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    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

(午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、14番、池田君、15番、北道君を指名

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。 

 15番、北道君。 

〔15番 北道健一君質問者席へ〕 

〇15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２点ございます。 

 質問事項１点目は、｢みんなでまちをきれいにする条例の活用推進について｣でございます。平

成26年４月から、みんなでまちをきれいにする条例が施行されています。この条例の基本理念で

は、環境美化推進は町民が快適に生活を営む環境を構築するよう計画的に進めなければならない

とされております。また、５月及び９月は環境美化月間と定められております。そこで、条例の

活用推進について次の事項のお考えをお伺いします。 

 １点目は、町の責務として環境美化の施策を講じて推進を行っているかお伺いします。 

 ２点目は、町民に対して環境美化を推進するため、啓発や情報提供並びに産業廃棄物等の不法

投棄に対して指導を行っているかお伺いをいたします。 

 次に、質問事項の２点目ですが、｢町立病院医療関係職員の安定雇用について｣でございます。

８月25日に発行されました町広報で新公立病院改革プラン案が掲載され、さらに改革プラン策定

に当たっての概要についての折り込みが入り、町民の意見を募集しております。広報の中で、現

状の課題と解消に向けた取組として医療従事者の不足が述べられております。病院運営に必要な

人員が確保できていない状況が続いていると記載されております。そこで、町立病院医療関係職

員の安定雇用について次の事項のお考えをお伺いします。 

 １点目は、今後５年間で16人の医療従事者が定年を迎える予定となっておりますが、医師を除

く医療従事者の補充雇用をどのように行おうとしているのかお伺いします。 

 ２点目は、医師の会計年度任用職員の現状と今後の医師の正規職員雇用についてのお考えをお

伺いします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 
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〔生活環境課長 中山雄一郎君登壇〕 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) おはようございます。北道議員からの御質問の大きな１点目、

｢みんなでまちをきれいにする条例の活用推進について｣御答弁申し上げます。 

 みんなでまちをきれいにする条例は、本町における環境美化の推進について基本理念を定める

とともに、町、町民等及び事業者における責務を明らかにし、地域が一体となって環境美化に関

する施策を推進することにより町民が快適で文化的な生活を営むことができる環境を構築し、も

って本町の恵み豊かな環境を次世代に引き継ぐことを目的に平成26年４月１日から施行してござ

います。 

 本条例では、町の責務として、第４条において、目的を達成するため、環境美化に関する施策

を講じるとともに、これを総合的かつ計画的に推進すること。さらには、環境美化に関する啓発

及び知識の普及に努め、町民等、事業者及び環境美化の推進に関する団体に対し、必要な情報提

供、指導、助言等を行うよう努めることとされております。また、町民皆様の責務としましては、

第５条において、自ら環境美化の推進に努めるとともに、身近な地域における環境美化活動及び

町が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならないとされております。さらには、事

業者の責務としまして、第８条において、事業活動上生じたごみ等を適切に処分するとともに、

当該活動場所及びその周辺の清掃を行うなど、環境美化の推進に努め、町が実施する環境美化に

関する施策に協力しなければならないと規定されておりますので、環境美化活動は町、町民等及

び事業者が互いに協力し、自主的かつ積極的な取組によって推進していかなければ本条例の目的

を達成することは困難なものと考えております。 

 そこで、御質問１点目の町の責務として環境美化の施策を講じて推進をしているかでございま

すが、環境美化はごみ等の散乱防止及び減量化、ペットボトル、缶、紙などの資源リサイクル、

樹木及び草花の植栽による地域の緑化、犬、猫等ペットのふんの放置防止など多岐にわたります

が、自治会や衛生関係団体等が中心となり行われております公園、道路等の公共施設の清掃活動

に係る必要なボランティア清掃用ごみ袋の提供をはじめ、自治会等が行うごみステーション設置

に係る費用の助成、各種団体が行う紙、瓶、金属などのリサイクル活動への奨励金の交付など、

ごみの減量化に対する各種施策を講じているところでございます。また、不法投棄が懸念される

箇所ヘは定期的なパトロールを行っており、環境美化の推進に努めているところでございます。 

 次に、２点目の町民に対して環境美化を推進するため、啓発や情報提供並びに産業廃棄物等の

不法投棄に対して指導を行っているかについてでございますが、町では環境美化の推進啓発のた

め、環境美化月間を毎年５月１日から５月31日まで及び９月１日から９月30日までと定めており、

自治会や団体等への清掃活動を促す啓発を町広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、行って

いるところでございます。また、不法投棄防止のための啓発につきましては、同様に広報紙への

掲載のほか、不法投棄防止啓発看板の設置等により不法投棄の防止に努めております。しかしな

がら、啓発を行っていましてもほんの一握りの心ない方の不法投棄などにより、地域のごみステ

ーションをはじめ、山間部の道路、河川敷などに分別できていないごみや大型家電、廃タイヤな

どが捨てられている現状になっていることもあり、非常に残念な気持ちである一方、警察や北海

道と連携しながら法的措置も含め対応していく必要があると考えているところでございます。 

 なお、質問後段の事業活動に伴って排出されます産業廃棄物の処分等につきましては、こちら

は都道府県知事の権限による事務となりますが、そのような事態が発生した場合には一般廃棄物
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同様、北海道をはじめ、警察、その他関係機関と連携を図りながら各種法令等に基づき対応して

いくこととなりますので、今後におきましても適切に情報共有を図りながら、地域が一体となる

環境美化に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) おはようございます。北道議員からの御質問の大きな２点

