蓬莱10番

地の５、酒井建設株式会社代表取締役、酒井芳宏でございます。 

 １枚おめくりいただき、次のページを御覧ください。議案第２号参考資料１、契約書(案)でご

ざいます。工事名は総合ケアセンター大規模改修工事(陸屋根防水改修)、工事場所は新ひだか町

静内緑町地内、工期は着工が契約の日から、完成は令和４年12月23日まで、請負代金額は令和４

年８月18日締結の建設工事請負契約の締結に関する契約書に記載の金額で、契約保証金は新ひだ

か町財務規則第145条第３号の規定に該当し、免除となっております。 

 １枚おめくりください。次のページ以降、議案第２号参考資料２、３、４につきましては施工

部分を示した配置図及び２階、３階の平面詳細図を記載しております。 

 以上で議案第２号、工事請負契約締結の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第３号について御説明申し上げます。議案第３号は、同じく工事請負契約締

結についてでございます。総合ケアセンター大規模改修工事(空気調和設備改修)の請負契約を締

結するに当たり、予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産又は処分に関する条例第２条に

規定する5,000万円以上のものとなりましたので、地方自治法第96条第１項第５号の規定により議

会の議決を求めるものでありまして、次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものでござ

います。 

 契約の目的は、総合ケアセンター大規模改修工事(空気調和設備改修)。契約の方法は、条件付

一般競争入札。契約金額は２億2,220万円、うち消費税及び地方消費税の額は2,020万円。契約の

相手方は、日高郡新ひだか町静内駒場６番８号、株式会社道南代表取締役、森雄治でございます。 

 １枚おめくりいただき、次のページを御覧ください。議案第３号参考資料１、契約書(案)でご

ざいます。工事名は総合ケアセンター大規模改修工事(空気調和設備改修)、工事場所は新ひだか

町静内緑町地内、工期は着工が契約の日から、完成は令和５年11月30日まで、請負代金額は令和

４年８月19日締結の建設工事請負契約の締結に関する契約書に記載の金額で、契約保証金は金融

機関などによる保証の額となっております。 

 １枚おめくりください。次のページ以降の議案第３号参考資料２から６につきましては、施工

部分を示した配置図及び空調機械室等平面詳細図を記載しております。今回のこの改修工事では、
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経年劣化による空調機器の更新が５か所、エアコンの新設を13か所ほど実施する工事概要となっ

ております。 

 以上、議案第３号、工事請負契約締結の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

〔｢異議あり｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めましたので、これで質疑を終結しますと宣言しております

ので、御了解ください。 

 議案第２号及び議案第３号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第２号 工事請負契約締結ついて(総合ケアセンター大規模改修工事(陸屋根防水

改修)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに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、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 工事請負契約締結ついて(総合ケアセンター大規模改修工事(空気調和設備

改修)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに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、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。ただいま地震がありましたので、その確認のため暫時休憩いたします。

そのままお待ちください。 

休憩 午前 ９時５３分 

                                            

再開 午前 ９時５７分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、先ほどの地震について柴田総務部長から説明があります。 

 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 休憩いただきまして失礼いたしました。 

 ただいまの地震について状況を確認いたしました。新ひだか町の詳細震度はまだ明確に押さえ

ておりませんが、日高東部で震度３ということで、それ以下なのかなという状況でございます。

なお、津波については心配ないということで既に発表になっておりますので、御報告申し上げま

す。 

                                            

    ◎議案第４号及び議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、｢議案第４号 工事請負契約締結について(静内柏台団地公営住

宅等建設建築工事その１)｣及び｢議案第５号 工事請負契約締結について(静内柏台団地公営住宅

等建設建築工事その２)｣の２件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 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。ただいま上程されました議案第４号及び議案第

５号を一括して説明させていただきます。 

 議案第４号及び議案第５号は、静内柏台団地公営住宅等建設建築工事請負契約締結についてで

ございます。 

 最初に、議案第４号から２枚おめくりいただき、参考資料２をお開きください。参考資料２は、

共通の資料となりますが、工事の全体計画図になります。図面中央の白抜きでＲ４と表示されて

いる箇所が今年度の建設場所でありまして、柏台団地をほぼ東西に横切る町道柏台中央線の北側

になり、南北方向に並行しております町道柏台１条通線と２条通線の間の位置になります。 

 １枚おめくりいただき、参考資料３をお開きください。全体配置図となっております。横３列

の一番上が建築工事その１で、議案第４号に係る１棟６戸、その下側が建築工事その２で、議案

第５号に係る１棟４戸でありまして、いずれも基礎形式はＨ型ＰＣぐいによるくい基礎となって

おります。以上２工区で２棟10戸を建設しようとするものであります。これらの建設工事の予定

価格がそれぞれ5,000万円以上でありますことから、工事請負契約について議会の議決を得ようと

するものでございます。 

 それでは、３枚おめくりいただき、議案第４号をお開きください。議案第４号は、次のとおり

工事の請負契約を締結しようとするものであります。 

 契約の目的は、静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その１。契約の方法は、条件付一般競争

入札です。契約の金額は１億1,242万円で、うち消費税及び地方消費税の額は1,022万円となって

おります。契約の相手方は真下・富岡特定建設共同企業体、代表者は日高郡新ひだか町静内青柳

町３丁目５番10号、真下建設株式会社代表取締役社長、真下明、構成員は日高郡新ひだか町静内

青柳町１丁目１番７号、株式会社富岡組代表取締役、両満富雄です。なお、出資割合は真下建設

70％、富岡組30％となっております。 

 次のページをお開きください。議案第４号の参考資料１、契約書(案)です。工事名は静内柏台

団地公営住宅等建設建築工事その１、工事場所は新ひだか町静内柏台地内、工期につきましては

契約の日から令和５年２月28日までとなっております。請負代金は令和４年８月18日締結の建設

工事請負契約の締結に関する契約書に記載の金額、契約保証金は免除としております。 

 ３枚おめくりいただき、参考資料４をお開きください。参考資料４は、平面図と立面図です。

図面を横にして御覧ください。上の図は平面図で、木造平家建て１棟６戸、建築面積445.18平方

メートル、間取りは全て２ＬＤＫとなっておりまして、それぞれの間口の左側にオイルタンクの

置場、左側には駐車場を配置し、駐車場の地先が玄関となっており、南側となる図面下方の通路

からの出入口となっておりますが、外構工事につきましては２工区とも来年度完成予定でござい

ます。下の図は立面図で、外壁はカラーガルバリウム鋼板及び防火サイディングが主体となって

おり、屋根についてもカラーガルバリウム鋼板を使用するものでございます。 
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 以上、第４号についての説明とさせていただきます。 

 引き続き議案第５号の説明をさせていただきますので、１枚おめくりください。議案第５号は、

次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものであります。 

 契約の目的は、静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その２。契約の方法は、条件付一般競争

入札です。契約の金額は8,030万円で、うち消費税及び地方消費税の額は730万円となっておりま

す。契約の相手方は藤沢・伊藤特定建設工事共同企業体、代表者は日高郡新ひだか町静内御幸町

４丁目１番11号、株式会社藤沢組代表取締役、藤沢和徳、構成員は日高郡新ひだか町静内旭町１

丁目２番１号、株式会社伊藤組代表取締役、伊藤重廣。なお、出資割合は藤沢組60％、伊藤組40％

となっております。 

 次のページをお開きください。議案第５号の参考資料１、契約書(案)です。工事名は静内柏台

団地公営住宅等建設建築工事その２、そのほかは記載のとおりで、議案第４号と同様となってお

ります。 

 １枚おめくりいただき、参考資料４をお開きください。参考資料４は平面図と立面図で、図面

を横にして御覧ください。上の図は平面図で、木造平家建て１棟４戸、建築面積296.97平方メー

トル、間取りは全て２ＬＤＫとなっておりまして、それぞれの間口の右側にオイルタンク置場、

左側には駐車場を配置し、駐車場の地先が玄関となっており、北側となる図面上方の通路からの

出入口となってございます。下の図は立面図で、外壁等の仕様は議案第４号と同様となっており

ますので、説明を省略させていただきます。 

 以上、議案第４号及び議案第５号について一括して説明させていただきました。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。議案第４号及び議案第５号に対して討論の通告がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これから｢議案第４号 工事請負契約締結ついて(静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その

１)｣を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに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、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、｢議案第５号 工事請負契約締結ついて(静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その２)｣

を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに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、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 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０７分 
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再開 午前１０時０９分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、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。 

 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｢廃線後のＪＲ日高線について｣質問をさせて

いただきます。 

 ＪＲ日高線は、長年にわたり地域に根づき、重要な移動手段として役割を果たしてきましたが、

令和３年３月31日をもって苫小牧から鵡川の区間を残し、廃線となり、その後の４月からは代替

路線バスが走り、今日に至っております。 

 そこで、まず廃線となる大きな要因となった｢2015年の高波等による被災箇所の復旧状況につい

て｣お聞きをいたします。2015年１月に猛烈に発達した低気圧が北海道を直撃し、これに伴う高波

による土砂流出の影響で鵡川様似間が不通となりました。被災箇所の復旧にはＪＲも対応に苦慮

しておりましたけれども、廃線となった今はその復旧事業主体はどこなのかをお聞きいたします。 

 また、新冠町大狩部では同年９月に台風17号の影響でさらなる今度は路盤流出が発生をいたし

ました。隣町のことではありますけれども、特に漁業での影響が我が町にも懸念されることです

ので、この新冠町大狩部の路盤流出での復旧状況についてもお聞きをいたします。 

 次に、ＪＲからの支援金の活用についてお聞きをいたします。廃線に至る経過で様々な協議が

行われ、紆余曲折はあったものの、ＪＲからの主にバス運行に係る支援金が決定されています。

そこで、バス運行に対する支援金の入金、分配、使途の状況をお聞きいたします。 

 さらに、バス運行も約１年半が経過しておりますので、今後の改善点などをどのように認識し、

対応されようとしているのかもお聞きいたします。 

 このＪＲからの支援金には地域振興のためのまちづくり支援分もありますので、同様に入金、

分配、使途の状況をお聞きいたします。特にお聞きしたいのは、今後の活用計画です。我が町に

おいて具体的な活用計画があれば、お答えいただきたいと思います。 

 次に、｢設備の撤去について｣お聞きをいたします。廃線後、この設備の撤去はあまり進んでい

ないと感じております。一部の踏切ではレールを撤去し、アスファルトを敷いていますが、ほぼ

１年半前と同じだと感じております。そこで、駅舎、レール、踏切などの撤去はどこが主体とな

って行うのか。また、その具体的な計画はあるのか。さらには、その計画には新ひだか町として

町はどのように関わっているのかをお聞きをいたします。 

 最後に、｢跡地の利活用について｣お聞きをいたします。全国的には全国各地で様々な利活用が

されている事例がありますが、旧日高線にはいまだに具体的な活用プランが出てきていないと感

じております。そこで、各種団体や個人からのアイデアの公募状況と新ひだか町にはどのような

利活用計画があるのかをお聞きいたします。 
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 以上、１回目の質問とさせていただきます。御答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 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) 池田議員からの御質問の大きな項目の１点目、｢2015年の高波等による

被災箇所の復旧状況について｣御答弁申し上げます。 

 最初に、廃線後の復旧事業主体についてですが、2015年の高波などにより被災を受けたＪＲ北

海道が所有し、管理しております護岸につきましては、ＪＲ北海道からの拠出金を原資として北

海道が事業主体となり、必要な補修工事が進められております。工事後の護岸の管理につきまし

ては、護岸背後地に人家などの保全対象がある場合には北海道が新たに海岸保全区域の指定を行

い、ＪＲ北海道から護岸施設などを引き継ぎ、北海道が護岸管理を行う予定となっており、その

他の区間につきましてはＪＲ北海道が引き続き護岸管理を行うものと伺っております。新ひだか

町内におきましては、令和８年度着手を目標として静内駒場地区の株式会社道南の社屋前の海岸

から新冠町に向かって717メートルの区域について護岸の補修工事を予定しており、補修工事完了

後に市街地側の417メートルを海岸保全区域に指定して、北海道が維持管理を行い、新冠町側の

300メートルはＪＲ北海道が引き続き維持管理を行う予定と伺っております。 

 次に、大狩部地区の復旧工事の状況でございますが、既設ＪＲ護岸背後に二重矢板護岸を施工

し、漁業などヘの影響を最小限にとどめるために土砂流出防止対策を実施する計画でありまして、

計画工事延長は962メートルで、令和４年度から着手する予定となっており、工事延長107.6メー

トル施工する予定であると伺っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〔企画課長 樋爪 旬君登壇〕 

〇企画課長(樋爪 旬君) 私からは池田議員からの御質問の２点目から４点目について御答弁申

し上げます。 

 まず、２点目の｢ＪＲからの支援金の活用について｣でございますが、昨年４月１日からのバス

転換に際し、ＪＲ北海道から日高管内７町に対して支払うことで合意した拠出金25億5,500万円の

うち、地域振興分として配分される５億円を除く20億5,500万円につきましては、ＪＲ北海道側の

資金事情等もあり、令和３年度から令和５年度までの３分割により受け取ることで協議が調って

いるところでありまして、令和３年度は７億3,500万円、令和４年度は６億6,000万円、令和５年

度は６億6,000万円支払われることになっており、現時点で令和３年度と令和４年度分合わせて

13億9,500万円が入金済みとなっております。この20億5,500万円につきましては、各町で分配す

るのではなく、代表町である新ひだか町が一括で受領し、日高線代替交通確保対策基金で管理し、

そこから毎年度必要な分を取り崩し、交付金として７町で組織する日高地域広域公共交通確保対

策協議会に交付します。当該７町協議会では、毎年度交付を受け、不用額は返還する単年度精算

としています。 

 交付金の使途でございますが、大きく分けてバス運行に係る準備経費とバス運行の赤字補填の

２つであり、令和３年度においてはバス停留所標識のリニューアルやバス車両５台の購入経費な

どの準備費用として１億8,294万円、運行赤字の補填として1,983万円を道南バスとＪＲ北海道バ

スの２者に対し補助しております。なお、赤字補填については、国庫補助制度上10月から９月を

１年間としていることから、令和３年度は４月から９月までの半年分を補填しております。令和
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４年度は、バス６台の購入費やＩＣシステム等の設備に係る経費として約３億円、赤字補填分と