目の｢町立病院医療関係職員の安定雇用について｣の１点目の医師を除く医療従事者の補充雇用を

どのように行うのかについて御答弁申し上げます。 

 静内病院及び三石国保病院における医師及び看護師等の医療従事者の平均年齢は高く、北道議

員御指摘のとおり、令和３年度の退職者を含めまして今後４年間で医療従事者16名の定年退職者

が見込まれており、病院機能を維持していくためには医師のみならず医療従事者は必要な人員を

確保する必要がございます。これまでの医療従事者確保に向けた取組につきましては、職員住宅

の整備や院内保育所の運営などの勤務環境及び住環境の改善に加え、北海道看護協会の応援ナー

ス制度等を活用した取組等を行っており、北海道３医育大学の医局や主要基幹病院、関係機関へ

の働きかけなどを進めてまいりましたが、これまでは医師を除く医療従事者の募集はハローワー

クに求人を行う待ちの姿勢が中心でございましたが、医療従事者の人材資源はどの医療施設にお

いても困窮を極めており、さらに踏み込んだ形で人材を求めていかなければならないと認識して

おります。 

 今後の展開につきましては、これまで関係性を構築してきた北海道３医育大、主要基幹病院、

関係機関とより強固な結びつきと関係性を継続的に築いていくことは当然ですが、包括連携協定

を締結している北海道科学大学をはじめ、今後も医療系学部を持つ大学等と連携し、学生へ充実

した臨床教育の場を提供し、それと並行して医療技術者等修学資金貸付制度拡充の検討を進める

など、将来の地域医療を担う人材確保の取組を強化しなければならないと考えてございます。 

 次に、２点目の医師の会計年度任用職員の現状と今後の医師の正職員雇用についての御質問で

ございますが、現在静内病院の医師６名中２名が、三石国保病院につきましては医師２名が定年

退職後会計年度任用職員の職制により診療に当たっていただいております。また、今後５年間の

動向としましては、現在勤務しております静内病院の３名の医師も65歳の定年を迎えることにな

ります。医師の確保につきましては、大学病院や医療スタッフ、人材コンサルティング事業者を

通じましてアプローチを行い、交渉を進めており、２次面談まで進む医師も現れ、様々な機会、

あらゆるチャンネルを活用した医師確保の取組が実を結びかけているものと考えておりますが、

残念なことに現在において最終的な医師の確保にまでは至っておりませんので、今後におきまし

てもさらにスピード感を持って引き続き粘り強く医師確保に取り組んでまいりたいと思います。 

 また、医療従事者同様、医療系教育機関で学ぶ学生及び初期臨床研修医の研修等の受入れや町

内の中高生のうち医療に関心のある生徒の職場体験の受入れも実施し、若手医師の養成、確保の

取組を積極的に行っているところであり、また初期臨床研修医の受入れにつきましても臨床研修

において１か月以上行うこととされている地域医療研修を受け入れ、これまでも旭川医科大学の

臨床研修医を受け入れた実績もございますので、今後も派遣元の病院や胆振圏域民間病院とも連

携して良好な関係を構築し、地域医療の研修プログラムの充実やＩＣＴ環境も含めた研修体制、

臨床研修医滞在期間中の生活支援など受入れ態勢の充実を図り、引き続き幅広く医師の確保に向
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けて取り組んでまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 答弁をいただきましたが、何点か再質問をさせていただきます。 

 初めに、みんなでまちをきれいにする条例の活用推進についての再質問ですが、１の町の責務

として環境美化の施策を講じて推進しているかの再質問ですが、初めに環境美化協定を締結して

いる事業者や関係団体があるのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) みんなでまちをきれいにする条例、この条例に特化した環境美

化協定を締結している事業者、団体等についてはありませんが、公園、道路清掃、それからサポ

ーターが特定の場所を清掃等行っていただいておりまして、国道花壇の植栽、管理等を行う協定

など、63団体と協定の結ばせていただいております。内訳としましては、通り会が５つ、企業、

団体が55件、個人が３名の方と協定を結ばせていただいておりまして、環境美化に御協力をいた

だいているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 国道の環境、花壇整備しているのに多くの方と協定を結んでいるというこ

とで、いいことだなと思います。 

 次に、環境美化推進員は現在置いているのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) 条例に規定する環境美化推進員、こちらにつきましては現時点

では配置はしておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 現在は置いていないということですけれども、今後どんなときに推進員を

置くことがあるのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) 現状先ほど申し上げましたそれぞれの美化活動に係る協定を結

ばせていただいておりますので、条例の部分が今喫緊で必要かというと必要ではないというとこ

ろがあって結ばせていただいておりませんが、また新たな美化活動をうちのほうとしてもさらな

る推進が必要と捉えた場合につきましては、こちらの委員を今後活用するということも考えてい

かなければならないと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 分かりました。 

 次に、２の町民に対して環境美化を推進するための啓発や情報提供並びに産業廃棄物等の不法

投棄に対しての指導を行っているかの再質問ですが、実は旧三石第二中学校近くの民間地で産業

廃棄物と思われる廃棄物が山積みされております。とても管理されているとは見えないし、あそ

こを通る町道のそばにあります。また、最近は町道を挟んで両側に置かれている状態にあります。

近くの住民から、環境美化のために町が指導して廃棄場所を変えるとか、片づけ、整理するとい

うことは指導できないのかとの相談は町には来ていないのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐伯地域振興課長。 

〇地域振興課長(佐伯智也君) 私のほうから答弁させていただきたいと思います。 
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 御質問ありました箇所の堆積物につきましては、まずは産業廃棄物、それから一般廃棄物が主

であります。そのことから、町、それから北海道、日高振興局と共同で８年前からこの所有者の

方に事情を聞くなど指導しているところでございます。また、堆積物につきましては、町道から

見えることでありますから、地域住民ももちろん、地元の本桐、それから歌笛自治会からも整理

するよう指導するよう要望が上がっていることは現状でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) この産業廃棄物と思われる状況について、町は改善とか指導を行っている

かお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐伯地域振興課長。 

〇地域振興課長(佐伯智也君) お答えいたします。 

 この産業廃棄物につきましては、かなり多く含まれておりまして、このことにつきましては振

興局でも確認されております。そのことから、平成26年の12月５日に｢廃棄物の処理及び清掃に関

する法律｣に基づく処理計画書を提出するよう所有者に求めております。その後、求めておりまし

たが、なかなか提出には至っておりません。その後も再三提出を求めたのですが、応じていない

ため、さらなる方法としまして平成27年の８月から12月まで、５回にわたって知事名で処理に係

る報告を提出するよう求めておりましたが、現状でも回答には至っていない状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 平成26年から北海道と一緒に土地所有者に文書で改善するようなことを求

めているという答弁ですけれども、町は土地所有者でなくて搬入している人も指導できないのか

お聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐伯地域振興課長。 

〇地域振興課長(佐伯智也君) お答えいたします。 

 御質問ありました搬入業者につきましては、実は４年前に１度接触をしております。その際に

も事情などをいろいろ聞きましたが、所有者に依頼されたとの一点張りで、なかなか会社名を特

定することはできませんでした。そこで、２年前になりますが、令和２年の10月に捜査機関の指

導で、町と振興局の３者でその堆積物の内容の調査を行っております。その際には調査した結果

については搬入業者を一部特定できたのですが、その業者に対して適切に指導するよう振興局の

ほうから指導を行っております。あわせて、土地所有者に対しては、直近では９月上旬になりま

すが、町と振興局で協議の上、堆積物が増えないよう指導訪問をしている状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 業者に対しても振興局と一緒に指導しているということですけれども、ほ

ぼ毎日のように増えています、今も。こんな状態ではちょっとおかしいなと思います。 

 そこで、町長に伺います。町長は、この現地を見たことがあるのかお聞きします。また、町長

は、みんなでまちをきれいにする条例の規定に違反する者がいるときは改善を指導して、応じな

いときは期限を定めて改善または必要な措置を講ずるよう命令ができます。どのようにお考えか

お聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田地域振興部長。 

〇地域振興部長(米田和哉君) このたびの北道議員御質問の場所につきましては、町長も何度か

足を運んでおりますし、また８年前からという長期間の問題であるということも存じております。
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北道議員がおっしゃっている我が町のみんなでまちをきれいにする条例はもとよりですが、罰則

規定のある｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣、一般的には廃棄物処理法と言いますけれども、