して4,000万円ほどを予算を見ているところでございます。ですので、20億5,500万円のうち、令

和３年度は約２億円、令和４年度は約３億円で、合計５億円を使うことになりますが、バス車両

につきましては海岸線を走るため、今後10年後に大規模な修繕を予定しており、令和５年度以降

はしばらく赤字補填が支出の中心になる予定でございます。 

 次に、バス運行の今後の改善点ですが、初年度の令和３年度の状況としては年間の赤字補填上

限額4,000万円に対し、ペース的には年間5,500万円程度に達する勢いでありますので、非常に厳

しい船出であると言わざるを得ない状況にありますが、今後コロナ禍から脱出することで改善を

期待できる面もありますので、地道にバス利用の促進策を講じながら、地域に必要な移動の足を

守るため、管内７町で力を合わせて取り組んでまいりたいと考えております。具体的な改善に向

けた取組としましては、バスの運行に係るアンケートを実施し、地域住民の意見をダイヤ等に反

映することや利用促進を図るため、フォトコンテストやバスポスターの作成、子ども向けのバス

の乗り方教室などを７町連携で実施しているところでございます。 

 次に、まちづくり支援分の状況についてですが、ＪＲ北海道からの５億円のうち、新ひだか町

は１億224万円の交付を受けており、令和３年度に各町に分配済みとなっております。配分のルー

ルについては、協議会において協議、決定し、均等割が25％、財政割が25％、鉄道割が50％で配

分しております。鉄道割については、鉄道駅があった町となかった町では廃線に伴うまちづくり

への影響が異なるとの認識から、平取町とえりも町の２町を除く鉄道駅のあった５町に配分を行

っております。使途につきましては、さきの６月補正予算で計上しました三石海浜公園のセンタ

ーハウス配管設備更新事業の財源として670万円を充当しております。残りの約9,500万円の使い

道については、ターミナル整備など静内駅舎の改修をはじめ、地域振興となるよう活用事業を検

討していく考えでございます。 

 次に、３点目の｢設備の撤去について｣の御質問ですが、踏切を除く駅舎、レール等のＪＲ資産

については、利活用の検討中であることもあり、ＪＲ北海道と譲渡等に関する協議が調っており

ませんので、現状はＪＲ北海道の資産であります。今後町が取得した場合は町が主体となり、そ

のほかについては引き続きＪＲ北海道が主体となると考えております。また、町内の踏切は現在

38か所あり、ＪＲからの撤去負担金や国の社会資本整備事業交付金を活用し、町が撤去及び改良

を予定している踏切は33か所あり、残り５か所のうち３か所は道道で北海道が撤去し、２か所に

ついては車両の通行がなく、撤去の必要性がない踏切と判断しております。町が撤去及び改良を

予定している踏切33か所のうち、22か所につきましては今年度に実施する予定で、残りの11か所

につきましては次年度に実施する予定です。 

 次に、４点目の｢跡地の利活用について｣、アイデアの公募状況の御質問ですが、新ひだか町と

しては利活用について一般公募はしておりませんが、静内高校のほか、大学などから提案はいた

だいております。 

 町としての利活用計画についてですが、静内駅舎については現在取得に向けＪＲ北海道と協議

を進めているところでございまして、その活用方法としては昨年の12月に静内高校の生徒さんか

ら受けたプレゼンテーションの内容などを参考に現在利活用に関する具体的なプランをまとめて

いるところであり、今年度中には方向性を出したいと考えております。また、線路跡地やそのほ

かのＪＲの施設の活用策についても静内駅舎の利活用と並行して検討を進めていきたいと考えて



 － 12 － 

おります。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田くん、ここで休憩したいのですけれども、よろしいでしょうか。 

〇14番(池田一也君) 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２４分 

                                            

再開 午前１０時３５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) 一通り１回目の質問に対する答弁をいただきましたので、これからは再質

問させていただきます。 

 それで、日高線を廃線するか否か、別な方法があるか、いろいろ当時から、当時は７つの町の

町長がいろいろな話合いを重ねて、その模様をこの新ひだか町議会においても全員協議会の場を

セッティングして説明を受けていた。その中で議員側からもいろいろな質問なり意見なりを出さ

せていただいて、本当に紆余曲折なことがありましたけれども、最終的には廃線となったと、そ

のように認識をしております。 

 そういう全員協議会の中での話なのですけれども、まずは大狩部の復旧についてお聞きをして

おきたいのですけれども、大狩部の復旧というのは新ひだか町にも影響がある。それはどのよう

にして復旧するのだといったときには、当時はまだＪＲのものですからみたいな話で、その沖合

のところなので、ＪＲがという話が続いていたかと思います。翌年か翌々年になるかとは思うの

ですけれども、ＪＲの担当者から大狩部に限っていうと被災箇所は５か所あるのだということが

ありました。１か所はすぐ工事車両も入れるのですけれども、あとの４か所はなかなか車両が入

れずに手つかずのままなのですというお話がありました。そこで、お聞きをしたいのは、先ほど

来大狩部のお話も令和４年度着手するのだと言っておられましたけれども、大狩部の５か所ある

という被災箇所、これが全て令和４年度に着手できるということになるのでしょうか、教えてい

ただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) ５か所の復旧状況についてお答えしたいと思います。 

 多分ＪＲの社員が申し上げた５か所というのが大狩部だけではなくて、日高線の鵡川から静内

駅までの間の５か所だと認識してございます。苫小牧側から順番に地区名を申し上げますと、日

高町の富川地区、それから日高町の豊郷地区、新冠町の大狩部地区、新冠町の高江地区、そして

新ひだか町の駒場地区の５か所と伺っております。令和３年度にその５か所について北海道が現

地調査を行っておりまして、そのうち日高町の豊郷地区の被害が非常に多かったということで、

令和３年度中に豊郷地区の復旧工事に着手をされております。その後、先ほど壇上でも答弁申し

上げましたとおり、令和４年度から新冠町の大狩部地区に着手する見込みとなっておるのですが、

工事がＪＲの拠出金を原資として実施されますことから、それぞれの地区の工法及び工事費につ

いては北海道とＪＲが協議をして、ＪＲの承諾を得ながら工事が進められていくということで、

そのほかの地区につきましてはＪＲと、それから各関係者との協議が調い次第実施されていくと
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伺っております。新ひだか町の駒場地区につきましては、壇上でも御答弁させていただいたとお

り、令和８年度着手を目標にしていると北海道から伺っております。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 今の答弁聞いていると遅いなというのが率直な感想です。豊郷が令和３年

度、昨年度着工したと、一番我が町にも影響のある大狩部が今年度やっと着工と、一番身近な駒

場に関しては令和８年度だという答弁でした。ですから、ＪＲの都合もあっての話だというのは

もちろん理解はしているのですけれども、町としてもうちょっとというか、さらに着工を早める

というか、予算がつけばすぐ着工できるものなのか、そこら辺も分かりません。そこら辺も含め

てもう少し早くこの復旧ができるような手だてを町として講じるべきではないかと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) この件につきましては、関係する市町村と、それからＪＲと、それか

ら北海道と３者で協議をしているところでございまして、そのときには北海道及びＪＲに対する

総規着手ということで要望しているところでございます。今後特に町に関係してきます駒場につ

いてですが、工法等が決定次第またお知らせをいただくことになっておりますので、再度機会が

あるごとに要望をしていきたいと思いますので、御理解をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 繰り返しまたそこに災害が起きる可能性は高いと思うものですから、低気

圧だ、台風だ来たときには。なるべく着工を急ぐような手だてをしていただけたらなと思ってお

ります。 

 次に、支援金についての質問に移らせていただきます。拠出金が25億5,500万円と。それで、ま

ず確認しておきたいのは、その中に地域振興分５億円が含まれていると、私通告にも書きました

けれども、まちづくり支援分という形で名前が変わったというか、意味は同じだと思うのです。

ですから、地域振興分という言葉が出てきたり、まちづくり支援分という言葉が出てきたりして

ちょっと紛らわしいので、地域振興分と以前言われていた、それがイコール今はまちづくり支援

分ということなのだということなのかをはっきりしておきたいのです。答弁は次の答弁のときで

構わないのですけれども、その上でこの20億5,500万円、これが全員協議会のときに、７町を代表

して、代表と言うのか分からないけれども、新ひだか町が一括受領すると、そのときに議員の皆

さんから出た疑念といいますか、１つの町で７つの町のお金を管理して大丈夫なのかと、管理は

ちゃんとできるのかと、それによる不都合はないのかだとか、多々心配される意見があったと思

います。実際これを基金に積んで運用というか、使っていく中で、心配されていた事例がなく、

しっかりとした管理をされているのかをお聞きいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) ７町分の支援金を一括で新ひだか町が受領し、基金で管理することに

ついて本町に不都合がないかというところで、まず前段の支援金の名称なのですけれども、地域

振興分としてまちづくり支援金としていただくということになるかと思います。そして、本町に

不都合がないのかということにつきましては、北海道にも確認しておりまして、本町の基金が増

えることについてのペナルティーはないということ、それから会計上の問題はないということで
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確認をしておりますので、現在においても不都合はないと考えております。 

 また、基金の適正管理なのですけれども、令和３年の８月に７町で支援金の管理に関する協定

を締結してございます。基金の積立ての項目で、支援金は新ひだか町が一括して受領する。それ

から、新ひだか町は支援金を基金に積立てし、運用すること、もう一つは基金の運用から生じる

収益は全て支援金に属する現金として基金に繰り入れると、そういうことを取り決めしておりま

して、本基金につきましても他の基金と同様に適正に管理できるものと考えておりますので、心

配な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) 分かりました。それで、支援金の部分の20億5,500万円です。これ去年の３

月だったと認識しているのですけれども、20億5,500万円、これをバスの部分に使うのだと。これ

は18年間に係るものだと、そのときの答弁は18年間で16億円から17億円使う予定だと、見込んで

いるというのですか、となっておりましたけれども、先ほどの答弁でいいますと4,000万円の当初

予算を見ていて、でも実際は5,500万円の赤字となるようだと。そういう中で私が聞きたいのは、

18年間で16億円から17億円使うというところが今でも大丈夫なのか。もっと言えば20億円で足り

るのかというところを心配をするのですけれども、今後の見通しについてどのようにお考えでし

ょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 仮に年間5,500万円、実績として近くなるような赤字で推移した場合、

18年で約18億円から19億円になる見込みでございます。ただ、５年、10年先のことを現段階で見

通しを立てるということは非常に困難でありまして、人口減少、それから長引くコロナ禍、それ

から燃油費の高騰などもございますので、そういった経費がかさめばさらに赤字が増えるという

ことが十分に考えられると考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 心配し過ぎかもしれませんけれども、18年たつ前にこの20億5,500万円、い

ろいろな面で使って枯渇したというか、足りなくなった、そういう場合はどうなるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) お答えします。 

 以前にもお答えしたことあると思いますけれども、基本的なスタンスとしてこの20億5,500万円

を使い切るまで現行のまま維持しようということを基本に考えているものではございません。も

っと言えば、19年以降のときにきちんと地域として支えていける、守っていける形態にこの18年

間かけてやっていかなければならないと考えてございます。したがいまして、毎年のようにアン

ケート調査等をしながら、より乗っていただける路線への改定もやっていっておりますし、今コ

ロナ禍ですので、現状の乗客数が果たして正常なものと評価できるのかという、今バス路線の見

直しという面ではやりにくい時期ではあるのですけれども、定期的に乗客数の実情、赤字補填の

実情等を踏まえながら、このままでいいのかという議論は常に７町でしていかなければならない。

その中で当然、要は集約していくような路線等も出てきたり、あと手法を見直したりということ

は常に努力として積み重ねていかなければならないと考えてございますので、そういう面ではい

ただいた20億5,500万円を18年といわず、できるだけ長く保持しながら皆様の足を守っていく努力

をしていきたいと考えてございます。 
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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、令和２年の２月の全員協議会の話なのですが、当

時補助路線支援という項目があって、運賃の割引だ、Ｗi―Ｆiをつけるだ、バスにですよ、キャ

ッシュレスにする地域内バス赤字補填というのもありましたけれども、これは現在もこれに沿っ

た形で行われているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 令和２年２月の全員協議会でお配りした資料ということになろうかと

思うのですけれども、その内容につきましてはバス転換に向けたＪＲ北海道との協議に町として

どのように臨んでいくかという考えを示したものでして、記載の内容につきましては全てＪＲの

合意を受けているわけではございません。確かに補助路線支援というところもございました。廃

線前に合意した事項としましては、バス運行に係る赤字補填、それから利用の多い通学や通院の

利用ニーズに合わせたバスの運行確保、そして列車とバスの定期料金の差額の確保、こちらにつ

いては廃線前に合意をしておりました。それ以外につきましては、引き続きＪＲと協議を重ねる

こととしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それで、コロナ禍で、地域内バス赤字補填というのを先ほど申し上げまし

た。私一番気になっているのは、前の話になってしまうのですけれども、令和元年の11月に７町

会議で長距離バスでは各集落への接続が課題となる。既存の生活路線を含む地域内交通の整備が

必要だという意見が７町会議であったと全員協議会でお知らせがありました。その上で、地域内

交通というのは今バスが走っていない路線、ですから具体的に言うと川合、西川、豊畑も走って

いない。ここも含めて地域内なわけですから、これも含めた協議をするのか、整備をするのかと

いうことでお聞きをしたら、これからその辺も含めて考えていきますという答弁だったものです

から、今現在この地域内の交通は整備という部分はどのような話に進んでいるのかお聞かせ願い

たいのです。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 町内全域のバス路線というところの見直しで現在の進捗状況としまし

ては、アンケート調査の実施、それから相談ダイヤルの設置、自治会との懇談会などを実施して

ございまして、町民の声の集約に努めてきているところでございます。また、今年の５月には事

業者との意見交換を行ったところでございまして、これらの結果を参考に今年度中に方向性を出

したいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 今年度中に方向性と言った。なかなか進まないなと僕は思っているのです。

国道沿いを走るのが一番速達性がいいというのはもちろんですし、ただ、先ほども繰り返しにな

りますけれども、そこまでどうやってバス利用者を、沢の奥という言い方でいいのかな、から連

れて国道沿いまで持ってくるかというところ、これは大きな課題だと思っているのです。ですか

ら、今年度中にその方向性出したいのだと、計画出したいのだというのであれば、それを待つし

かないのかなと思っております。 

 同じときの町長会議だと思うのですけれども、利便性の向上のためにフリー乗車だ、バリアフ

リーだ、パークアンドライドだという意見があった。これ僕よく分からないのです。今どうなっ
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ているのか、取り入れられた部分、られなかった部分あれば教えていただきたいのです。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 利便性の向上に向けたこれといった手法はないのですけれども、まず

バリアフリーといたしましては新規購入のバス11台に床が低い低床車を導入しております。それ

から、キャッシュレス決済も導入したところです。また、とまも号につきましては、車椅子用エ

レベーター、トイレ、Ｗi―Ｆiなどを整備しておりまして、今後もアンケートなどを参考に利便

性の向上が図られるような検討を進めたいと考えております。また、フリー乗車とパークアンド

ライドについては、引き続き研究、検討を行うという考えでおります。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) では次に、設備の撤去について移ります。これも全員協議会の話ですけれ

ども、令和２年２月には用地等の無償譲渡というところも書かれていたのです。それで、無償譲

渡、現在協議中であろうとは思っておりますけれども、無償譲渡を念頭に置いた協議というのは

実際どのようにされているのかなと思うのですけれども、教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) まず、ＪＲも国からの支援を受けているということで、財産を適正に

管理する必要があるということで、無償譲渡ではなく現在は土地や建物の価格と線路の撤去費用

の相殺をベースに話を進めているところでございます。ＪＲ北海道からは、ＪＲ施設及び線路敷

地の処分方法について、建物、用地、底地について有償で処分するとされておりまして、土地、

建物を評価し、売却はしますが、線路枕木、それから建物の撤去費と相殺して差引きゼロ円とす

ることは可能といただいておりますので、町としてはなるべく町の負担が少ない形で必要箇所を

取得できればと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) いつも思うのですけれども、先ほど来答弁にもあった静内駅は拠点駅とし

てターミナルとしてそれは活用して、いろいろな意味で利用促進をしていく、これは分かりまし

た。ただ、それ以外の町内の駅、場所によってはかなり老朽化しているところもありますよね。

ですから、それが町が受けるといったって、それはイコール壊すという形になるのではないかな。

であれば、ＪＲが所有しているうちに責任持って壊してもらう、そこまではならぬものですか。

景観上も好ましくないのです。古い駅舎、朽ち果てそうなと言ったら怒られるかもしれませんが、

かなり古い駅舎も実際あります。その上で、また橋梁だとかもまだまだそのまんま残っていて景

観上よろしくない、そういうところもあるものですから、これはＪＲが責任持って撤去した上で

町が引き受けるという部分があってもいいのではないでしょうか、どうでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 老朽化した建物、景観上ふさわしくないというような建物、池田議員