それに基づいた立入検査を捜査機関中心に町、北海道の３者で行ったということは先ほど地域振

興課長が申し上げたとおりでございます。これまでも北海道知事から何度も改善命令を出してい

るところでございますけれども、所有者本人が後に自分が使うものだからというような主張を続

けておりまして、なかなか前に進めない状態でございます。ただ、本人の主張だけで実現性が見

られない場合、さらには堆積物の飛散やそこから出てくる水の流出、それから悪臭など、そうい

うものがあるときは環境の保全の観点から適正な管理ができていないと判断できることから、今

後とも北海道と協議しながら、様々な方面から本件の解決に向けて善処していきたいと思います

ので、御理解をお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 内容は分かりましたが、地域、周りの町民には、町が撤去に対して動きが

ないものですから、町って対応しているのだろうかということも言われています。努力されてい

ることも分かりましたので、今後も撤去処理について業者に対しても振興局と協力して積極的に

対応をしていただきたいと思います。 

 この質問は終わりまして、次に｢町立病院医療関係職員の安定雇用について｣の質問に移らせて

いただきます。最初に、今年定年を迎える医師を除く医療従事者の補充をどのように行っている

かという再質問ですが、業界全体の医療従事者が不足していると聞いておりますが、将来に向か

って若い看護師や看護助手の雇用が必要と思います。そこで、医療従事者の新たな資格取得奨励

の条件雇用方法や町として看護師等の育成への取組を考えられていないかお聞きしたいと思いま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 看護師等の雇用方法についての御質問でございますけれど

も、先ほど壇上でも御答弁させていただきましたけれども、町内の中高生のうち、医療に関心の

ある生徒の職場体験の受入れを実施している中で、机上だけではなく、実際に体験をしてもらい、

若い世代の方に医療もしくは介護の世界に興味を持っていただけるような対応を現在行っている

ところでございます。 

 また、町立病院全体の医療スタッフの年齢構成、年齢のバランスが非常によろしくないという

部分に関しましては、専門学生、看護学生からの新規採用がなかなか計画的に行われていないと

いう部分もあろうかと考えてございます。そういった意味でも、包括連携協定を締結しておりま

す北海道科学大学をはじめ、今現在も連携に向けた協議を行っている別の大学もございます。医

療系学部を持つ大学等と連携しながら、町の奨学金制度、また壇上でも申し上げましたとおり、

医療従事者等修学資金貸付制度の拡充なんかも検討させていただきながら、将来の地域医療を担

う若い世代の人材確保に努めてまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 今後も補充雇用に努められていただきたいと思います。 

 次に、２の今後の医師の正規職員雇用についての考えはの再質問ですが、現在会計年度任用医

師が静内病院が２人、それから三石国保病院が２人ですが、いつまで任用職員で働いていただけ

るのか伺ったことがあるのかお聞きしたいと思います。 
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〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 町といたしましては、現在の定年退職された会計年度任用

職員の職制で働いていただいている医師については、これまで本町の地域医療を担い、また現在

も支えていただいている医師でございますので、本町での勤務が御本人が可能だという場合につ

いては引き続きお勤めいただきたいと考えているところでございます。現状会計年度任用職員の

雇用形態では、定型的なお話になりますけれども、毎年度勤務の雇用の意思を御確認させていた

だきながら年度単位で雇用させていただくと、お勤めいただくということになりますので、御理

解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 毎年度本人の意思を確認して医師の継続を行っていると、そして任用して

いるということですが、任用期間中に医療科目の後継者医師を積極的に雇用するべきと私は思う

のですが、その考えはあるかどうかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 壇上でもお話しさせていただきましたとおり、現在の両町

立病院の医師につきましては、御承知のとおり年齢が非常に高くなってございますので、当然の

ことながら御指摘の後継医師の確保という部分に関しては町としても喫緊の最重要課題だと考え

ております。しかしながら、先ほども御答弁させていただきましたが、医療、介護の分野だけで

はなく様々な業態によって深刻な人材不足というふうな状況が続いてございます。繰り返しにな

りますけれども、町といたしましては先ほど申し述べさせていただいた大学病院、医療人材コン

サルティング事業者を通じてアプローチを行う、また様々なチャンネルを活用しながら引き続き

医師の確保に努めていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 町立病院の医師が高齢化しているというところで、僕は後継医師の確保は

重要課題だと考えているということは分かります。しかしながら、次の後継医師雇用前に会計年

度任用医師が退職することになってしまったらどうなるのかなということを心配します。そうい

うことはないのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 医師御本人の体調や一身上の都合により退職されるという

事案はあり得ることだと思いますが、現在のところ現職の医師からそのようなお話、申入れは聞

いてございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 退職されるという話は聞いていないということですけれども、後継医師を

確保する雇用前に何らかの理由で医師が退職してしまった場合、そういう場合はどういう対応を

当面するのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 御指摘の諸事情により退職してしまった場合につきまして

は、現状の対応といたしましては関係協力医大、また関係団体から医師の派遣を依頼して、出張

医で対応していくということが１つあると思います。もう一つは、町立２病院の既存医師で相互

診療を実施するなど、患者様に極端な御不便をかけない範囲で汎用的な対応を行うことに実態と
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してはなろうかと考えております。 

 コロナ禍によって日本の医師不足が浮き彫りになりました。また、当町のほうとして懸念して

いる材料としては、2024年から始まります医師の働き方改革の影響により都市部や大都市に医師

が集中するというような医師偏在がさらに加速するという懸念が拭えない状況を鑑みますと、現

在今御指摘いただいているこのタイミングで医師を確保するということの重要性は当町としても

極めて高いという認識を持っております。ですので、北道議員御指摘のような事態に陥る前に、

先ほどから御答弁させていただいておりますあらゆる手法、あらゆるチャンネルを活用して医師

確保に向けて当室としても危機感を持って全力で取り組んでいきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) いろいろと考えていただいているということで安心しましたが、いずれに

しても後継医師を確保するということは重要な問題と私も捉えています。町長を中心に積極的に

取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 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０８分 

                                            

再開 午前１０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。 

 ５番、田畑君。 

〔５番 田畑隆章君質問者席へ〕 

〇５番(田畑隆章君) 通告に従い、一般質問いたします。 

 ３点ありますが、まず１点目、｢静内川氾濫予想と避難指示の発令について｣質問します。町は、

８月16日、避難指示を発令しました。結果的には洪水は起こらず、空振りであり、失敗に見えま

すが、私は町民の命を一番に考えた決断であり、大いに評価します。しかし、この決断と住民の

行動をしっかり検証することが将来に備えるという意味で重要と考えます。近年異常気象が続き、

海水温上昇が続くと豪雨や台風が襲来する可能性が高まっています。将来の洪水災害における人

的被害をいかに防ぐかをテーマに質問いたします。 

 １番目、避難指示の判断に至った経緯を時系列で説明されたい。 

 ２番目、今回の避難指示区域とした判断理由は何か。 

 ３番目、避難指示を出す決断は静内川中州の立木の状況も加味されたか。 

 ４番目、避難指示を出すに当たり、役場庁舎の浸水判断はどのようにされたか。避難指示区域

のその他公的機関の対応状況は想定されたとおりの状況か。また、想定以外の状況について改善

すべき点はどのように認識されているかお聞きいたします。 

 ５番目、民間医療機関には避難行動要支援者、以下要支援者と言います。も病院患者等として

滞在されていることも考えられるし、地域医療の大きな担い手となっている病院、診療所が浸水

被害に遭われた場合、早急な対応と特別な支援が必要と思われるが、課題の共有等検討状況はい

かがか。 

 ６番目、要支援者に対する避難指示発令は、今回一般の人と一緒のタイミングになってしまっ



 － 9 － 

たが、要支援者に対する連絡の状況はどうだったか。 

 ７番目、以前の一般質問で要支援者の名簿はできていると答えられていますが、今回の避難指

示区域の要支援者は何名か。昨年、国は｢災害対策基本法｣を改正し、個別避難計画の作成を市町

村の努力義務としました。努力義務とはいえ、昨今の異常気象を考えると早急に避難体制の充実

を図るべきと思うが、見解はいかがでしょうか。 

 ８番目、本来避難は自己責任が原則であります。しかし、町の言う自助、共助を発揮するため

には安全な避難所をたくさん用意しなければなりません。住民がそのときに安心して利用できる

施設を前もって用意することによってスムーズな自主避難につながる。したがって、避難基準に

達したとき、自治会、自主防災組織担当者や個人が定められた手順で自動的に動けるかどうかに

かかっていると思います。要支援者の自主避難について町の考えをお聞きいたします。 

 ９番目、柏台など高台の集会施設管理者と要支援者がいる自治会が連携し、避難訓練を行うな

ど促すべきではないか。また、その場合高台の自治会に協力や理解をお願いする必要があると思

いますが、町としてのお考えをお聞きします。 

 10番目、防災行政無線放送が聞こえない対策として自治会自主配信組織の確立は必要なのでは

ないか。 

 以上、防災に関しては10点でございます。 

 続きまして、２点目です。シャクシャインのチャシ跡復元について。我々の会派いい町を創る

会は、７月、会派研修を行い、平取と帯広の博物館で学芸員や関係職員から丁寧な説明を受けて、

平取では関連施設合わせて四十数名の人が働いていると説明されました。これから我が町もアイ

ヌ施策基本構想にのっとり、アクションプランに盛られている事業が進んでいくといろいろな課

題も出てくると思われますが、期待する施策ですので、以下質問いたします。 

 １、基本構想、アクションプランでは３年かけて整備がされるわけですが、その後シャクシャ

インのチャシの復元についての計画はどうでしょうか。 

 ２番目、基本構想にある２つのアイヌ文化について対立、並立、融和、融合といった歴史的な

事象をどう表現するか、支援の要請はするか、大きな課題であります。国施設ウポポイや北海道

立博物館、各大学等と研究から表現まで支援の要請は必要ないのか。 

 ３番目、伝承活動は、過去熱心な指導者、森辰二さんがおります。後世に残そうと活動された

森さんは早くに他界されましたが、業績はビデオ等で保存されているとお聞きします。アイヌ協

会も力を注がれていると思うが、町として小中高生に伝承の大切さを理解していただき、学んで

いただいて次世代につないでいただけないか、町のお考えをお聞きします。 

 ４番目、将来教職に就こうという大学生やゼミ等にも町の事業として体験学習する事業があっ

てもよいと思うが、いかがか。また、国施設ウポポイと連携した取組も必要ではないかと思いま

すので、お考えをお聞きいたします。 

 続きまして、３点目、｢町の体育施設の今後のあり方について｣お聞きいたします。町の体育施

設、町体育館、これは昭和43年完成で、54年経過しています。山手体育館をはじめ、ほとんどの

施設が老朽化し、スポーツ宣言の町とは言い難い状況にあります。町体育館の建て替えは悲願で

ありますが、過去検討されたアリーナを考えると40億円から50億円という多額の予算がかかり、

町の財政は改善が見られるものの、高静小学校の建て替えとかごみ処理場の改修など、全体を見

ますと即対応は難しいかもしれないという状況だと思います。しかし、特に青少年にとってスポ
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ーツの持つ意味は大きく、必要な施設であることから、以下何点かお聞きします。 

 １点目、この老朽化問題の認識と建て替えに関する青写真が既に作成されているかお伺いしま

す。 

 ２点目、体育施設の今後については、旧体育協会、現スポーツ協会でも悩みの種となっており、

数年前から要望が繰り返されていると聞いております。具体的な協議は進んでいるのかお伺いい

たします。 

 ３番目、修繕はできでも建て替えはすぐの話にはならないのでしょう。ならば、山手小学校が

統合されることにより目的を失う同校の体育館を町体育館として活用し、町民の利用に供するこ

とを考えないか伺います。 

 以上、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) 田畑議員御質問の大きな項目の１つ目、｢静内川氾濫予想と避難指示の

発令について｣の１点目の避難指示の判断に至った経緯を時系列と避難指示区域の判断理由につ

いてで、まず時系列でございますが、８月16日火曜日の午前６時８分に洪水警報が発表されたこ

とを受け、関係各課の職員が静内地区、三石地区の状況確認を開始し、その後８時６分に大雨、

土砂災害警報が発表、９時27分に大雨、浸水被害警報の追加が発表され、町内では出水や道路の

冠水はあったものの大きな被害の報告はなく、その後11時25分に大雨、浸水被害警報の解除がさ

れましたが、洪水及び大雨の土砂災害警報は継続しているという状況でございました。また、静

内川におきましては、13時５分に水防警報レベル３、氾濫警戒水位、15時５分に水防警報レベル

４、氾濫危険水位に達しました。静内地区の市街地では、午前中には雨がやんだものの、静内川

上流のダム付近では降雨が続いており、このことによるダムの放流等もあり、急激な水位上昇が

あるなど氾濫する危険性が高まったことから、15時30分に災害対策本部を設置し、静内川氾濫時

の浸水想定エリアを検討、避難所開設の決定、準備を開始したところでございます。 

 避難対象エリアは、静内地区市街地の雨がやんでおり、目名川の水位の上昇も止まっている状

況であって、静内川のみダム放流によって危険な状況にあったこと、静内川のみが氾濫した場合

浸水が想定されたのが道道平取静内線及び町道御幸通線から静内川までのエリアであったことか

ら、その対象を道道平取静内線及び町道御幸通線から静内川までのエリアに居住している方とし、

静内神森の道道平取静内線から静内川のエリア、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、3,803世帯7,056人とし、避難所は浸

水がないと想定される場所で、かつ避難対象エリアから近く、ある程度の人数を受け入れられる

場所として、まずは静内第三中学校と山手体育館の２施設の開設としました。 

 避難所の準備が整った17時35分に避難指示を発令し、山手体育館には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、また自動車等により多数の方々が避難所駐車場

へ避難されてございます。なお、避難所への避難の状況でございますが、19時30分をピークに、

避難者は自己判断により徐々に帰宅し始め、21時５分に洪水警報、大雨警報が解除され、静内川

の水位については引き続きダムの放流はありましたが、徐々に水位が下がり、水防警報レベル２

に達した17日午前１時55分に避難指示を解除してございまして、静内第三中学校は２時30分、山

手体育館は８時15分に最後の避難者が帰宅したことから、８時15分をもって避難所の閉鎖及び災
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害対策本部を解散してございます。 