のおっしゃるとおり、当然所有者が管理、処分すべきものとは考えておりますけれども、他町で

の例を見ますとそこに費用をかけてまで積極的に撤去されていない状況でありますので、うちの

町としてもちょっと厳しいのかなと考えております。ただ、安全上やはり問題があるということ

であれば、そこは町からＪＲに対して申入れをしていく考えでおります。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) そういう駅舎、特に駅舎ですよね、そういうところが悪いことに使われた
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りとかということになることを懸念すれば、しっかりとした管理というのは必要になってくるも

のですから、そこにはおのずから費用がかかっていくということになろうかと思うものですから、

撤去するものは早急に撤去できる状況になればいいなと思っております。 

 次に、この後の話です。跡地利用についてです。先月です。８月ですけれども、ＪＲが廃止路

線の跡地活用のために外部の事業者と協議で進める廃線跡活用イノベーションプログラムという

ものを実施するということを発表されております。この中には日高線も含まれております。廃線

跡や駅施設のほか、同者からソフト、ハード両面でのサポートが可能だとされているということ

なのですけれども、この状況を町としてどのように捉えているでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) このプログラムにつきましては、ＪＲ北海道が広く外部からアイデア

を募集するというもので、詳細は決まっていないということでございました。現在町とＪＲ北海

道においてＪＲ資産の利活用や必要箇所の取得に向けた協議を進めておりまして、ＪＲ北海道か

らは静内駅舎の改修などの町が検討している利活用を優先すると、アイデアの応募があった場合

は町へ情報提供していただけるということになっております。町へ情報提供があった場合につき

ましては、町としても内容を精査いたしまして、必要に応じてＪＲとの協議を行う考えでおりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 今の答弁の中に町の利活用を優先するとＪＲが言ってくれていると。ただ、

そこが心配なのです。町の利活用ってまだ計画もないという答弁でしたよね、駅舎の改築以外は。

ですから、例えば何かに使いたいといったときに、町がそれを何に使うということを把握してい

ない限り、ＪＲに対してここ使う予定だから、こうしたいのだから、ここちょっと待ってくださ

いだとか、両方かなえるためにはこうしましょうだとか、その話合いのテーブルに着けないでは

ないですか、町がどうしたいかというのが決まらぬ限りは。だから、僕そこが一番不思議なので

す。ですから、先ほど来ＪＲから受けて町がという話がいっぱいありましたけれども、私はＪＲ

と一緒になって考えなかったらならないと思うのです。一緒になって考えるということは、町は

町としての考え方を持っていかないと、具体的にここはこうしたい、あそこはこうしたい、こう

いうものを持っていかないと、私はＪＲと話し合うといいながら決められてしまったら、後から

実はあそこは町としてこうしたかったのにとなりはせぬかなということを心配しているのですけ

れども、大丈夫でしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 資産の取得の関係につきましては、今年度中に町の方向性を出したい

という考えではございますが、この事業はあくまでもＪＲが資産管理として民間事業者として実

施しているものでございまして、現状ＪＲは土地、建物に対する固定資産税を支払っていたりで

すとか、国からの支援を受けているというところもございまして、適正な管理をしなければなら

ないということで実施しているところです。それで、ＪＲは町にこのプログラムヘの参画は求め

てはおりませんで、町との協議は優先する。そして、協議箇所に対するアイデアの情報提供は行

うというスタンスでございますので、御理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) ＪＲが行っているプログラムですので、詳細は私も理解はしていないにも
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かかわらずこうやって質問をしているわけですけれども、ちょうど今日でしたよね、今朝の新聞

見ると、浦河で線路に、これは民間団体というのですか、がやっていることですけれども、線路

を歩いてと、七十数名が参加してと、将来はトロッコも走らせたいみたいな記事がありました。

民間においてはそのように有効利用というのですか、していると。ただ、全国的に見ても廃線跡

というのは、要するに観光地としての観光資材というのかな、観光としての意味合いで用いるこ

とが多いのかなと思うのです。私ここで質問したい一番の理由は、観光ももちろんいろんな方の

アイデアをいただく、もっともっと、町はまだアイデア公募していないと言いますけれども、い

ろんなものを公募さらにするべきだと、御意見をいただくべきだと思うのですけれども、その中

に要するに自分たちの生活の向上のために、この線路を使わなくなったらぜひ私たちが活用した

いという意見、そこを僕吸い上げていないのではないかと思うのです。 

 いろいろ言っても、一つ一つ聞いても時間ばかりたちますので、私が聞いている２つだけお話

をさせていただきます。１つは、農業をやっている方、この線路がなくなって線路用地でなくな

ると農地が広くできる。その方の家の場合はですよ。もっと言えば、線路によって２つに分かれ

ていて踏切で行き来していたところが、それを線路を取ってしまえばそこは全て農地となって１

枚の圃場となれる。だから、考えたいのだという方もいらっしゃいますし、またもう一つ私聞い

ているのは、蓬莱山ありますね、三石の蓬莱山、あそこのすぐ横に道路が通っております。あそ

こを上って、カーブでまた下っていく。非常に見通しが利かない。しかも、外側というのですか、

カーブの外側が下がっていて、いわゆる逆バンクというのですか、になっていると。あそこはす

ぐ横に線路が通っているものですから、そのような形状になったのかなと思うものですから、例

えばああいうところを道路用地に確保して、しっかりかさ上げするなりして安全な道路にするだ

とか、地域住民の利便性向上を含めた利活用をもっともっときっちり聞いた上で町が計画を立て

てＪＲとの協議に臨むべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 私から最初に蓬莱山のこの道路について御答弁させていただきます。 

 今言われました道路は、町道本町本桐線という路線になりまして、議員御指摘のとおり、冬期

間の路面凍結によって非常に滑りやすい道路になっているところから、毎年除雪で気を使いなが

ら対応させていただいているところでございます。ただ、私たちもそこは蓬莱山と、それから鉄

道用地があって、以前から改良工事をしたいと考えていたのですが、その２点がコントロールポ

イントになるものですから、今までできなかったという状況がございました。今回廃線になって、

その鉄道用地を取得することが可能になったものですから、これを機会に、現在ＪＲとは協議中

ですけれども、そういった住民要望が強くて将来事業化の予定をしております道路等の用地につ

きましては今後も優先的に取得に向けて協議をしていって、取得後に有利な財源を使いながら整

備をしていきたいと考えてございますので、御理解をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 今建設課長は、道路のお話をしたから答弁してくれたのだと思うのです。

ましてや町道なわけでしょう。ですから、町としては既にその計画を持っているのだというお話

かもしれません。ただ、企画課で押さえている町の計画の中にそれがのるかどうかはまだ分から

ない話なのだと思うのです、正式には。町道だから、今そうやって答弁できたわけです。先ほど

もう一つ例に出しました農地がという話は、これは把握していないわけではないですか。把握と
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いうのは、聞いてもいないわけではないですか。だから、今後利用計画をつくるという中に、主

に観光になってしまうから、僕あえて話しさせていただくのですが、廃線になったのだから、そ

この地域住民、隣接する人たちで活用できることないかというところまで僕は考えた上で利活用

計画を策定し、ＪＲとのどこを譲り受けるかだとかも含めて、そうやって臨まなければ、後でこ

うしてほしかったのにみたいな話になりませんか。ですから、そういう利用計画、利用計画とい

う名前がいいのかどうか分からないけれども、町としてはしっかりとした廃線後の跡地利用、い

ま一度聞き直してみて、よりいい計画になるようにしようと思いますが、町長、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 今廃線跡地全体のことを池田議員はおっしゃられているのだと思いま

す。大変動きが遅くて申し訳ない部分はあるのですけれども、現状今町として直接使いたい部分、

静内駅舎を筆頭にそこの整理、それを取得するためにはどのような手続になるのか、そこのとこ

ろの詰めがまだ終わっていない段階でございまして、線路敷地全体のことを整理できてはいませ

ん。ただ、今全体を町として使っていきたいという大きな志みたいなものは現状では持ってはい

ないのですけれども、この間様々なところからお声もいただいています。サイクリングロードに

したらどうだですとか、ウオーキングできるような道にしたらどうだですとか、いろんなアイデ

アはいただいておりまして、一つ一つのアイデアは面白そうなものもあるのですけれども、現実

それを実現して維持管理していく中で町にプラスに転じられるかというと、なかなか前に進めな

いようなこともたくさんありまして、非常に難しい問題だなという感じでおります。 

 先ほどの農地の話、我々のところに届いている声と今おっしゃった声が同じかどうか、非常に

似ている声も届いておりまして、そこは基本的にＪＲ北海道さんの所有している土地の売買の部

分でございますので、お話があればＪＲ北海道さんにつなぎながらとは思っておりますけれども、

町として政策的な意図を持ってこのエリアを面としてこうつくっていこうというようなことの中

で、関係者の意見を聞くなんていうことは今後においてはあり得るとは思っておりますけれども、

今のところこうなので、こうしますというのがまだお示しできないのが事情としてありますので、

御理解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) 一部繰り返しになりますけれども、要するに町は利用計画持っていない。

でも、今部長の答弁ではサイクリングロードと、この議会で同僚議員からも以前、一般質問の場

でしたかね、あったと思っております。ですから、公募はしませんと言いながら、そういう情報

としては得ているわけではないですか。だから、高校生からこの議場でプレゼンテーションとい

うか、受けましたよね。高校生の人たちに議場の場所を提供して、私たちも含めて高校生の発表

を聞かせていただきました。ああいう形で今後静内駅は変わるのだなと、変わっていく方向で検

討しているのだなというのがイメージできるのです。だけれども、大学とも言いましたが、大学

から何が要望来ているの分からないけれども、高校と大学から意見は来ていますと言うしかない

ではないですか、今答弁としたって。でも、部長のようにあちこちから聞いていますという話も

あります。だからこそ、改めてしっかりとした計画を練って、計画をつくった上でＪＲと臨むこ

と、これが大事だと思うのです。また、時間もかかり過ぎているような気がしてならないのです

けれども、しつこいようですけれども、今後どのような形で皆さんの地域住民の御意見をお聞き

になるのかお答えをいただければと思います。 
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〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 私も繰り返しになるかもしれませんけれども、歩みは遅いと御指摘は

受けるかもしれませんけれども、まず静内駅舎をはじめとして町が直接活用したいところの取得

について今早急に方向性出していきたいと。それ以外の要は町として今直接的に使う予定のない

部分の取扱いにつきましては、今後町が政策的な意図をそこに持つのかどうかというところもあ

りますけれども、そういうことの整理ができた段階で町民の皆様の声を聞こうという場面はあり

得ると思います。ただ、そこの方針が決まる前に個々個別に土地を買いたいとかというお話につ

きましては、現状としてはＪＲ北海道さんとおつなぎすることはできると思いますけれども、町

が仲介に入るですとか、そんなことにはならないのかなと思ってございます。 

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。早い計画書の作成、そして町民が少しでも利活用、利便性

を深めるような跡地利用となればいいなと思って質問させていただきました。 

 これで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) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午前１１時１４分 

                                            

再開 午前１１時２４分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 ４番、大川君。 

〔４番 大川勝也君質問者席へ〕 

〇４番(大川勝也君) それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。 

 ｢小中学校再編による閉校後の文書管理について｣、小中学校再編による閉校する学校の文書記

録管理について、令和５年度から東静内小学校、山手小学校、静内小学校の３校、令和６年度か

ら桜丘小学校、高静小学校の２校が合併し、将来的に小学校、中学校は静内地区各１校、三石地

区各１校になる予定ですが、閉校する卒業生名簿等の管理文書は合併先の学校に保管されると聞

いておりますが、それ以外の文書や各行事記録などはどのように扱うのかお尋ねします。 

 １、残すものまたは廃棄するものはどのように考えておりますか。 

 ２、何をどのように保管するのかお尋ねします。 

 ３、判断基準もあれば教えてください。もしありましたら、できればゆっくり丁寧に説明よろ

しくお願いします。 

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) 大川議員から御質問の｢小中学校再編による閉校後の文書管理につい

て｣、１点目から３点目まで関連がありますので、一括して御答弁いたします。 

 初めに、学校における文書記録管理につきましては、｢新ひだか町立学校管理規則第43条｣及び

｢学校教育法施行規則第28条｣の規定により、保存する文書の種類及び保存期間が定められており

ます。具体的な内容でございますが、学校の沿革に関するもの、卒業証書台帳などは永久保存、

教職員の人事記録簿、児童生徒の指導要録などは20年間保存、その他の文書は５年間保存と規定

されております。また、学校再編に伴い閉校となる学校の文書につきましては、｢学校教育法施行
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令第31条｣の規定により、｢文部科学省令｣、｢学校教育法施行規則第28条｣で定めるところにより、

それぞれ当該学校に在学し、またはこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保

存しなければなりませんので、法令等の定めにより、保存期限ごとに書類を整理し、永久保存文

書及び保存期限未到来のものは再編後の学校に引き継ぎ、保存期間が経過したものは基本的には

廃棄することとなります。よって、文書の保存期間は閉校前の学校における保存期間を通算して

取り扱うこととなります。ただし、様々な行事記録等につきましては法令上の保存期間は５年間

保存となりますが、各学校ではそれぞれ個別の歴史、文化、伝統を有しており、歴史的な価値が

あるとか、あるいは卒業生、地域住民のよすがとなるようなものについては当然に保存する必要

がありますので、機械的に保存期間だけをもって文書を廃棄することにはならないものと考えて

おります。しかし、各学校における周年記念事業の記念誌やこれまでに閉校している学校の閉校

記念誌など、それぞれの学校における文書保存の状況は大きく異なりますので、統一的な判断基

準を設けることは難しいものと考えております。 

 今後におきましては、それぞれの学校の歴史、文化及び伝統を保存するという観点から、各学

校とも十分協議しながら適切に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、大川君。 

〇４番(大川勝也君) 答弁ありがとうございます。まさしく欲しい答えがありました。それぞれ

の学校の歴史及び文化、伝統を保存するという観点、これはまさしくすばらしいことだと思いま

す。保存していく上で質問があります。まず、東静内小学校は歴史も古く、合併の経緯もあり、

保存している古い資料もあると聞いております。それらの資料は、紙の劣化もあり、ただ保存す

るだけではなく、博物館に協力してもらい、温度管理のできた場所で将来的に展示等は可能でし

ょうか。また、昔の写真も劣化のおそれもございます。デジタル化を行い、保存、修復、閲覧は

可能でしょうか。また、博物館にある…… 

〇議長(福嶋尚人君) 大川君、１問ずつ質問してください。 

〇４番(大川勝也君) 失礼しました。 

 まず、東静内小学校に古い紙の資料があると聞いています。それらの保存は、博物館等で保存

等可能でしょうか。 

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) お話のありましたとおり、古い記録書類等については紙の状態です

とか、それぞれ状態異なりますけれども、管理課と学校だけではなく、図書館、博物館とも連携

した上で対応してまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、大川君。 

〇４番(大川勝也君) 次に、昔の写真の劣化もあるかと思います。デジタル化を行い、保存、修

復、それに伴い閲覧は可能でしょうか。 

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) 古い写真等についても今の技術であればデシタル化をしましてデジ

タルデータによって保存することは可能と考えておりますけれども、それをどのような形で外に

向けて発信できるかというものについては、各種個人情報等々の問題もございますので、そちら

についてはまた協議をしながら進めてまいりたいと考えてございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) ４番、大川君。 

〇４番(大川勝也君) ありがとうございます。それで、保存したデータ等、博物館が一番最初に

できたときに学校コーナーみたいなのがあるのですけれども、そこで収蔵しています三石地区の

小中学校の行事記録等ありますが、そういうのと併せて閲覧に向けて作業することは可能でしょ

うか。よろしくお願いします。 

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) 現時点において全てをまとめて出すというような計画は持ち合わせ