 ３点目の避難指示を出す判断は静内川中州の立木の状況も加味されたのかについてでございま

すが、今回の急激な水位の上昇は中州の立木の状況も原因の一つではないかと考えておりますが、

静内川上流の高見ダムを越えて下流に水が来ている状況を考えますと、ダム付近でかなりの降水

量があったことが考えられますし、ただ中州や立木の与える影響も大きいと考えてございますの

で、静内川の早期改善を求め、河川管理者である北海道室蘭建設管理部へ要望したところでござ

います。 

 ４点目の避難指示を出すに当たり、役場庁舎の浸水判断はどのようにされたのか。避難指示区

域のその他公共施設の対応状況は想定されたとおりの状況か。また、想定外の状況について改善

すべき点はどのように認識されているかについてでございますが、今回の浸水想定は道道平取静

内線及び町道御幸通線から静内川までとしたことから、静内庁舎は浸水エリア外といたしました。

浸水エリア内にある公共施設につきましては、氾濫時に迅速な対応と事前にやっておくことを本

部会議で確認してございます。また、御質問の想定外の状況に対する改善への認識ということに

つきましては、想定外がどのようなことを申されているのか分かりませんが、改善すべき点は多々

あるという認識でございます。 

 ５点目の民間医療機関には避難行動要支援者も病院患者等として滞在されていることも考えら

れるし、地域医療の大きな担い手として浸水被害に遭われた場合早急な対応と特別な支援が必要

と思われるが、課題の共有等検討状況についてでございますが、民間医療機関等との支援、課題

の共有等については特別な対応や支援の方法は定めておりませんが、個々の事業所においてはマ

ニュアル等の整備がなされているものと考えてございます。また、直接の民間医療機関への支援

ではございませんが、大規模災害による応急医療につきましては地域防災計画に基づき、町内在

住の医師ヘの出動要請や災害規模に応じて日本医師会への救護チーム出動要請などを行うことと

なってございまして、このことについては情報共有をしてございます。 

 次に、６点目の要支援者に対する連絡の状況はどうだったのかと７点目の避難指示区域の要支

援者は何名か及び早急な避難体制の充実を図ることへの見解についてでございますが、まず町作

成の避難行動要支援者名簿についてでございますが、登録要件といたしましては１つに｢介護保険

法｣に規定する要介護認定において要介護３から５の判定を受けている方、もう一つに｢身体障害

者福祉法｣の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者障害程度等級表の第１種１級及

び２級に該当する障がいを有する方及び内部疾患については腎臓及び呼吸器障がいを有する方、

もう一つに｢精神保健及び精神障害者福祉に関する法律｣の規定により精神障害者保健福祉手帳の

交付を受け、障害等級の１級及び２級に該当する方、もう一つは療育手帳の交付を受けている方

であって、程度区分のうちＡ、Ａ１、Ａ２の判定を受けた方としてございます。令和３年11月30日

作成の新ひだか町避難行動要支援者名簿の登録人数は729名でございまして、その内訳は身体、精

神、療育などの障がいがある方が437名、介護区分の方が230名、障がいと介護の両方の区分の方

が62名となってございます。今回避難指示のあった地域、新ひだか町のそれぞれの８地区でござ

いますけれども、避難行動要支援者名簿登載者は227名となってございます。 

 今回の避難地区の対象者に対して、エリア内の各グループホームへ連絡し、避難指示の発令を

伝え、避難方法等の確認を取ってございます。また、在宅における介護区分の方については、町

内居宅介護支援事業所等へ避難指示への支援依頼を行うとともに、連絡の取れない方へは戸別訪
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問により避難所への送迎対応を行ったほか、障がい区分の方については独居の方を中心に個別に

連絡させていただいてございます。 

 要支援者の個別避難計画の作成については、かねてより検討を重ねているところでございます

が、人命に関わる計画という観点から、その現実性と確実性が必須であるものと認識してござい

ますが、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

じるところでございます。しかしながら、要支援者の避難体制については自助、共助及び公助と

いったあらゆる手法を模索し、特に地域コミュニティーによる避難体制の充実に努め、自主防災

組織の設置、育成に力を入れていく必要があるものと認識してございます。 

 ８点目の要支援者の自主避難についてと９点目の自治会連携についてでございますが、要支援

者の避難方法につきましては、先ほども申し上げたとおり、自助、共助、公助の考え方の下、公

助の取組において自治会等における自主防災組織など、地域で支え合うことが重要と考えてござ

います。公助の手が届く地域で協力し合える体制が得られるよう、防災学習や地域防災避難訓練

などを通して働きかけてまいりたいと考えてございます。 

 10点目の防災行政無線放送が聞こえない対策として自治会自主配信組織の確立の必要について

でございますが、防災行政無線でございますが、アナログ無線からデジタル無線への更新が完了

し、本年４月１日から本格稼働してございまして、更新時に併せて屋外スピーカーも高性能スピ

ーカーへ更新しており、従来のスピーカーより音声が聞き取りやすくなっているものの、雨や風

の影響などで聞こえにくくなる場面もあることも事実でございますので、今回の更新により新た

なサービスも展開してございまして、その一つは携帯電話やスマートフォンなどから登録するこ

とで屋外スピーカーの放送内容をメールで受信することができる登録制メールサービス、もう一

つは携帯電話や自宅の固定電話から専用の電話番号へ電話していただくと放送内容の聞き直しが

できる放送応答サービスを運用していることから、これらのサービスについて既にお知らせして

いるところでございますが、改めて町広報紙への掲載やホームページ、ＳＮＳ等で周知を図り、

まずはこちらのサービスを活用していただくことを考えてございます。また、自治会におかれま

しては、防災行政無線整備に併せて、限られた数量でございますが、戸別受信機を設置させてい

ただいておりますことから、放送内容を傍受した際には自助、共助の取組として自治会内におい

て情報共有を図るなどの連絡体制を取っていただきたいと考えておりますので、防災訓練等の機

会には改めて周知してまいりたいと考えてございます。 

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大きな項目の２点目、｢新ひだか町アイヌ

施策基本構想について｣御答弁申し上げます。 

 まず、１点目の基本構想、アクションプランでは３年かけて整備されるが、その後シャクシャ

インのチャシの復元についての計画はについてですが、シャクシャインのチャシとされる史跡シ

ベチャリチャシ跡や関連する史跡ホイナシリチャシ跡については、新ひだか町アイヌ施策基本構

想及び新ひだか町アイヌ施策アクションプランにそれらの環境整備に係る考え方を示しておりま

す。具体的には、史跡を長く保存し、後世に伝えるための整備、活用を図るとして、継続的な史

跡の調査、サインの設置、史跡の本質的価値の顕在化の３点に取り組むこととしています。ここ
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で言う継続的な史跡の調査とは、史跡に関する歴史資料の調査及び収集や史跡周辺の植生調査、