てございませんけれども、今後における学校再編の進捗状況等を考慮しながら、それぞれの学校

の歴史、文化、伝統を保存するという観点から、どのような形が望ましいのか内部で検討して進

めてまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、大川君。 

〇４番(大川勝也君) ありがとうございます。それで、今続きで博物館の話に行ったのですが、

そちらの学校コーナーで閉校している学校等も多く紹介しているのですが、それらで図書館と連

携しまして、閉校記念誌であるとか、そういう関連づけをすることは可能でしょうか。よろしく

お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 村田文化振興課長。 

〇文化振興課長(村田美穂君) 博物館、あそこにある資料の関連づけということなのでしょうけ

れども、図書館には同じものも実はございまして、図書館としても地域資料ということで保存、

収集に努めております。基本的に図書館としては公に公表できるものを収集対象としていますの

で、記念誌ですとか、あと同窓会名簿なども収集しておりまして、連携して例えば展示をすると

か、そういった御質問かと思うのですけれども、個人情報が多く含まれているようなものについ

てはさすがに博物館も図書館もふだんは一般の方が入れないところに保管しておりまして、求め

があれば館内閲覧のみというような利用にさせていただいています。今のところ学校の展示を図

書館と博物館で連携して何かというのは具体的には計画していないのですけれども、今後いろん

な学校の統廃合ということで、町民のニーズというか、知りたい気持ちも高まるかと思いますの

で、今後何かできることがあれば図書館と博物館連携して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、大川君。 

〇４番(大川勝也君) 個人情報等いろいろ入っているので、お見せできないという話は前から聞

いております。それで、学校の合併の経緯等の補足情報というか、ホームページのほうで載せて

いるのですが、それについて詳しく載せている学校もあれば、ちょっと大ざっぱに載せている学

校もあったりとか、ホームページの学校の記載、その記載のほうももう少し詳しく説明をしてほ

しいのですが、それも可能でしょうか。 

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) 町の公式ホームページの中にあります学校のホームページの部分の

例えば沿革ですとか統廃合の経過等につきましては、今現状としては学校で策定している沿革誌

等々から必要な情報を掲載しているところでございます。ただ、学校によってそのつくり方には

多少なりとも差がございますので、その状況によって、きちんと記載されているもの、あるいは

ざっくりとしか記載されていないもの、載ってもいないものというのが多々あろうかと思います
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けれども、こちらについては管理課としても各学校のほうにそういった情報発信の方法ですとか、

それの更新の頻度について指導を行うなど適切に対応してまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ４番、大川君。 

〇４番(大川勝也君) ありがとうございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 大川君、ありがとうございますとかありがとうございましたと言わないで。 

〇４番(大川勝也君) 分かりました。 

 それでは最後に、これらの質問に関して学校の管理課、それと博物館、図書館連携して収集、

将来閲覧できるようによろしくお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

休憩 午前１１時３７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。 

 なお、９番、城地君の質問に関連して説明資料が提出されておりますので、御確認ください。 

 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) 通告に従いまして一般質問を行います。 

 ｢防災・減災対策について｣。大きな１点目、｢日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に係る防災・

減災対策について｣。 

 まず１つ目、令和２年６月、日本海溝・千島海溝地震での津内予想が発表され、新ひだか町で

は巨大地震の最大沿岸津波想定が11メートルとの想定が発表されております。本年、北海道は７

月に日高沖から三陸沖に連なる日本海溝沿いや道東沖の千島海溝を震源とする巨大地震の市町村

別被害想定が発表されました。日本海溝・千島海溝地震の規模はマグニチュード９で、道内の死

亡者は14万9,000人に上ると推定されております。だが、速やかな避難と避難ビルの活用で被害の

９割を減らすことができるとしています。被害規模は季節や時間帯で変わるとのことで、新ひだ

か町は夏の昼頃で避難率が高い場合は死亡者が710人ぐらい、冬の深夜で早期避難率が低い場合は

死亡者が6,700人ぐらいの推定が出されております。町民の速やかな早期避難で被害を最小限に減

らし、特に高齢者、障がい者の方の早期避難をどのように進めるのか。冬期には避難に出ても低

体温症で死亡されることも想定されておりますので、町民の貴い命を守る対策、対応が必要であ

り、町民と共に防災、減災にしっかりと早急に取り組むべきと考えます。そこで、何点か町の巨

大地震に係る防災、減災対策の対応についてお聞きいたします。 

 まず、１つ目、令和３年８月、町の津波浸水予想についての今後のスケジュールでは、令和４

年４月以降に防災ハンドブックの改訂版を全戸に配布するとなっていますが、いつ頃の予定なの

かお聞きいたします。 

 ２つ目、冬期間の深夜の災害では避難時において防寒対策は十分なされていますかお聞きしま

す。 

 ３つ目、自力で避難ができない方や障がい者等の避難ルートなどを定めた個別避難計画の作成

はどこまで進んでいるのかお聞きいたします。 
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 大きな２つ目、｢災害時の町民への周知と避難対策について｣。近年日本では大雨、洪水等の異

常気象が毎年発生しており、雨が長引く線状降水帯などで多くの被害が発生しています。先月、

新ひだか町で大雨警報後に静内川の水位上昇で避難指示が示され、２か所の避難所で町民が避難

をされておりました。そこで、避難の状況、避難所の対応について何点か質問させていただきま

す。 

 まず、１つ目、本年８月16日の避難指示が出された地域の世帯数と人数に対して、今回避難さ

れた方々は避難所ごとに何世帯で何名ですか。 

 ２つ目、コロナ禍での避難において避難所の体制でよかった点と課題はどのような点と考えて

いますかお聞きいたします。 

 ２つ目、｢子育て支援事業について｣。ファミリーサポートセンター事業については、平成27年

に国の子育て支援事業の一つとして事業が開始されております。ファミリーサポートセンター事

業は、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と援助を行うことを希望する者との相互援

助活動のサービスを行うもので、令和２年度では全国960市町村で実施されております。当町にお

いては、第２期新ひだか町子ども・子育て支援事業計画の中でファミリーサポートセンター事業

について実施状況、課題の中には、少数ですが、希望されている保護者がおりますが、希望する

者はいても提供する者が確保できなければ事業が実施できないことなどから、設置することは難

しい状況にあり、今後はニーズを十分に把握しながら検討すると記載がされております。最近町

民から数件、ファミリーサポートセンター事業の設置をしてほしいとの要望を受けました。直接

受けた方は、御主人の転勤で新ひだか町に来られた方で、親戚も知り合いもいなく、子どもを数

時間預けたいが、預ける場所がなく、大変に困ったことを聞かされました。以前住んでいた地域

にはファミリーサポートセンター事業があり、大変に助かったと話されており、新ひだか町も子

育てのしやすい町になってほしいと話をされておりました。 

 現在は、女性の社会進出で今後はますます女性の参加や活動が広がり、子どもを産み育てる環

境は大きく変化をしています。町内でも若いお母さんは、仕事をされている方も多くなっていま

す。少しの時間でも預かってもらいたい、手の足りないときに利用したいと思っています。また、

お母さんに時間の余裕ができると心にも余裕ができ、子どもの接し方にも変化が生まれるのでは

ないでしょうか。このファミリーサポートセンター事業の実施主体は市町村で行われております。

ぜひファミリーサポートセンター事業の実施をすべきと考えます。そこで、何点か質問させてい

ただきます。 

 １つ目、ファミリーサポートセンター事業について、国や北海道が示されている事業形態はど

のような内容なのかお聞きいたします。 

 ２つ目、ファミリーサポートセンター事業について町の考えをお聞きいたします。 

 ３つ目、町はファミリーサポートセンター事業の取組に何が課題となるかお聞きいたします。 

 以上で１回目の質問を終わらせていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) 建部議員から御質問の大きな項目の１つ目、｢防災・減災対策について｣

の１点目の｢日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に係る防災・減災対策について｣でございますが、

１つ目の令和３年８月の町の津波浸水想定についての今後のスケジュールでは令和４年４月以降
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に防災ハンドブックの改訂と全戸配布となっていましたが、いつ頃の予定なのかについてでござ

いますが、現在の防災ハンドブックは平成25年２月に改訂版を発行し、全戸配布をしているとこ

ろですが、発行から９年以上が経過していることなどから、本年改訂に着手しているところでご

ざいまして、新しいハンドブックは令和５年２月中旬に完成し、３月に発行の広報紙と併せて全

戸配布をする予定で事務を進めているところでございます。 

 新たな防災ハンドブックの主な改訂内容につきましては、昨年に北海道が新たに公表した津波

浸水想定区域に基づく津波ハザードマップ、水位周知河川である静内川、古川、真沼津川のほか、

中小河川であります日高目名川、捫別川、布辻川、三石川、鳧舞川、咲梅川の６河川を新たに追

加した洪水ハザードマップ、全ての指定が完了いたしました土砂災害ハザードマップのほか、た

め池ハザードマップを新たに追加したものとなってございます。 

 ２つ目の冬期間の深夜の避難時における防寒対策についてでございますが、津波が発生した際

は市街地も含め大規模な浸水被害が想定され、特に冬期間の深夜帯となりますと防寒対策も大変

重要であると認識してございます。このため、寝袋、毛布、ポータブルストーブ、ドーム型テン

ト、テントフロアマットなどを備蓄しており、これらの備蓄品で避難時に暖を取っていただくこ

ととなりますが、冬期間で深夜の時間帯で停電中である場合は、移動電源車や非常用発電機を設

置し、電力の確保を図り、また町の備蓄品のみの対応では不十分な場合には災害時応援協定によ

り、提携先の事業者から必要物資の供給要請を行う体制を取ってございます。ただ、町が備蓄し

ている数に限りがあること、また即時に避難者全員分の対応ができない場合もございますので、

各家庭におかれましては非常用持ち出し袋を事前に準備をしておくなどの町民一人一人が自らの

災害に備えるための自助の取組も重要であることから、改めて防災訓練及び防災講話等を通し、

災害時の意識向上に努めてまいりたいと考えてございます。 

 ３つ目の自力で避難ができない方や障がい者などの避難ルートなどを定めた個別避難計画の作

成についてでございますが、避難行動要支援者の名簿作成につきましては毎年福祉担当部局及び

介護担当部局に調査をし、総務課防災グループにて名簿を作成、更新しているところでございま

す。現在名簿登録者は729名となっておりまして、この名簿に登載されている方々で避難支援を希

望する方を避難行動要支援者同意者名簿に登載し、平常時から各関係機関に情報提供し、災害時

における避難支援及び安否確認を迅速に行うための個別避難計画の作成が努力義務とされてござ

います。個別避難計画の作成に当たりましては、かねてより検討を重ねているところではござい

ますが、人命に関わる計画という観点から、その現実性や確実性が必須であるものと認識してお

り、要支援者に対する災害時の協力者といった個人支援という手法においては支援者も被災者と

なる可能性が高いことや不在時の対応など、現実性、確実性を求めた場合多くの課題が生じてい

るところでございまして、当町のみに限ったことではなく、計画の作成が進んでいない現状でご

ざいます。 

 このような状況にはございますが、町といたしましては自助、共助、公助の考え方の下、共助

の取組に関しましては自治会等における自主防災組織の設立に重点を置き、大規模災害時に同時

に各地域で多数の災害が発生した場合や通信、交通障害などにより公助の限界を補うものとして

非常に重要で有効なものであると認識していることから、地域における防災訓練や防災講話など

様々な機会を通じて自主防災組織の設立、育成に力を入れていくことが必要だと認識しておりま

すし、地域の御協力が得られるよう、これからも努めてまいりたいと考えてございます。 
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 次に、御質問の２点目、｢災害時の町民への周知と避難対策について｣でございますが、１つ目

の８月16日の避難指示が出された地域の世帯数と人数、また今回避難された避難所ごとの世帯数

と人数についてでございますが、今回の避難対象エリアは静内神森の道道静内中札内線から静内

川までのエリア、静内旭町、静内こうせい町１丁目、静内本町、静内吉野町、静内緑町、静内古

川町、静内青柳町の８地区の3,803世帯7,056人を対象とし、避難所ごとの避難状況は山手体育館

で16世帯35名、静内第三中学校で54世帯100名、合わせて70世帯135名の方が避難所へ避難された

ことを確認してございますが、新型コロナウイルス感染症感染予防や車中での待機を希望された

方も多くおられ、その方たちの数については把握してございません。 

 ２点目のコロナ禍での避難所の体制でよかった点と悪かった点についてでございますが、今回

避難所として山手体育館及び静内第三中学校の２か所を開設しましたが、よかった点としまして

は地域包括支援センターが中心となり、各事業所の御協力を得ながら、高齢者等の避難に配慮が

必要な方たちへの迅速な連絡や家庭訪問による避難の支援などができた点ではないかと考えてご

ざいます。 

 また、課題や反省点につきましては、まず避難された方たちへ十分な情報発信ができていなか

った点が挙げられます。避難所にはテレビやラジオを配置していなかったため、リアルタイムの

情報を得る手段がなく、不安を与えてしまったものと考えてございます。また、避難所を準備、

運営する職員の人数が少なかったことや避難所の開設に時間を要したこと、段ボールベッドなど

の準備に手間取ってしまったこと、換気のため窓を開放しておりましたが、深夜は寒く、準備し

た毛布では改善できなかったことなど、様々な課題や改善点がございました。今後は、今回の反

省を踏まえ、迅速な避難所の開設、安心して避難していただけるための配慮など、職員のさらな

る訓練や準備に努めてまいります。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 建部議員御質問の大きな項目の２番目、子育て援助活動支援事業、フ

ァミリーサポートセンターについて御答弁申し上げます。 

 １点目のファミリーサポートセンター事業の事業形態についてでございますが、ファミリーサ

ポートセンターは乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児

童の預かりなどの援助を受けたい方とその支援を行いたい方との相互援助活動に関する連絡調整

等を行う事業でございます。実施主体は市町村となっておりますが、市町村が適切と認めた者へ

委託等を行うことができることとなっており、既にファミリーサポートセンター事業を展開して

いる市町村にあっては社会福祉協議会などの社会福祉法人やＮＰＯ法人等へ委託により実施して

いるところもございます。 

 ファミリーサポートセンターの事業内容でございますが、１つ目に会員の募集、登録、その他

の会員組織業務、２つ目に相互援助活動の調整、把握等、３つ目に会員に対して相互援助活動に

必要な知識を付与する講習会の実施が必須とされておりまして、このほかにも会員同士の情報交

換を行うための交流会の開催、子育て関連施設事業との連絡調整などがございますし、会員数は

20名以上となっております。 

 相互援助活動支援の内容でございますが、保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預か

り、保育施設等までの送迎、放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり、買物等外出の際の子ど



 － 27 － 

もの預かりなどがございます。また、ファミリーサポートセンターを実施する上では、相互援助

活動の調整等の事務を行うアドバイザーの配置、会則の制定、会員の登録、保険への加入、援助

を行う会員への講習の実施、フォローアップなど、これ以外にも、大切な子どもを預かることか

ら、事業実施には相当の準備が必要となってまいります。 

 次に、ファミリーサポートセンターの仕組みでございますが、子どもを預ける依頼会員が事前

にファミリーサポートセンターへ会員登録を行います。その後、依頼会員は援助の必要が生じた

ときにファミリーサポートセンターへ申込みを行います。ファミリーサポートセンターは、必要

な研修を受けている提供会員に援助の打診を行い、依頼会員に提供会員を紹介します。紹介後、

依頼会員と提供会員が事前に打合せを行い、合意が得られれば援助活動を行うこととなります。

実際に援助活動を行った場合、依頼会員には援助活動の時間終了後、活動時間や内容に応じた活

動報酬としての料金を提供会員へお支払いしていただくこととなり、提供会員については活動報

告書を作成してファミリーサポートセンターへ提出していただくこととなります。 

 次に、２点目のファミリーサポートセンター事業についての町の考え方についてでございます

が、過去に町で実施しました児童の預かりに関するアンケート調査の結果では、保育施設での継

続的な利用を希望する方が多く、ファミリーサポートセンター事業の利用を希望する方は非常に

少ない状況でございましたので、当時事業実施の検討には至っておりませんでした。少子高齢化

により核家族化が進行するなど家族形態の変化や地域とのつながりの希薄化により、子育ての支

援や協力が受けにくい社会環境にある現在においては、孤独や孤立感が高まっているものと認識

しておりますので、子育て世代の負担感や不安を軽減し、安心して子どもが産めて子育てできる

環境を整え、支援していくことは行政の重要な役割であるものと考えてございます。 

 そこで、町では今年度保健福祉部内にプロジェクトチームを立ち上げ、部内の新たな課題の解

決や将来像の調査、研究を行っているところでございまして、子どもの預かり場所に関すること

についても懸案事項の一つとして協議を行っているところであります。選択肢としてファミリー

サポートセンター事業も含まれておりますので、部内プロジェクトチームから検証結果、提案が

ありましたら、実施に向けた具体的な協議を進めてまいりたいと考えております。 

 また、子育て支援については、ファミリーサポートセンター事業だけにこだわらず、既存の事

業の検証も含め、子育ての支援を必要としている家庭に対して必要な支援ができるような取組に

ついて勉強させていただいておりますので、お時間をいただきたいと思います。 

 次に、３点目のファミリーサポートセンター事業の取組の課題についてでございますが、まず

はマンパワーの確保であり、特に提供会員の確保については定期的な研修の受講や子どもを安全

に預かるという使命感が生じ、プレッシャーに陥るのではないかとも考えられますことから、人

材の確保が最大の課題になるものと思われます。このほかにも、依頼会員と提供会員のマッチン

グや依頼会員の方が安心して子どもを預けることのできる環境や仕組み、援助活動中の事故を防

ぐための安全対策など、課題は多岐にわたるものと考えます。町としましては、子育て支援は家

族構成や住環境、所得など個々のケースにより必要なサポートは違ってくるものと考えておりま

すので、ファミリーサポートセンター事業のみならず、ケースに合った子育て支援を柔軟に展開

していけるよう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) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 一通り御答弁をいただきました。何点か再質問をさせていただきます。 
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 まず最初に、防災・減災対策につきまして、改訂されるハンドブックが令和５年２月というこ