地中レーダーなどの物理探査機器による発掘調査の事前確認調査など、史跡の現状を変更するお

それのない発掘調査以外の調査のことです。サインの設置とは、そこがチャシ跡、すなわちアイ

ヌのとりで跡であることを示す案内解説板を設置することです。史跡の本質的価値の顕在化とは、

どこがごうと呼ばれる空ごうで、くるわと呼ばれる平地なのか、草刈りをしてそれらの遺構をあ

らわにすることや史跡からの眺望を確保するために樹木の高さを調整するなど植生を管理するこ

とです。 

 したがいまして、御質問のチャシの復元が発掘調査を経て行う遺構の復元や再現を指している

のであれば、それは史跡の現状変更を伴うものですので、今のところ実施する考えなり計画はご

ざいません。なお、アイヌ文化拠点空間を構成する施設群の整備後は、史跡を長く保存し、後世

に伝えるためにその復元ではなく復旧を進めたく存じます。復旧の実際は、令和３年度に実施し

たように史跡の保存、活用上も真歌公園の木の増進上も必ずしも有効ではない老朽化顕著な公園

設備等や老齢化顕著な大径木を史跡指定地内から取り除き、史跡の内観と外観を整えて史跡本来

の姿に戻します。史跡の環境整備については、アイヌ文化拠点空間を構成する施設群の整備後速

やかに着手することが望ましいと考えておりますが、｢アイヌ施策推進法｣の附則では施行から５

年後の令和６年の見直しに言及していることから、何がどう見直されるのかが明らかになり、財

源確保の見通しが立ってから検討したいと考えております。 

 次に、２点目の基本構想にある２つのアイヌ文化について対立、並立、融和、融合をどう表現

するか大きな課題である。国施設ウポポイや北海道立博物館、各大学等と研究から表現まで支援

の要請は必要ないのかについてですが、江戸時代からアイヌ文化には地域差があることが知られ

ており、本町は言葉や風俗、習慣に違いが認められる２つのアイヌ地域集団の接点となっており

ますが、一般にはアイヌ文化に地域差があることや１つの地域に複数のアイヌ地域集団が存在す

ることは十分に知られておりません。また、２つのアイヌ地域集団の違い、特徴を明確に示す博

物館資料は種類、数量ともに限られており、２つのアイヌ文化を展示、表現することが困難な状

況にあります。そこで、違いが原因で生じる文化摩擦の顕著な事例であるシャクシャインの戦い

についての展示活動や関連する史跡シベシャリ川流域チャシ跡群の公開活用を盛んにすることで

不足を補いたいと考えております。なお、展示等は独力で行いますので、大学や博物館等に支援

要請することは考えておりません。 

 次に、３点目の伝承活動は過去熱心な指導者、森辰二さんがおり、後世に残そうと活動された。

森さんは早くに他界されたが、業績はビデオ等で保存されていると聞く。アイヌ協会も力を注が

れていると思うが、町としても小中高生に伝承の大切さを理解していただき、学んでいただいて

次代につなげないか、町の考えはについてですが、町では平成25年以来、アイヌの伝統的生活空

間イオルの再生事業として、新ひだかアイヌ協会と協調しながら、学校向けや一般向けの体験交

流事業等を実施し、アイヌ文化の理解促進に努めてまいりました。令和３年からは、アイヌ文化

のさらなる理解促進のために、また伝承活動を担う人材やその活動を支える人材が現れることを

期待して、静内高校の家庭科の授業にアイヌ刺しゅうを取り入れてもらうなど、多様な主体との

連携、協働によりアイヌ文化の次世代継承を試みる取組に着手したところです。なお、令和４年

は静内農業高校においてもアイヌ刺しゅうを学ぶ授業が行われます。このように、町としてはア

イヌ文化の次世代継承のために試行的な取組を重ねながら良策を検討してまいる所存です。 



 － 14 － 

 最後に、４点目の将来教職に就こうという大学生やゼミ等にも町の事業として体験学習する事

業があってもよいと思うが、いかがか。また、国施設ウポポイと連携した取組も必要ではないか、

考えはについてですが、学校教育におけるアイヌに関する教育の持続性や一貫性の保持のために

は、教材の充実や教員の指導力の向上が欠かせないものと認識しております。新ひだか町アイヌ

施策基本構想及び新ひだか町アイヌ施策アクションプランには、将来教職に就こうという大学生

やゼミ等限定の体験交流、人的交流事業についての計画はございませんが、個々の求めに応じて

臨機に対応してまいる所存です。なお、当該事業は町内をフィールドとし、人材も含めて地域資

源をフル活用して実施することになりますので、連携の相手方は国等の機関ではなく、町内の個

人や団体と考えております。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口生涯学習課長。 

〔生涯学習課長 山口理絵君登壇〕 

〇生涯学習課長(山口理絵君) 田畑議員御質問の大きな項目の３つ目、｢町の体育施設の今後のあ

り方について｣御答弁申し上げます。 

 初めに、１つ目、町の体育施設は老朽化が著しい。具体的な改修や建て替えに向けた青写真を

持っているのかと２のこれまで体育協会から町体育館の建て替え要望が出ているが、協議は進ん

でいるのかについて併せて御答弁申し上げます。田畑議員の御質問のとおり、町の多くの体育施

設は建設後相当の年数が経過しており、新ひだか町スポーツ協会からも新ひだか町総合運動公園

建設要望書が町及び町教育委員会に提出されており、具体的な施設の整備や集約などについての

要望を受けております。教育委員会としても将来的に新たな施設が必要と考えておりますが、施

設の建設には非常に高額な費用が必要となりますことから、町の財政面をはじめ、ほかの教育施

設を含めた優先度や緊急性、学校再編後の施設活用などを十分考慮し、建設の時期、規模などの

内部検討を進めているところでございます。既存の体育施設については、町民の安全な利用のた

め、適宜改修を行うとともに修繕計画を策定して維持管理に努めておりまして、静内体育館は平

成22年度に耐震改修工事を行い、平成23年度にトイレの洋式化や会議室の改修工事、平成25年度

にはバスケットゴール電動化取替え工事などの改修を行っております。また、令和３年度と令和

４年度には静内体育館と山手体育館のアリーナ照明のＬＥＤ化の工事を進めており、当面は既存

施設を改修しながら、町民の皆様には安全に利用していただきたいと考えますので、御理解をお

願いいたします。 

 続いて、３の学校統合によって目的を失う山手小学校の体育館の今後の利用は何か決定してい

るのか。決まっていなければ町民体育館として利用する考えはないかの御質問でございますが、

山手小学校は令和５年３月31日をもちまして閉校となり、その後に教育施設として利用する計画

は持ってございません。現在は学校体育施設開放事業として山手小学校も体育館を一般に開放し

ておりますが、これまでの利用統計から見ますと静内体育館や山手体育館、あるいはほかの学校

体育施設へ移動していただくことが可能と考えておりまして、各利用団体と協議中でございます。

なお、このたびの学校再編に伴う施設の調査におきまして、山手小学校は施設の老朽化の進行が

著しく、体育館も構造躯体や設備以外の屋根などの健全性の評価では早急に対応する必要がある

との評価を受けております。仮に山手小学校の体育館を継続して利用する場合、改修や維持管理

に係る費用のほか、体育館に独立した暖房設備がないことから、新たに暖房設備を設置する必要
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が考えられます。教育委員会といたしましては、ここに設備投資をするよりも多くの利用者があ

る静内体育館などの設備改修を充実させることで町民の健康維持、体力向上に寄与してまいりた

いと考えます。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

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

〇５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 午前１０時４７分 

                                            

再開 午前１０時５８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、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 御答弁いただきありがとうございました。15時５分、水防警報レベル４に

なったということで、氾濫危険水位に達したとおっしゃったのですけれども、そのときに避難行

動要支援者に対して通知はこの時点だったのかどうか、そこをお聞きしたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) その時点ではまだ御連絡はしていないという状況でございます。まだ

本部の立ち上げしてございませんので。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 一般的に高齢者及び要支援者は逃げてくださいというのは、避難指示の一

歩前の段階でみんなが自主的に動かなければならなかったのだけれども、そこのところがよくつ

かめなかったのかなという気がしています。ですから、要支援者に対するお知らせ、この辺もち

ょっと課題があったかなという感じがしております。 

 続いて、エリアの確定なのですけれども、防災マップ、ハザードマップによると御幸町も一緒

に出してもよかったのかなという気がするのです。昭和30年の水害のときに、あのときは、この

中でも述べていらっしゃいますけれども、静内川の水位が高くなって、目名川の水位も高くなっ

て、結局大川に目名川の水をのみ込めなくなって氾濫したと解釈されているわけなのですけれど

も、その結果神森から町の中がほとんど水浸しになった。たまたま役場だけつかないで、あと周

りはついた。ですから、強いて言えば高校の前の通り、あの通りから高校側は全くその昭和30年

のときを考えると安全ではないかと思うのですが、この辺の物すごく短時間の間に微妙に判断し

なければならなかった、この辺についてもう少し教えていただき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) このときですけれども、雨はやんでいた状況にございます。先ほども

御説明しましたけれども、目名川の水位も上昇が止まっているというふうな状況、ダムの放流だ

けが続いているというふうな状況でございました。これがもしまだ雨が続いている状況で、その

後も雨が続くというふうな見込みであれば避難エリアは拡大したと思いますけれども、そういっ

た状況でありましたので、避難区域についてはそこで判断したというふうなことでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 非常に短時間でよく検討されたと思うのですけれども、ただ一般のほうで
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はハザードマップというのはそういうふうにちゃんと分けられていなかったので、若干まごつい

たかなという気はします。 

 もう一つ、今回の点と昭和30年災害のときの違いなのですけれども、あのときは我が町で２名

亡くなっています。豊畑と御園、特に御園についてはかなりの住宅がついているわけなのですけ

れども、今回そこを外したということについて、結果よかったと思うのですけれども、その辺に

ついて何かお考えあればお聞きしたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回静内の市街地エリアのみとした理由でございますけれども、目名

川のところと静内川の合流地点、そこが一つのポイントかなと考えてございます。そこのところ

で上昇があれば当然市街地のほうの影響考えられますので、そこで市街地に絞ったと。その上流

については上昇がありませんでしたので、そこについては外したというふうなところでございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 今回の雨量は、昭和30年のときに比べるとかなり少ない。全体に少ないの

で、よかったと思うのですけれども、これからそういうのが、昭和30年当時の形が起きないとは

全く言い切れないので、その辺はしっかり判断してほしい。次回にはしっかり判断してほしいと

思います。 

 ２番目の３番目なのですけれども、避難所の準備が整った17時35分に避難指示発令をしました

と、こういうことだったのですけれども、今までの経緯をお聞きしますと、避難はやっぱり一刻

も早いほうがいい。できれば先ほどの15時５分、この段階になったらばっとスタートできるほう

がいいと思いますが、その辺についてはいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) それにつきましては、反省点であると考えてございます。先日の建部

議員の御質問にもお答えしましたけれども、今回避難所の開設に手間取ってしまったというとこ

ろ、ここは反省点の大きなところでございますので、そういった準備が速やかに行われるように

今後職員の研修に努めていきたいと思いますので、御理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) その点につきましては、後で議論しますけれども、建部議員と考え方同じ

で、役場職員がやるのでなくて、避難する人たちがやるように日頃訓練しておくべきだと思って

います。 

 次に進みます。中州の状況について、町長も危機感を抱いて要請行動をしていただいたと建部

議員にお答えになっておりますが、非常にありがたく思っております。これは必ずやっていただ

きたいことだと、北海道におかれましてはやっていただきたいことだと思っております。 

 続いて、４番目なのですけれども、今回避難指示を出す状況になって、改善すべき点は多々あ

るとの認識ですが、どなたでも改善すべき点というのは必ず出てくる。だから、それは分かるの

ですけれども、大事なことは一つ一つ確実にそれを改善点につなげていくという、その作業をし

ていかなければならないと思うのですけれども、この辺についてはどういうふうにお考えになっ

ていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 
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〇総務課長(上田賢朗君) 今回避難指示を出すのに時間がかかったというところは１つあると思

います。本来であれば高齢者等の避難が先に行われて、その後に一般住民の方の避難が行われる

というふうな本来の流れは理解してございます。ただ、今回静内川の水位が急速に上昇していっ

たというふうなところがあって、その前段の対応ができなかった部分ございます。本部設置から

避難指示までに時間を要したこと、こちらも大いに反省しなければならない点でございまして、

それらの要因につきましては避難所の準備に手間取ってしまったというところが大きくございま

すので、そういったところはスムーズに行えるように、先ほども申し上げましたけれども、これ

から避難訓練等を通してスムーズな開設につなげていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 総務課は実力組織で、しっかり自己完結できるとお思いでしょうけれども、

これはいろんな町民がいまして、医療関係者から、それから介護のところとか、全てにわたって

どういう動き、あるいは子ども、小学校、それらをチェックしていかなければならないと思いま

す。総務課の範囲内でのチェックでなくて大きな、小学校なんかはいろんなマニュアルを持って

いますので、そのマニュアルどおりでうまくいったのか、あるいは抜けていることはなかったの

か、あるいはほかとの連携が大事なのか、その辺も含めてこの際チェックしていただければと思

います。 

 続きまして…… 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、先ほどから要望みたいなのを２、３か所言っているのですけれど

も、質問だけにしてください。 

〇５番(田畑隆章君) それでは、お聞きします。そういう意思はありますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今御質問ありました例えば小学校の関わりとかですけれども、小学校