とで、ぎりぎり本年度中に改訂されるということなのですけれども、今回改訂に当たっては、日

本海溝だとか千島海溝沿いの大地震で津波想定がしっかりと出された。昨年ですよね、それによ

って大きく変わると思うし、また今回被害想定もしっかりと紙面上に書かれておりましたので、

大変な状況になるということは誰も分かっていると思うのですけれども、そういうことを町民に

丁寧に周知徹底するということは大変必要なことではないかなと私は思っているのですけれど

も、確かにハンドブック読む方、読まない方もおりますので、そういうことではきちんと口頭で

町民の方に説明をするような体制というのは町としては考えていらっしゃるかどうか、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) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回津波浸水区域につきましては、北海道のほうで示されまして、そ

の部分につきましてはホームページ等でも周知はしているところでございます。今回防災ハンド

ブックにつきましては、発注が７月に発注してございまして、納期の関係で遅くなってしまうと

いうところがございます。町民への周知につきましては、当然丁寧な説明は必要だと考えてござ

います。ですので、自治会長会議ですとか、そういった与えられた場面、そういったものを活用

しながら町民に対して周知をしていきたいと考えてございますし、自治会で行う防災訓練ですと

か、自主防災組織の会合ですとか、団体の会合、そういったところでお時間いただければ、お時

間いただいた中で中身の説明だとかについては細かくお話ししたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 本当に丁寧に、全員がというわけにはいかないと思うのですけれども、町

民の意識を向上させるということがすごく大事なことではないかなと思いますので、丁寧に皆さ

んに周知をしていただきたいと思いますので、そこはしっかりとよろしくお願いします。 

 それで、２番目になるのですけれども、最近冬期間の避難のことで様々新聞紙上で出ておりま

すが、町としては冬期間の避難訓練というのは考えていらっしゃるのか、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) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) これまで冬期間での訓練というのは実施してございませんでした。と

いいますのも、訓練の中でけがをされては大変ですので、そういった部分では避けて、遅くとも

秋ぐらいまでに訓練を実施したという状況がございます。今後そういった場面が必要であれば、

当然冬期間関係なく訓練などを実施したいとは思いますけれども、まずはそういったお時間をい

ただいた中で、防災意識、そちらのほうをまずお伝えしたいと考えてございますので、そういっ

たところでまずは防災教育のほうを進めていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 確かに防災意識を向上させるためのいろんな部分の勉強というのですか、

お話はすごく大事なことだと思うのですけれども、全町というわけにはいかないと思うのですけ

れども、１か所ぐらいは、冬期で職員の方も町民の方もいざやってみたら、いろいろ勉強したの

と違うなということって多いのではないかなと私は思います。それで、必ずしも長時間かけない

ででも、避難所に行く間だとか、行ったときの１時間でも30分でも、どんな状況になるかという

ことぐらいは町側も防災側もしっかりと認識していくということが大事かなと思いますので、時
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間も大変でしょうけれども、地域もあると思うのですけれども、一回そういう訓練も必要だと思

いますので、ぜひ考えていただきたいと思います。 

 それで、冬期間の防寒対策のことで少しお話聞きたいのですけれども、実際備品は先ほどお話

ししていただきました。あるということなのですけれども、防災の防寒対策の備品部分なのです

けれども、町として何か所の避難所で何人分が今備蓄をされているという状況なのか、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) 海馬澤総務課主幹。 

〇総務課主幹(海馬澤 賢君) 冬期間に限ったことではないのですけれども、取りあえず防寒対

策として取りそろえているものとしましては寝袋が635、毛布が1,448枚、ドーム型のテント、こ

ちらが50セット用意してございます。食料などにつきましては、一番大きい被害が出るのが津波

になりますので、津波を想定した場合１万4,000人ぐらいの被害想定が出されていまして、備蓄計

画ではそのうち10％を見込むということで、それの３食３日分を用意しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 毛布も1,448枚ということと、あと寝袋が635、ストーブだとかドームテン

ト、後から現実に町として避難された方のお話も、また反省点も踏まえてあると思うのですけれ

ども、本当にこれで足りるのかなという部分と、町としてはこの分と、あと自助という部分で自

分でしっかりと防寒も考えて避難をしてほしいというお話もされていたようなので、それはその

とおりだと私も認識はあるのですけれども、急なときには逃げるしかないということでさっと行

く部分もありますので、足りなくなった場合とか、その後どうするのかということなのですけれ

ども、先ほど言った災害時の応援協定です。しっかりされているようで、そのときには必要物資

の提供の要請をやっているということですけれども、冬用の例えば毛布だとか足りなくなった場

合だとか、暖房の部分、電気がなくなったときのストーブ、そういう部分についての要請を行っ

たときには今協定結んでいるところからの備蓄というのは考えてよろしいのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 協定結んでいるのは何事業所かございまして、食料の提供を受ける部

分、またストーブですとか毛布ですとか、そういったものの提供を受ける事業所もございます。

一応基本的にはこちらのほうからどういったものが幾つないかというふうなお願いをしまして、

それを集めて提供していただくという段取りになってございますので、それが何個だったら対応

できる、できないというのはちょっと確認はしていませんけれども、相当数については対応して

いただけると考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました。そこのほうはよろしいです。 

 では、次のほうに進んでいきます。避難行動要支援者名簿登録者が729名ということで先ほど御

答弁いただきました。この数というのは、私もこんなにいらっしゃるのかなと思ってちょっとび

っくりした部分もあったのですけれども、たしか平成二十五、六年頃からこういう動きってあっ

たと思うのですけれども、この名簿の登録というか、本人が登録されていると思うのですけれど

も、それに対しての支援の協力者、人数は出されていなかったのですけれども、その方について

現在何名ぐらい登録というか、協力していただけることになっているのか、その辺についての数

というのは今現在どのようになっているか聞きたいのですけれども。 
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〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 要支援者の方につきましては名簿で729名というところで、こういった

方たちをサポートできる方たちというのは今のところまだ確認はしてございません。といいます

のも、この方たち町内いろんなところに住まわれていまして、実際に浸水する区域ですとか、そ

ういったところに住まわれている方、こういった方が対象になるものと考えてございまして、そ

ういった方々を抽出して、さらに障がいであればどこの障がいなのかというふうなもので支援が

必要、必要ないというのを本人に確認しなければなりませんので、そういったものを取った中で、

地域に協力をいただけるのかというお話もしなければなりませんし、事業所なりにお話をしなけ

ればなりませんので、そういったところの個人個人の状況を確認した後に協力のお願いをしてい

るという段取りで考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 支援者の協力者のところまではまだお話が進んでいないということで、た

だ支援者に対する各機関、例えば自治会だとか、社会福祉協議会だとか、消防だとかいろいろあ

るのだと思うのです。この名簿をきちんと提示して、こういう方々が実際一人で避難できないの

ですということで、ではどうするかということはいろんな事業所だとか自治会だとか、様々なと

ころで考えていかなければいけないですよね、実際に。そういう部分での町の防災係といろいろ

懇談とかというところまではいっていないのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 支援をしていただける方たちに対しての働きかけというのはまだして

ございません。基本的に消防ですとか、そういったところというのはなかなか対応していただけ

ないと考えてございますし、地域に住んでいる近所の方たち、そういった方が何かあったときに

手を貸していただけるのかなという部分もありますので、自治会ですとか地域のほうに働きかけ

なければならないとは考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) でしたら、この登録者729名の地域別だとか、そういうところまではまだま

だされていないという現状ということですか。例えば末広に何名いて、この人方地域でできれば

何人かで見てもらいたいだとか、そういう話合いのできるような状況ではないということですか、

現状は。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ある程度地域については絞り込みはしてございます。ただ、高齢者で

すとどういった支援が必要なのか、また障がいのある方であればどういったところの障がいがあ

るだとか、あと御本人に会っての意思確認ですとか、そういったところはまだ実施してございま

せん。ただ、どの地域に何名いらっしゃるというのは把握してございますので、今後はそういっ

た方たちにピンポイントに当たってお話を聞いていくというふうな作業でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) まだまだ進んでいないということがよく分かりました。それで、大変でし

ょうけれども、忙しいと思うのですけれども、こういう方々、何かあったときに一人で動けない

という、避難できないという方々ですので、速やかにできることからまずしっかりとやっていく

べきだと私は思いますので、そのことについては一歩も二歩も進めていただきたいなという思い
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でおりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次です。災害時の町民への周知と避難対策の部分です。今回８月16日に出されました避難指示

の関係ですけれども、今地域の関係を聞きましたら、避難地区は3,803世帯、そして人数は7,056人

ということでお聞きしました。それで、その中で避難された方が70世帯で135人ということでお話

聞きました。これの数字を見て、町としてはどのような感想というのか、考えていらっしゃった

のか、思ったのか。何かありましたら、一言お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回の避難指示を出したエリアについては7,000名程度の方がいらっ

しゃったという中で、何名の方が避難所に避難されるのかというのは想定が難しい状況でござい

ました。今回135名の方たちが避難されて、実際には駐車場等に車で避難されてくる方いらっしゃ

いましたので、もうちょっと多い方か避難されていたのかなというふうな状況を把握してござい

ます。この数が多かったのか、少なかったのかというのは何とも言えないところではございます

けれども、7,000名のうち135名が避難されたということでございますので、それが多かったのか、

少なかったのか、今までの避難の状況でいっても多いところで数百名の方避難された実績ありま

すけれども、大体雨の場合につきましては100名避難されていない状況が今までございましたの

で、今回初めて避難指示というところを出させていただきましたので、そういった部分では例年

よりは多かったのかなという感じでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) そこで、今回避難所が２か所ということで、静内第三中と山手体育館とい

うことなのですけれども、この２か所を開設したという、一応世帯数は7,000人ぐらいの人数なの

ですけれども、２か所という、それで大丈夫なのだという、そういう意識の下だったのか、その

辺なぜ２か所だったのかというのが私も考えてしまったのですけれども、その辺はどのような判

断でそのような形を取ったのか、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) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回避難所を開設したのが取りあえず２か所というところでスタート

いたしました。この中で避難される方がもっと多くなれば違う避難所も開設するというところを

視野に入れながらの２か所の開設というところで、その後多くなれば、例えば静内中学校ですと

か、山手小学校ですとか、そういったところにも避難所を開設しながら対応したいとは考えてご

ざいました。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) その以降も実際に避難所作るといったら時間かかりますから、皆さんいっ

ぱい来たら本当に大変な作業になっていくと思うのですけれども、少しは多めに、避難所は開設

してすぐ閉鎖しても構わないと思うのですけれども、その辺は状況に応じてきちんと考えていら

っしゃるのだと思うのですけれども、その部分につきましてはよく分かりました。 

 最後の質問で、反省点といいところ、いい点ということは、いろいろ包括センターが中心にな

って高齢者の避難についてしっかりとやってくださったということは、すごい方々だなと私も思

いました。あと、課題や反省点につきまして、本当にやってみなければ分からないなと、避難訓

練をされて、私も見に行っているのですけれども、やっぱりやってみなければ分からない現状と

いうのは多いのだなというので思いました。それで、運営する職員の人数が少なかったというこ
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となのですけれども、これはもともとこの方々が静内第三中についても何かあったらすぐ運営に

入る職員ということなのですか、それともただ人数を集めて行ったということなのですか、その

辺は。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 私申し上げたのが会場を設営する準備する職員が少なかった。そのこ

とによって開設に時間かかったというふうなことでございまして、実際に開いた後につきまして

は職員いて、その部分で対応できていたのかなと考えてございますので、まずは会場を作る人数

がちょっと足りなかったと。同時に２か所開設で、段ボールベッド等を作ったりですとか、テン

トを設営したりですとか、あとは避難する方がいましたので、受付をする職員ですとか、そうい

った部分でなかなか手間を取ってしまったというふうなことでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 私も山手のほうはちょっと顔を出させていただきました、避難所があると

いうことで。町長も来て、段ボールベッドを一生懸命やったのを見てしまったのですけれども、

そういうこともあって、きっと大変なのだなと、お手伝いしますかと言ったら、いいですと言わ

れたのですけれども、私そのとき思ったことは、避難指示のない例えば山手だとか、近郊の自治

会等に避難が出ていなければお手伝いできるような体制もいいかなと。手伝った人というのは絶

対勉強になるのですよ。自分たちが何かあったときにすぐ体制整えてできる。いろんな災害あり

ますから、全てということにはならないと思うのですけれども、そういうことも考えていくと、

また職員の方々も本当に忙しい中そうやってやるのですから、少しでも皆さんのお手伝いしたい

なと思う方って必ずいると思うので、そういうことも自治会会議ですか、そういうときにでもぜ

ひ皆さんにお願いして、防災って各自治会の中にはきっとあると思うので、そこを通じてでもい

いですから、何人でもいいから手伝っていただきたいという、そういう体制も考えていったらい

いかなと私は思っております。 

 それで、今回避難所の職員の方には女性の方というのは何人かいたのか、ちょっと確認したい

のですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 会場設営が終わった後の運営につきましては、基本的には男性２名、

女性２名の職員配置の中で運営していたというふうな対応を取ってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 一連の防災・減災対策というのはこれでいいというのはほとんどないと思

うのです。やってもやってもいろんなことが出てくると思うのですけれども、町民の命、また財

産しっかり守っていくことも行政の責任だと思いますので、まだまだ手を尽くさなければならな

いことって多いと思うのですけれども、速やかに周知することは周知し、体制を整える部分は速

やかにぜひやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、次のほうに移りたいと思います。子育てに関することでファミリーサポートセンター、

この事業についてしっかりと事業形態のことも調べていただきまして、大変分かりやすく、あり

がとうございます。それで、全国的には、先ほどお話ししたのですけれども、道内でも結構ある

のではないかと思うのですけれども、サポートセンター事業を開催されているところというか、

やっているところはどれぐらいあるか、ちょっと教えていただきたいのですけれども。 
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〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 直近の数字ではないのですけれども、道内では64か所運営していると

ころがあるみたいで、直近は増えているかもしれないですけれども、ちなみに日高管内ではどこ

の町もまだやっていないというような状況です。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 64か所ですか、されているということなのですけれども、実際どういう形

態というのですか、町で直営でやっているだとか、様々あると思うのですけれども、そこの点ち

ょっと教えていただきたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 壇上でも、町が主体として運営する場合と委託ですとか、そういう部

分があるような形なのですけれども、委託が34か所ぐらいで直営が30か所ぐらいというふうな、

これも先ほどの64か所を基にしていますので、現在はちょっと差異があるかもしれませんが、押

さえている数字はそうなっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 町も30か所もやられているということで、しっかりと町も行っているのだ

なというのがよく分かりました。 

 それで、子どもを預かる場所、これは基本的にマンツーマンでやるものですから、会員のお宅

で預かるということだと思っているのですけれども、ほかにどのようなところで預かることがで

きるのか、その点についてもお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) うちの町でもし実施したとすれば、児童館も小学校になる前のお子さ

んの受入れ等も行っていますので、児童館ですとか、子どもの安全が確実に確保できる場所での

支援というふうな形に、最近ちょっと耳にはしないのですけれども、どうしても全国的に見ると

家庭で支援を受けて犯罪等があるという部分も聞いていますので、そこら辺は慎重に扱っていか

なければと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) ファミリーサポートセンター事業の部分で調整役というのかな、相互援助

活動の調整等の事務を行うアドバイザーということなのですけれども、このアドバイザーについ

ては何か特殊な資格等は必要なのでしょうか。 

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) 国の要綱上は特段そういうものは表示されていません。ただ、子

育て支援員研修というのがありまして、その中を受けている方がよりベストだと思いますし、例

えば保育士さんだとか看護師さんだとか、そういう方がなっていただくのが最もベターになるの

かなとは考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) ファミリーサポートセンター事業が開始に至っていれば、町内でもそうい

う方がいらっしゃるということは速やかに開始ができるのかなと思って確認をさせていただきま

した。 

 それで、私も分からない部分がいっぱいあるのですけれども、仕組みで１回目に依頼会員と提
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供会員が話合いで合意が得られて、援助活動がスタートすると。そしたら、次にまたぜひ１時間

頼みたいというときには、依頼会員が提供会員に直接お電話したりだとか、アドバイザーを挟ま

ないでやるという体制で考えていてよろしいのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) １回目のときに支援等依頼をする方、どういうふうなものを求めるか

ということをよく聞いて、マッチングする部分というのが、そこは委託をしていたり、市町村が

主体でやっているような部分になると思うのですけれども、まず１回目をやって問題なく信頼関

係が築かれて、この方であれば頼めるなということになれば、２回目以降は直接やり取りをして

お願いするというふうなことになると思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 事業形態、預かる場所だとか仕組みについては、しっかりと丁寧にお話し

していただけましたので、分かるような気がします。 

 大事なのは町の考え方なのですけれども、今回福祉部内でプロジェクトチームを立ち上げて、

子育て支援で子供の預かり場所についても協議をされているということでお聞きしました。それ

で、具体的にどういう内容の協議を今されているのか、どこまで進んでいるのか、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) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 今回町長とかの許しを得まして、保健福祉部内でプロジェクトチ

ームを設置させていただきました。その中で何を一番最初にやりたいかというと、子育て支援事

業というのはうちの町実はたくさん種類的にはございます。ただ、それが各課の縦割りになって

いて、横のつながりがなかなか取れないという状況で、何が不足していて、こうすればもっと効

率的にできるのではないかということ、それから町民が何が必要だというところが縦割りになる

とどうしても見えない部分があって、お話、協議をすればこんなこと簡単にできるというところ

があると思っていますので、その点検、検証をしたいということもありまして、プロジェクトチ

ームをつくらせていただいております。 

 特にうちの町では、今産科がございませんので、産科がないということで産前のできること、

それから産後のケア、この部分については若干弱いかなというところがありますので、ここも強

化していきたい。その前の段階についても町としては支援策たくさんあるのですけれども、一本

化になかなかつながっていかないという状況もありますので、そこも皆さんが分かりやすいよう

な状況にするように、プロジェクトチームで検証しながら、よりよい子育て支援政策ができるよ

うにということで立ち上げさせたものでございますので、今後話合いをして、いろんな部分で検

討させていただいて、いいことであれば最終的には予算等の計上をさせていただいて、議会の皆

様にも協議をいただければなと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 子育ての預かり場所についての協議というのは、具体的にまではいってい

ないという認識でよろしいのでしょうか。 

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) ファミリーサポートセンターだけの話をすると、預かりがそれだ

けということでは我々も思っていません。例えば保育施設の一時預かり、これも制度的にはござ
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いますが、その利用がなかなか利用しづらい形態になっているということもありますので、そこ

を、補助のこともあるのですけれども、うまく利用できないかということも一つの方法かなと思

っていますので、それらも含めて今検証させていただいておりますので、先ほど壇上で課長も御

答弁させていただきましたけれども、もう少しお時間をいただいて対応させていただければなと

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) しつこいようなのですけれども、その検証についてはいつ頃とかというめ

どというのは、部内ではそこまでは考えていなくて、今協議の真っただ中だということで、どの

ように受け止めていいのか、その辺。 

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) プロジェクトチームとして全てが整ってから提案したいとは思っ

ておりません。できることから提案をさせていただきたいと思いますので、早ければ新年度予算

にも対応できればなと思っておりますし、もう少し時間かかるものであれば、いろいろ協議をさ

せていただいて対応していきたいと思いますので、お時間と言われると、期限を切ってというこ

とではなくて、いろいろなことを検証しながらよりよい方法を出していきたいと考えてございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました。最終的に町民のニーズに応えられるような体制をつくって

いくということは私も大賛成ですので、ぜひその辺町民の声もお母さんの声も聞きながらしっか

り取り組んでいきたいと思うのです。 

 それで、最後の事業に取り組む課題ということで、先ほどお話をしてくださいました。様々い

ろいろ問題点、こういうことが心配だ、ああだこうだといろいろと並べてというのか、お話をし

てくださいまして、確かに皆さんの心配というのはすごく、初めてやるということはそういうこ

となのだろうなと思っているのですけれども、私は基本的にお互いに、こういう仕組みというの

は町で初めてです。今まで保育所があったり、そこに子供を預けて安心だということで、保育士

さんがやっていただいているのですけれども、この仕組みというのは預けたい方と預かる方の相

互信頼でされるシステムになっていますので、こういうシステムというのはなかなか珍しいシス

テムだなと思います。これを現実にできると子どもを育てるお母さん方に対して、私たち高齢と

言ったらおかしいのですけれども、年配の人方が若い人と別な形で子どもを育て、町民が子ども

を育てていくシステムにもなっていくのではないかと思うのです。 

 私も以前ほかの地域でこのサポート事業を経験された方にお話聞いたら、最終的には信頼関係

なのですというお話をされておりましたので、このサポート事業だけでなくて、先ほど言ったよ

うにお母さん方がちょっとの時間でも子どもを預けて買物も行きたい。ちょっと子どもを預けて

上の子の病院行きたい。本当に様々なことで利用したいというお話はされておりましたし、この

新ひだか町においてもぜひ子どもの育てやすい新ひだか町になっていただきたいなという思いで

お話をしてくださいましたので、ぜひ早めに、ゆっくりというわけにいかないのですけれども、

早めにお母さん方のニーズに応えられるような体制を、何って限定はできないのですけれども、

ぜひやっていただきたいなという思いでおりますので、町長、よろしくお願いします。そういう

部分での意見あれば。 
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〇議長(福嶋尚人君) 質問だったのですか。 

〇13番(建部和代君) すみません、もし何か意見がありましたらと思ったのですけれども、ない

ですか。分かりました。 

 では、そういうことで質問を終わらせていただきます。答弁ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩 午後 ２時００分 

                                            

再開 午後 ２時１８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。 

 ９番、城地君。 

〔９番 城地民義君質問者席へ〕 

〇９番(城地民義君) それでは、一般質問をいたします。２件について質問したいと思います。 

 １点目でございますが、｢豪雨災害に備えた河川の防災・治水対策について｣でございます。近

年の異常気象により、北海道内の各中小河川においても氾濫などによって甚大な被害を及ぼして

いるところでございます。本町におきましても、河川、道路等の施設に被害を受けまして、早期

の災害復旧事業として計画、実施されているところでございます。今後も想定を超える災害をも

たらす可能性もあり、十分な対策が必要であると考えます。河川の被災については、流木等によ

る橋梁での河道閉塞や土砂流出等による河床上昇等が大きな原因として挙げられております。町

内には北海道管理河川、町管理河川も含めまして26か所の河川がありまして、河川管理上段階的

な対策が必要と考えておりますが、次の点についてお伺いをしたいと思います。 

 １点目でございますが、北海道管理河川の２級河川静内川の河口から３キロ地点、いわゆる目

名合流地点間の低水路敷地内の維持管理のため、中州にある立木伐採、河道掘削対策の現状と流

下能力向上を図る水利計算上、流出断面積確保対策についてご質問いたします。 

 また、高水敷や漁業に影響を及ぼす漂流、漂着しております流木撤去対策などの河川管理者と

の協議の経過について伺います。 

 ２点目でございますが、同じく北海道管理河川の２級河川真沼津川は、現在河口側から改修計

画中でありますが、現状を踏まえますと相当な期間を要すると思われるところでございます。そ

れで、現状での完了見込み年度、事業規模、課題が非常に多いわけですけれども、その対策はに

ついてお伺いをいたします。 

 もう一点、大雨時、周辺住民より床下等冠水の心配の苦言が非常に多いところでございます。

流路延長約3.6キロメートルありますが、これも流下能力確保のための定期的な維持管理対応が必

要であると考えます。河川管理者との協議経過についてお伺いをいたします。 

 ３点目でございます。町管理河川の普通河川の橋梁に係る橋台、橋脚に流木が付着をし、河道

閉塞により流出を阻害している現場が多いところでございますが、橋梁への二次災害防止のため

にも流木撤去対策をする必要があると思いますが、その考えがないかお伺いいたします。 

 ４点目、大雨などで河口や海岸に漂着した流木撤去費用の国の災害認定、いわゆる災害査定を

受けた場合に２分の１補助がありますが、これらへの取組についてお伺いをいたします。 

 ６月28、８月11、８月16日の大雨被害状況に関連する町内観測所ごとの時間ごと降雨量データ

についての資料を要求いたします。 
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 大きな２点目でございますが、｢ＪＲ日高線跡地等活用の状況について｣でございます。本件に

つきましては、2021年４月にＪＲ日高線が廃止をされてから、町内に残る駅舎、宿舎、線路跡地

等の利活用状況について現在までのＪＲ北海道との協議の経過についてでございますけれども、

そのうちの１つでございますが、現在までの転換交付金の地域振興費の活用実績についてお伺い

をいたします。 

 ２つ目、今後の利活用策、そして保存への取組についてお伺いをいたします。 

 ３点目、近隣町との広域的な取組をしているのかどうかについてお伺いをしたいと思います。 

 ４点目でございますが、ＪＲ北海道が日高本線の鵡川から様似間の廃止後の活用対策を募って

おりますが、その中でイノベーションプログラムを実施するとうたっております。これらについ

て各町との事前協議があったのか、そしてまたこの件について当町としての考えについてお伺い

をいたしたいと思います。 

 以上、２点についてご質問いたします。御答弁方よろしくお願いいたします。 

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) 城地議員からの御質問の大きな項目の１点目、｢豪雨災害に備えた河川

の防災・治水対策について｣御答弁申し上げます。 

 最初に、１点目の２級河川静内川の河口から目名川合流地点までの中州にある立木伐採、河道

掘削の維持管理の現状と流下能力の向上を図るための断面積確保の対策と高水敷や漁業に影響を

及ぼす漂着した流木撤去対策など、河川管理者との協議経過についてでございますが、静内川の

樹木伐採及び堆積土砂の除去については、北海道に確認したところ、河川の維持管理として平成

26年度から毎年実施されており、令和２年度までに河口から1,190メートルまで実施されていると

伺っております。静内川の水位を観測している目名水位計において、８月16日に氾濫危険水位を

超える6.71メートルを記録しており、静内市街地を対象に避難指示を発出したところであります

が、観測地点における静内川の計画洪水位は7.36メートルであり、築堤高としてはさらに1.2メー

トルの余裕高を加えた8.56メートルで完成されているものでありますことから、計画時に想定さ

れている計画洪水位の65センチ下まで水位が上昇したものとなっております。 

 御指摘の目名川合流付近までの立木伐採と堆積土砂の除去は、約1,800メートル残っております

が、早急に今回の事象が発生した原因について北海道と町で情報共有しながら効率的かつ効果的

な対策を検討し、洪水対策に取り組んでいくことについて先日北海道に確認しているところであ

りますので、御理解をお願いいたします。 

 また、中州などにとどまっている漂着した流木対策につきましては、現在現状確認を行ってい

るところでありますが、今後樹木伐採や堆積土砂の除去と併せて有効な対策を検討することで協

議を行う予定でございます。 

 次に、２点目の２級河川真沼津川改修の現状での完了見込み年度、事業規模、課題とその対策

についてでございますが、北海道は５年に１度、事業の再評価を行っておりまして、今年度の見

直しにより、真沼津川の改修工事の完成予定年度は令和22年度から令和29年度に変更する予定と

伺っております。 

 また、事業規模についてでございますが、計画延長は河口から静内中野町４丁目と静内神森と

の境にある西村橋付近までの3,330メートルで、治水安全度を50分の１年とし、計画流量を河口付
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近で毎秒55立方メートルとして計画されておりますが、平成28年までに浸水被害などの発生頻度

が高まっている状況があったことから、早急に対策を進めるために暫定断片により河積を広げ、

治水安全度を18分の１年、流下能力を毎秒38立方メートルとする暫定計画により被害の軽減を図

る方法で現在工事が進められております。将来的には、さらに計画断面に河積を広げるために施

工すると伺っております。 

 工事の進捗状況は、令和３年度までに河口側から566メートルで駒場橋と山手北８条橋の中間付

近まで工事が完了しております。令和４年度は、令和３年度の完了地点から山手小学校グラウン

ド横の歩道橋となる柏台４条通橋までの約340メートルの工事を予定していると伺っております。 

 事業実施に対しての課題と対策につきましては、橋梁の数が多いことが事業期間の長期化と事

業費の増加原因となっており、事業内容の見直し、検討をしながら進められておりますが、町も

協力し、事業の早期完成を目指しているところでございます。また、河川管理者との協議につき

ましては、例年実施しております社会資本整備推進会議において河川改修の早期完成と河道内の

埋塞土の早期除去を継続して要望しておりますし、維持管理対応といたしましては室蘭建設管理

部門別出張所と現地確認などを行いながら、土砂の堆積や樹木などの繁茂により河積が阻害され

ている箇所について応急処置を依頼するなどの対応を行っております。 

 次に、３点目の橋梁への二次災害防止のためにも流木撤去対策をする考えはないかについてで

すが、通常の河川パトロールにおいて流木などにより河道が閉塞し、周辺に越水する可能性が確

認された場合には、次期出水までに流木の撤去や堆積土砂の除去を行っております。また、異常

気象による大雨の予報がある場合には、町内業者に依頼し、速やかに対応すべく事前準備をして

いるところでありますが、異常出水があった場合には随時道路及び河川のパトロールを行い、各

施設に異常がないか確認しており、橋台、橋脚に流木が付着することによる落橋の危険や河道閉

塞による越水などのおそれがあると判断された場合には、流木の除去や土のう設置などの対応を

迅速に実施し、周辺住民の安全の確保に努めているところでございます。 

 次に、４点目の大雨などで河口や海岸に漂着した流木撤去費用の国の災害認定２分の１補助制

度への取組についてでございますが、海岸保全施設の機能を阻害する漂流物を除去するために平

成12年に創設されております災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業につきましては、海岸

保全区域内に漂着した1,000立方メートル以上の物が採択要件となっておりますが、海岸管理者が

事業主体となるものでございます。現在1,000立方メートル以上の漂着物が確認されておりません

ことから、本事業実施の取組はありませんが、今後堤防、離岸堤などの消波機能の低下や水門の

排水機能の障害などの事象が発生した場合には海岸管理者である北海道が予算を確保し、漂着物

の除去などを実施すると伺っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〔企画課長 樋爪 旬君登壇〕 

〇企画課長(樋爪 旬君) 城地議員からの御質問の大きな２点目の｢ＪＲ日高線跡地等活用の状

況について｣御答弁申し上げます。 

 最初に、御質問の１点目、現在までの地域振興費の活用実績についてですが、池田議員への答

弁と重複しますが、地域振興費につきましてはＪＲ日高線廃止後のまちづくりに対する支援金と

してＪＲ北海道が日高管内７町に対し５億円を拠出したものでございまして、新ひだか町ヘはそ

のうち１億224万円が配分されたものでございます。そこで、現在までの活用実績ですが、さきの
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６月補正予算で計上しました三石海浜公園のセンターハウス配管設備更新事業の財源として

670万円を充当しており、残りの約9,500万円の使い道についてはターミナル整備など静内駅舎の

改修をはじめ、地域振興となるよう活用事業を検討していく考えでございます。 

 次に、２点目の今後の利活用策、保存への取組についてですが、静内駅舎については現在取得

に向けＪＲ北海道と協議を進めているところでございますが、その活用方法としましては、昨年

の12月に静内高校の生徒さんから受けたプレゼンテーションの内容などを参考に現在利活用に関

する具体的なプランをまとめているところであり、今年度中には方向性を出したいと考えており

ます。また、線路跡地やそのほかのＪＲ施設の活用策についても静内駅舎の利活用と並行して検

討を進めていきたいと考えております。 

 次に、３点目の近隣町との広域的な取組についてですが、広域的な取組としては、例えばサイ

クリングロードやフットパスコースなどを整備してほしいという声もございますが、現在は各町

が個別に検討している状況でございます。 

 次に、４点目のＪＲ北海道によるイノベーションプログラムについてですが、当該プログラム

に係る情報はＪＲ北海道から事前にいただいておりましたが、アイデアを広く募集するというこ

と以外、詳細は決まっておりませんでした。現在管内各町とＪＲ北海道において、ＪＲ資産の利

活用や必要箇所の取得に向けた協議を進めているところですが、ＪＲ北海道からは各町の利活用

策を優先し、事業を妨げることはしないという確約はいただいているところでございます。また、

アイデア等の応募があった場合は各町へ情報提供いただけることになっております。今後アイデ

ア等が応募された旨の情報提供があった場合は、事業内容を精査し、新ひだか町として不利益が

ないようＪＲ北海道と協議していきたいと思いますし、当町としてのＪＲ資産の利活用や必要箇

所の取得に向けた協議を早急に進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 答弁ありがとうございました。まず、１点目のほうから河川関連について

再質問させていただきます。 

 答弁ありましたけれども、静内川の河口から目名の合流点まで約３キロありますが、この間で

の今日まで北海道が河川管理者として維持管理対策をしたのが1,180メートルで、その間平成26年

から令和２年、一昨年ですね、約７年間になりますけれども、確かに私も気になって現状を見て

おりますけれども、この７年間で河道掘削というのは私はあまり見ていないのですが、町として

どのくらいの河道掘削、概略で延長でもいいのですけれども、やっているのか分かれば教えてい

ただきたいのと、それから特に低水路の中州にある一番問題のある柳だとかハンノキ、この部分

の伐採はしましたけれども、また再生しているというような状況でございます。この影響がない

とは言えないと思いますけれども、これらを北海道は管理者としてやったけれども、この1,180メ

ートルのその後の状況について町で確認状況を、概略でもいいですから、お答えを願いたいと思

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) 御質問に御答弁させていただきます。 

 まず、堆積土砂の掘削なのですけれども、過去に２年ほど実施されていると聞いております。

また、その２年間のほかは立木の伐採ということで実施されているようなのですが、これまでは

維持管理という形で実施されているので、あまり長い延長ですとか、掘削土量についても非常に
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少ない状況だったということは町のほうも確認をして認識してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) そのとおりだと思います、私も現地見て。それで、ただいま答弁ありまし

たその件についての中身のほうも含めて、目名の合流点、答弁にありました築堤高８メートル56、

これは１メートル20のクリアランス、要は余裕高を持っておりますけれども、今答弁あった築堤

高８メートル56から１メートル20のクリアランス、余裕高を引いた分、７メートル36、これが計

画洪水位という数値でよろしいのですか、改めて確認します。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) おっしゃるとおり、これが当時のその場所での計画洪水位高というこ

とになります。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それで、計画洪水位の水位が７メートル36です。そうすると、先ほどの答

弁にあった65センチ下回っていたということですから、今回の一番ピーク時の大雨時には、７メ

ートル36から65センチ引きますから６メートル70が洪水位の水位だと、こういうことだと思いま

す。私が調べた段階での目名の中間地点の築堤高は８メートル77と思いますけれども、21センチ

ぐらい違う。それはいいとして、トータル的に今回の大雨の状況を見ますと築堤から約２メート

ル下がった地点がピーク時の水位だと判断してよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 目名水位計の位置についても計画洪水位から65センチ下がっておりま

して、計画洪水位からさらに1.2メートルが築堤の高さということですから、１メートル85センチ

が築堤までの高さ、天板の高さまで余裕があったということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 場所によっては、先ほど言いました２メートルぐらいの余裕高はあったと

判断できると思いますけれども、それで洪水時の低水敷の先ほど最初に言いました土砂の堆積、

河床が上がっていると、当初の静内川の築堤、河川計画をした時点での低水敷と高水敷というの

がありますけれども、高水敷は今パークゴルフだとかテニスコートだとかやっておりますけれど

も、これは別にして、低水敷の部分の河床の上流からの土砂の堆積、それから中州になってしま

った部分の柳だとかハンノキの茂み、これの状況を見ますと、現在と比較すると当初北海道が静

内川として築堤をして防災対策のために断面を設定してやった部分の低水路の部分なのですが、

この部分は柳とかハンノキ等の木の中州での育ち、育つことによっての損害、それから上流から

の土砂の流出対策、これによって私は少なくとも25％から３分の１ぐらい、大雨時に流下能力が

停滞していると考えますけれども、町としてどう認識しているかお伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 正確に計算はしていませんので、はっきりとしたことは申し上げられ

ませんけれども、静内川の流域から水が流出される量というのが全体計画で毎秒3,000立方メート

ルなのです。それで、高見ダムで800立方メートル抑えることができて、静内川の河口まで来るの

が2,200立方メートルと計画値としてはあります。河川の幅としては、河口へ来るといろいろ幅が

変わるのですけれども、大体の幅が400メートルほどありまして、低水路がそのうちの200メート

ルぐらいになっています。その2,200立方メートルが流れてくる量を50年に１回の洪水対策として
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見込まれる水量になっていますけれども、それが先ほど言った洪水位の高さということで計画が

されております。確かに私たちも低水路が洪水位の大体２メートルぐらい下が河床になるのです

けれども、そのうちの多分７、８割は埋まってしまっているということで、かなり河川全体の断

面積としては阻害されているのだろうとは思っています。今回65センチ洪水位から下がっていた

ということを逆算すると、大体全体の量からするとまだ２割ほどの余裕があったということで、

今回は何とか大きな被害にならずに済んでいるのではないかという形で、今は我々もそういった

考察をしながら、今後北海道と協議をしていきたいと考えています。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 認識は同じ認識だと思います。それで、質問でも言いましたように、上流

からの流木の流れたものに対する海ヘの流出、現実に見ますと静内橋の橋脚、アバットあるいは

ピアに引っかかっている分、それからＪＲ日高線の鉄橋の橋脚、ピア等に相当な流木が引っかか

っていると。引っかからないやつはみんな海のほうに流れていって、海岸に流れているという状

況です。これは自然ですから、全てパーフェクトにやるというのは難しいですけれども、そうい

った状況下にありますので、低水路は難しいですけれども、高水敷、テニスコートだとかパーク

ゴルフ場だとか、いろいろ町で公共施設立地していますが、その上流側あるいは下流側にあるも

のについては協議されているということだと思いますけれども、速やかに撤去していただくとい

うような方向を進めていただきたいと、これはやっぱり早急にやるべきだと考えておりますので、

その点について再確認いたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 壇上の御答弁の中でも、先日北海道とそういった要望、協議をさせて

いただいているということでお話しさせていただいていますが、９月８日になるのですけれども、

室蘭建設管理部の副局長、以前の名称で言うと土木現業所の所長という地位の方になりますが、

その方のほうに町長と、それから総務課長と私と一緒に要望に行きまして、現状の流木の状況で

すとか、中州の堆積物の状況ですとか、そういった写真と、それから図面等をもって詳しく説明

をして、今後の対策についてお願いしてきたところでございます。今のところ、はっきりとした

対策をこうする、ああするとかというのはまだいただいていないのですけれども、なるべく早い

時期に再度また協議を求めて、今後の対策について一緒に情報提供しながら有効な対策を考えて

いきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 協議のほうを十分対応していただきたいと思います。 

 それで、先ほど課長も言いましたように、静内川については北海道電力もあって、発電する電

力のダムでございますけれども、先ほど課長が言っていました流量計算では50年確率で50年に１

度の大雨ということでこういった施設が出来上がっていますけれども、この中で先ほど言った全

体では毎秒3,000トンが流れる河口周辺の流量です。しかしながら、高見ダムから来る北海道電力

の電気発電している部分のタンク貯水、これが約800トンを小口に流す要領で800トン出ています

ね、毎秒。その3,000から800引いた2,200トン、これが通常の大雨時の静内川の低水路と高水敷の

築堤の余裕を見た、クリアランスみた断面で流れるようになっていると思う。 

 そこで、今回はダムのほうからも放流されて、氾濫のことも踏まえて考えていた防災対策だと

思いますけれども、通常2,200トンで流れれば十分、800トン出てこれませんから、北海道電力の
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高見ダムから放流する800トン、この放流がなければ相当数の雨が、時間降雨量が降っても十分余

裕がありますけれども、何といっても高見ダムがありますから、これが氾濫危険水位になると少

しずつ放流するということになっていますけれども、今日まで、分かる範囲でいいのですけれど

も、今回のような放流で冠水したということは私がこちらにお世話になってからはなかったと思

うのですが、過去の経緯を見てどういった時期にどういうような状況になっていたのか、改めて、

分かれば質問したいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 流量の考え方についてといいますか、水量については城地議員おっし

ゃるとおりなのですけれども、北海道電力のダムについては治水ダムではなくて電気を発電する

ための営業用のダムということですので、ほとんど貯水量というのは見込まれないというダムに

なっています。今回は高見ダムについては非常にぎりぎりまで北海道のほう抑えてくれたという

ことで、大きな放流はなかったと認識しておりますし、聞いております。今回の原因としては、

北海道と、それから北海道電力とも私も協議させてもらったのですけれども、短時間で山間部に

おいて集中豪雨があったということが今回のまず一つの原因なのだろうと思います。お配りして

いる観測上ではっきりとした数字というものが現れてこないというのが現状なのですけれども、

最近の雨の降り方としてはゲリラ豪雨ですとか線状降水帯というふうな形でピンポイントで降ら

れるということが多いものですから、観測所ではっきりと数字が出てこないというのが最近の傾

向になっています。過去10年ほどのこれまでの雨と、それから静内川の水位ということについて

は私も整理をして検証させていただいていますが、これまで多かった雨というのは平成28年の雨

になるのですけれども、そのときの静内川の水位と比較しても、そのときは氾濫注意水位までに

は至っていなかったというような現状ではありました。今回は、繰り返しになりますけれども、

短時間集中豪雨があったということでこれまでの雨とはちょっと違ったのではないかと考えてご

ざいます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 経緯分かりました。それで、先ほど大雨の資料をもらいましたけれども、

大雨の24時間雨量は通常の大雨で130ミリですから、24時間に。普通の大雨だという。しかしなが

ら、時間降雨量がこのデータ見ますと昼間の12時で最大で28ミリだとか、その前の11時に15ミリ

だとか、２時間ぐらいで集中的に雨が降ったということです。これは普通の大雨時に豪雨が降っ

た時間というのを数値のデータで、今回今言ったように観測所のないところのほうがあったので

ないかということ。それは私も分かりませんけれども、そんなに極端に多い雨ではない。24時間

雨量については130から140ですから、通常は180とか200ミリでもって初めて高水敷等に冠水する

のが普通ですから、それは今後また課題としてお互いに検討するべきだと思います。 

 そんなことで、今必要なのは河口から目名の合流点、これまでの約３キロ、そして既に1,080メ

ートルをやったのですけれども、また元に戻っている現状、それから未施工の部分1,800メートル、

これを早急に河川管理者にさらに強く要請して、少なくとも本町の市街地に冠水しないような状

況で早急に行政として協議を図っていくべきだと。そのためには、課長も言っていました必要な

写真だとか、災害には写真が一番必要ですから、写真をもって紙上に添付して、本庁のほうの河

川課、今河川課となっているかどうか分かりませんけれども、北海道庁の本庁まで行って資料を

もって協議するというのが必要だと思いますけれども、その点いかがですか。 
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〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 本庁の河川課に行ってということで、非常に貴重な御意見かなと思い

ますが、まず立木の伐採もそうですし、中州の堆積土砂を取り除くためには、概算ですけれども、

もし3,000メートル全部同じぐらいの量があるとすれば、大体ですけれども、100万立米ぐらいの

土量になります。その土をどこで処分するかということがまず大きな問題になってまいりますの

で、それについても町のほうでもいろんな捨場、利用できる土地を提供するために考えていかな

ければならないというのが問題が１つあると思います。それと、例えば環境保護団体の方ですと

か、あるいは河川を掘ることによって漁業への影響ということも考えなければいけないと思いま

すので、そういった関係者の方との対話の中で理解を求めていくということも今後課題になって

いくと思いますので、そういったところを町ができることを整理しながら、また北海道のほうに

要望していきたいと思いますので、御理解をお願いいたしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 静内川については課題多いですけれども、治水安定のためによろしくお願

いしたいと思います。 

 次に移ります。真沼津川の関係ですけれども、真沼津川について御答弁ありましたけれども、

進捗状況について当初令和22年までの計画が令和29年へ変更されたと、さらに７年間ぐらい完成

が遅れるということでございます。これにはいろいろ事情があるから、それはそれとして、早期

完成を望むものでございますけれども、この説明の中で事業規模の中で治水安定度、いわゆる確

率の問題ですけれども、50分の１、50年確率が18分の１、18年に１回の雨による暫定断面計画で

当面はやっていくのだと、そして18分の１の18年確率で当面は毎秒38トンの流下能力を考えて、

将来は当初どおり50年確率の毎秒55トンでいくと、こういうことの説明があったわけですけれど

も、事業の現在の中身のほうなのですが、聞くところによると用地の問題だとか支障物件の関係

でまだ地権者との関係がスムーズにいっていないのだというようなことなのですが、町もその辺

担当者としても苦労しながら対応されていると思いますけれども、現状はどうなのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 用地補償の関係の交渉については、基本的には北海道が実施されてお

りまして、町のほうはお手伝いとしては地権者の方との連絡を取るために間に入って行うという

ことが主なお手伝いの内容になっております。地権者との交渉内容については、私たちも詳しく

はお聞きしておりませんので、ここではちょっとお答えすることができないということで御理解

いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 私は、関係する地権者からそう聞いておりましたので、それもあるのかな

と思いますけれども、ここの真沼津川につきましても先ほどと同じように、静内川と同様に維持

管理の状況を確認して、大雨が降ったら、近いものですからトラックで見させていただいていま

すけれども、令和22年が７年延びて令和29年に完成が遅れると、これは課題があるから仕方ない

のでしょうけれども、それまでの間、現在の真沼津川の３面張りの３面、いわゆる側壁と底あり

ますけれども、この水路の日常の維持管理が、３日前に私見てきましたけれども、水路の下の草

刈りの部分が相当伸びています。それから、下に堆積している土砂が、目視ですけれども、30や

40あると思います。この分を維持管理すれば十分な断面は確保できるし、今回の大雨でもオーバ
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ーフローはしませんでしたけれども、十分安心して、町の職員があの辺の真沼津川の水路を見回

りしなくても十分流れてくるような状況だと思うのですが、それはなぜかというと、結局あれだ

けの草が生えて雑草が生えていると流速が３分の１落ちます。それから、断面も…… 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、質問をもう少し簡略にしてください。 

〇９番(城地民義君) したがって、その部分の流下能力が足りないわけですから、そういった維

持管理を管理者にさらに定期的に、例えば年に２ないし３回やるとしていけばそんなに氾濫する

状況ではないと見ていますけれども、町としての見解はどうでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 定期的にやっていただけるということはすごくいいお話だと思います

し、そうなってほしいなと思うのですけれども、今のところは河川管理者である北海道が定期的

なパトロールをしながら、異常があるところについては堆積土の土砂等の撤去をしていただいて

いるところです。今回も６月と８月に大雨がありましたので、その状況を踏まえて数百メートル

実施していただいているところもございます。町の河川とか小さな沢から出てくる土砂もあるも

のですから、それが一つの原因にもなるというところで、災害復旧の際も修繕費などを使いなが

ら町のほうも併せてそういった堆積土砂の除去を一緒に行いながら実施しているところでもござ

いました。これからも真沼津川の状況を確認しながら、要望を門別出張所のほうに細かくしてい

きたいと思っておりますので、御理解をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 課長の言うのは分かりました。ただ、北海道の真沼津川の河川の標準断面

あるのですが、ここでは毎秒20トンないし16トン、河口周辺で流れるような計算になっています

けれども、先ほど私が言った雑草のあれだけの背丈のものが生えていることによって流量、流速

が阻害される。断面不足だ。これは、当初までもいかなくても、少なくとも３分の１くらいはさ

らに流量がのめるようなダムが十分あるのですから、なぜかといったら、維持管理をすればいい

わけです。そんな難しくありません。草刈りして、それから土砂を全部とは言いませんけれども、

やれば住民が床下、床上の冠水なんていうことは心配ないような状況で、この管理を徹底してや

ってもらうように、先ほどの件と同じですけれども、北海道の職員が実際に現地見ているのかと

いうのが私不思議なのですけれども、その辺りは災害、大雨が降ったときに速やかに来ているの

か、それとも町からあって、何日か後に来ているのか。どういう調査をしているのでしょうか、

現状は。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 今真沼津川を管理しております門別出張所のほうも管理河川が範囲が

非常に広いということで、直接大雨のときに新ひだか町まで来て実際の場所を見るということは

少ないのだろうと思います。そこで、委託をしております民間のほうが状況を常に確認をして、

写真を撮ったりですとか、水位の状況を常に門別出張所のほうに報告していると伺っております。

今回非常に大きな雨があったということで、私も門別出張所の所長さんと一緒に現地を確認しな

がら今後の維持管理についても現地でお話をして要望してもいますので、これからもそういった

ことがあるごとに要望はしていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 住民が安心して生活できるようによろしくお願いいたします。 



 － 45 － 

 では、次に移ります。３点目の件なのですが、普通河川の関係でアバットとかピアの関係です。

橋脚の多いところで流木が付着し、阻害をしておりますけれども、この部分について御答弁あり

ましたけれども、特にアバットのほう、橋台のほうの部分に流木が流れ着いていて、それで阻害

されて橋台の上流側のほうにリュウシが変わって、決壊されて護岸が流れて災害になると、こう

いうのが多いのです。現実もそうです。だから、この辺りのところ、大変でしょうけれども、大

きな流木、そういうところは一層現地を把握しながら見ていただきたい。これは、３点目といい

ましても、北海道の今言った真沼津川についても同じだと思いますけれども、普通河川について

はそういった方向で現場をよく見て、二次災害起こらないように対応していただきたいと考えま

す。 

 それから、４点目の河口に流れてくる大量の大木についてですけれども、現状としては今答弁

では1,000立米以上のがなければ災害最低の対象にならないということでございますけれども、実

際に流れてしまうと海の方向に行ったり、サケの定置網に引っかかったり、  のます網に引っ

かかったり、いろんなところに引っかかって漁業者は困っているわけですから、なるべくそうい

った部分については特に目視で見られる流木等については撤去するようにすべきだなと、こう考

えておりますけれども、先ほど答弁ありました北海道では海岸で１万1,000立米の流木については

なかなか該当にならないと言いますけれども、それ以外の現状で海岸に漂流している流木につい

ては自然に波が来たら流れていってしまうというのがあるのですけれども、特に本町の海岸線、

鳧舞から静内までありますけれども、それらについては海岸管理者は北海道ですよね。今回の場

合もどのような考え方でいるのか、協議されているのかどうか含めて、されていれば答弁願いま

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) 建設海岸ということになりますけれども、私たち建設課もそうですが、

町の水産林務課あるいは生活環境課とお互いに現地の状況を共有しながら、漂着物がたまってい

るですとか、漁業への被害があるというふうなことが実際に起きているだとか、そういった情報

をなるべく集めて、そういった事象があった場合には速やかに北海道に報告して対応を検討して

いただくようなことで考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 河川管理についてはこれで質問終わらせていただきますけれども、新たな

工事をして拡張して河川工事をやってくれなんていうことでなくして、現状の河川の断面、当初

計画した河積の断面、少なくとも高水敷は別にして低水敷の断面の河積を確保してもらう。そし

て、それに関わる阻害されている雑物と言ったら変ですけれども、流木だとか雑草、これを定期

的にやってもらえれば…… 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、１番目終わった後、２番目の質問に。 

〇９番(城地民義君) トータルで言っているのです。そういうことで、改めて上部の機関に、管

理者に協議をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。これは、これで終わり

ます。 

 次、ＪＲの関係ですけれども、ＪＲの関係で御答弁ございましたけれども、これからいろいろ

とまちづくり等での懇談会も含めて協議するという中で進めていきたいというふうなあれですけ

れども、まず１つ目の転換交付金の関係ですけれども、本年三石海浜公園の部分で六百何十万円
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か配管工事をまちづくり債で投資したということですけれども、予算としては別に何も問題ない

のですけれども、あそこは営業していないところでもそういった交付金を使って振興になるのか

どうか、その辺のところをもし答弁できたらお願いしたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、それ６月の定例会でやったことですから、今回の部分と関係あり

ませんので。 

〇９番(城地民義君) その件について、振興費はそれ駄目だということではありません。目的等

も含めて、そういった部分の内容になっていたのかということ、なっていたらなっていたでいい

です。私はそういう認識でなかったから、確認の意味で。 

〇議長(福嶋尚人君) だから、それは６月議会で聞くことですから、ほかの質問してください。

６月議会で予算に上がった件ですから。 

 ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) では、答弁はしないということで受けます。 

 では、それ以外のメニューというのは今のところ、先ほどいろいろ答弁ありましたけれども、

全く今のところは振興費の使い道は考えていないと、静内駅舎の関連しかない、それ以外は全く

考えていないということなのですか。それもあるけれども、再度検討中だと、こういうことなの

ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 先ほど池田議員のところでもお答えさせていただきましたとおり、ま

ず静内駅舎の改修については進めていきたいということで考えております。それ以外については、

今検討中というところでの状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それで、静内駅舎の取得、あそこは観光センターもありますけれども、そ

の関連があると思うのですが、私はＪＲ跡地の関連でああいう駅舎関連については無償でと捉え

ていたのですけれども、そういう交渉もしていないし、それはないということなのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) 無償譲渡という話も初めの頃はあったのかというところなのですけれ

ども、現時点ではＪＲ北海道は有償譲渡ということで提案してきているというところでございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 今城地議員おっしゃったのは廃線に係る協議をし始めた頃のお話だと

思うのですけれども、明確に無償でお渡ししますというものを活字なりで出したことはないかと

は思うのですけれども、そのような受け取りができるような空気感でＪＲ北海道側からお話しし

ていた時期はあったのかなとは認識してございます。その後ＪＲ北海道の中でも国から追加で支

援等々いただきながらやっていく中で、財産も適正な価格で処理をしなければいけない、そこが

絶対条件になってきているところでございまして、土地については有償でと、ただ撤去費相当額

と相殺できるのであれば、現存のままお渡しすることは構いませんというようなことでやってお

りますので、現状町から一銭も持ち出しなしに取得する方法で協議は進めておりますけれども、

その代わり線路等々が残ったまま町がもらうような形になるのかなと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 
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〇９番(城地民義君) 私は今言った当初のことが頭にあったから、確認の意味でさせてもらいま

したけれども、そこで静内の駅のみならず、ＪＲ日高線、当町のエリアの中では駅はたくさん、

三石駅もありますし、東静内もありますし、本桐駅もあります。この辺りのことなのですが、も

ちろんそこには停車場もあるし、旧駅もある。それから、場所を見ると駅によっては方向転換す

るための線路も２本走ってありますというような状況で、見るべきものもあるなと思って見てい

ますけれども、これらについて確かに古いけれども、長年今日まで旧三石町、旧静内町の中でＪ

Ｒが多く活用されて、町民に非常に喜ばれていたＪＲの日高線なのですが、この駅の存置につい

て、確かに壊すことは簡単ですけれども、保存という意味で私質問しましたけれども、単なる駅

だけでなく、今言った方向転換する線路、それから駅の待合室も含めて乗り場、これらをコンパ

クトな部分がありますので、地域の関係する町民の意見を聞いて、今日まで今のところは何もな

いということなのか、そういうことも町民の意見を聞いてやるという考えはないのかどうか、そ

れを確認します。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 旧駅舎、待合所を含めて、正確に申しますとＪＲ北海道さんの所有の

ものと地域、我々町のほうで待合施設を造ったものとがございます。このうちＪＲ北海道さんの

所有下にあるものにつきましては、現在閉鎖ということで、安全対策、防犯対策もありまして人

が立ち入れないような形で処理されてございます。先ほど壇上から企画課長も申しましたけれど

も、他の廃線地域を見ますと、そこに投資をして積極的解体に向かう姿はなかなか期待できない

のかなと思いますので、恐らく当面、言葉が正しいかどうか分かりませんけれども、放置される

ような状況になると思います。一方、歴史的価値も含めて残す、残さないの話の中で、我々町民

の皆様にその視点で声を伺ったことは、かしこまって伺ったことはないですけれども、今までの

中でそういう声が強かったという捉えはございませんので、今町としてあそこの保存に向けて動

き出すような考えは現状では持っておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 地区の関係するところの意見は、例えばまちづくり懇談会等でもそういっ

た意見を聞くという今後の考え方は、そういう方向性ではいるということでよろしいのですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 改めて町から今の使わなくなった駅舎の取扱いについてアイデアなり

お声をいただきたいというアクションを起こす考えは、今のところございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 部長の考え方は分かりました。残念ですけれども、新たな視点で我々も考

えればいいことですから。 

 それで、次のことなのですが、特に静内駅も含めて職員のいた宿舎、職員住宅あるのです。こ

の辺りのところを町として、土地もあるのですけれども、特に静内は駅の近く、それから町のと

ころにもありますけれども、これらの利活用について改めて検討されたのか、古いのは古いけれ

ども、全く考えていないとＪＲと協議あるいは事前のお話合いをしたことがあるのかどうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 今恐らく静内郵便局裏にあるＪＲの社宅群だと思いますけれども、

我々当時気持ち的にはただで頂けるぐらいのこともイメージしながら、どうしよう、こうしよう
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という話はしていた時期がございました。ただ、だんだん年数たっていく中で、あそこを我々が

取得するとなれば、お金を出さずに取得するとなれば相当な距離数の線路敷地を現存のまま受け

取らなければならないような状況がございまして、要は土地の地価は安いのだけれども、線路等

の撤去費が相当数かかるというような土地のエリアの部分を町が引き受けるのであれば、今の郵

便局裏の土地と釣り合えばただで差し上げますというような話の流れなのですけれども、そうい

うことも踏まえながら、実際に内部でもいろいろ利活用については検討いたしました。静内中心

市街地と言われるようなエリアでもございますので、人が住むような、例えば宅地分譲ですとか、

そういうことも視野に検討はしたこともございます。ただ、国道から近いエリアということもあ

って、実際に地価も相当の額になりますし、そこに道路を敷設し、下水道を引きとなりますと、

それを民間ベースで宅地分譲したにしても相当な金額で売買をしなければペイはしないだろうと

いうことで、なかなかビジネスモデルとしては成り立たないだろうということもありまして、現

状その点については断念しているところでございます。その後特段別な活用方法について具体的

なアイデアも今ない状態でございますので、今その利活用についてＪＲ側と具体的に話を進めて

いることはございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 分かりました。市街地は何といっても固定資産税等非常にかかってくるわ

けですから、安易に受け入れることはできないと思いますけれども、今部長の言っている方向性

については分かりました。 

 最後になりますけれども、最後の質問の４点目にうたってありますが、関連なのですが、ＪＲ

北海道が廃線跡地の土地、それから列車運航時に使っていた線路、それから駅舎、ホームなどの

鉄道施設を提供、小売業、不動産賃貸業、ホテル業などのグループ各社と連携した取組を探ると、

いわゆるイノベーションの関係で出ていましたけれども、協力振興企業を募集しているというこ

とですけれども、この活用のアイデアの期限が11月30日となっています。先ほどいろいろ聞きま

したけれども、もうそんなにないわけですけれども、この時点でＪＲ側から協議があるような話

をしていましたけれども、これらの点の期限と町の現状での考え方の取組というのですか、それ

は今の段階でどう考えているのか、全く考えていないのか、ＪＲ北海道から何回かそれまでの間

にそういった協議がされてくるのか、最後に質問します。 

〇議長(福嶋尚人君) 樋爪企画課長。 

〇企画課長(樋爪 旬君) ＪＲが実施しているイノベーションプログラムについて、募集前の７

月に町のほうには事前に、内容の詳細はまだ決まっていないですがということで、広くアイデア

募集したいというところだけでまず御説明がありました。その後幾つか、壇上でも御答弁させて

いただきましたが、町で既にＪＲ北海道と協議させていただいている部分がありますので、そち

らのほうについては町の考えですとか、そういったものを優先していただけるということ。それ

から、何らかのアイデアがあった場合は情報提供していただけるということで話をしておりまし

て、現段階においてはまだ何も情報が来ていないということで、こちらのプログラムが11月末と

いうことで、それが締まってからまた改めて連絡があるのかなと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) いろいろと答弁ありがとうございます。これで終わります。 
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    ◎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。 

                                            

    ◎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２９分) 

 

 

 

 

 

 

 