であれば小学校の避難訓練は毎年行われていると思っておりますし、その際にうちの総務課の防

災グループの職員、こちらのほうも行って参加してございます。そのときに気づいた指摘部分に

ついては言わせていただきまして、改善を願っているというふうな状況でございます。ただ、医

療機関ですとか介護施設、そういったところについてはそこ、そこのマニュアル等、避難判断マ

ニュアルもございますし、どういうふうに避難するのだというふうなマニュアルもあると思いま

すので、そちらはそちらで対応していただきたいというところでございます。それらを一堂に会

した町全体の避難訓練というものになりますとかなりの規模になりますので、そういった部分と

いうのはなかなか考えづらいのかなと考えてございます。ですので、施設のほうの避難訓練、そ

ういったところに町の職員もお声かかれば当然参加しますし、その中で気づいたところについて

は御指摘していきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 今のお話なのですけれども、町なかの避難体制というのは、以前の答弁で

もありましたけれども、9,000人から避難しなければならない。今回はここだけでしたから7,000人

ぐらいですけれども、かなりの数、その人たちが病院に行くかもしれない、学校に行くかもしれ

ない、どこに行くかもしれない。そういった混乱の中で迎えるのか、ちゃんとリードするよとい

う安心、安全のまちづくりを担っているのか、そこが大事だと思うのですけれども、その辺の考

え方はいかがですか。 



 － 18 － 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 学校ですとか、そういったところの避難訓練につきましては、一定の

目的を持って行われているというところで、津波であればここに避難してほしいですとか、洪水

であればここに避難してほしいという目的を持って計画されていると思いますので、そういった

場合については速やかにそれに基づいて先生の指示に従って避難していただくと考えてございま

す。 

 今回の場合につきましては、避難所を２か所、静内第三中学校と山手体育館、こちらのほうを

町のほうとして用意して、そちらのほうに避難していただきたいと御案内をしてございます。で

すので、そういった避難指示等があったときには避難所開設しますので、そちらのほうに速やか

に避難していただきたいと。そちらのほうで収容人数がいっぱいになってしまった場合につきま

しては、順次避難所を確保しながら、受入れ態勢を整えていきたいとは考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 以前の答弁でも足りない部分は垂直避難で、１階にいつもいる人は２階に

行って避難してくださいというようなことで対応もお願いしたいというようなこともありまし

た。ただ、やっぱり心配になって逃げる人はおると思うのです。そういったときに、今回たまた

ま御幸町はエリアから外れておりますけれども、なおさら役場に逃げるという判断をする人たち

だっていたかもしれないのですけれども、役場での避難行動に対する対応策というのはどんなふ

うに考えられていましたか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) これまでも大雨等で古川ですとか真沼津川ですとか、そういったとこ

ろが氾濫する危険があるという場合については、住民の方から役場のほうに問合せございまして、

役場庁舎のほうに不安であれば来ていただきたいというところで御案内をしてございます。過去

にも何名かの避難者は実際にいますので、そういった部分については庁舎のほうで休まれていた

だくというふうな対応はしてございますし、今後もそういうふうに対応はしていきたいと考えて

おります。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君)  その点についてもうちょっとお聞きしますけれども、１階がもし水につい

たら、昭和30年の水害のときにはつかなかったかもしれないけれども、今度はついた。その場合

の業務とか、それから１階の人たちの避難体制だとか、その辺はどうなっています。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ちょっと申されていることを、申し訳ございません、理解できていな

いかもしれないのですけれども、１階のほうに浸水してきたというふうなこと、これまでも大雨

のときに浸水してきているですとか、床下浸水しているよとか、そういった問合せは結構ござい

ます。そういった場合につきましては、町のほうで対応させていただいていますし、場合によっ

ては土のうを積んで浸水を防ぐというふうな対応をしてございます。水につかっていれないとい

う部分については、近くの親類ですとか、そういった方を頼られればそちらのほうに一旦避難し

ていただきたいというお話ししてございますし、行くところがなければ役場のほうに来ていただ

きたいというお話をさせていただいていますので、そういった通常の大雨の浸水も現にございま

すので、そういった場合については現に対応しているという状況でございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) ごめんなさい、私の言い方が悪かった。役場自体の１階が業務の遂行がで

きないぐらいの浸水があって、１階の人たちは避難しなければならないという場合に役場として

の対応はどういうふうなことを考えられていますかということをお聞きしたのです。役場の対応

です。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) これまで静内庁舎の浸水につきましては、津波のときの浸水害、こち

らのほうを想定してございました。その場合について電源が失われますので、そういった場合に

ついては移動電源車、こちらのほうを準備しまして、最低限の本部機能は確保するというふうな

状況で、津波の場合でも来ても２階ぐらいまでの浸水になりますので、その部分については電源

を確保しながら本部機能は維持していくというふうな対応を考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) そのときに、やっぱり面積が足りなくなるし、避難者も来ているというよ

うなことになると、当然３階の我々の議員控室も使用することになるかなとは思うのですけれど

も、その辺の協議はされていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 先ほど来田畑議員が御心配されていることに対してお答えしているつ

もりではいるのですけれども、いろんな状況があるのだと思います。基本的には１つには職員も

含めて命を守る行動をするときに、そのときの情勢、どこに安全場所があるのかということを見

極めながら、自己判断を主としながらやっていくと思います。もう一方は、業務についてはまず

は災害対策本部機能を失うことのないように、先ほど来電源を確保したりという形を取ってまい

ります。今様々な災害がある中で、どこをイメージされてお話しされているのかは分かりません

けれども、まずはその状況、状況に応じて最もベスト、ベターな対策を取ってまいると、まずは

町民の命を守っていく、ここにエネルギーを注いでいく覚悟でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 次に移ります。５番目についてなのですけれども、町内在住の医師に出動

要請を行うこととなっているとお答えになりました。それは日高管内全体としてもそういうよう

なことなのだろうと思うのですけれども、ただ若干違うのは、青柳町にある医療機関は浸水域、

古川あるいは大川の浸水域に当たっていて、ここが被災するとその後の体制もとても大変になる

わけなのですけれども、ここに対する特別な協定、あるいは特別な避難、あるいは避難場所、そ

ういったことについては何か具体的なところで話されては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) 青柳町にある医療機関というところでございますけれども、医療機関

と個別にどう対応するというふうなところの協定なり協議というのはしてございません。先ほど

医師の派遣とかというのは、大規模災害等起きまして、極端な話野戦病院みたいな形のイメージ

になったときには町内在住の医師の方たち、医療機関で働く方たち、そういった方たちに協力を

仰ぎながら対応したいというふうな内容でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 復旧するためにはカルテが、津波や何かでも見て理解するのですけれども、



 － 20 － 

もう使えなくなってしまう。そういったときに電子カルテというようなクラウドで管理するよう

な方法もあっていいのかなと思います。この辺についてもっと突っ込んだ協議はされていないと

いうことなのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 東日本大震災のときに医療機関においてカルテ、こちらのほうがかな

り流出していると、紛失しているということを受けまして、町立病院につきましてはそういった

ことがないように電子カルテを導入してクラウド対応しているいうふうな状況でございます。そ

の御案内については、各医療機関のほうにもしているはずなのですけれども、なかなか対応し切

れない部分ございますので、そういった部分を無理強いしてするというところにもいきませんの

で、その辺のお話というのは医療機関にさせていただいているとは思いますけれども、現在それ

ぞれ対応しているところ、していないところがあるというふうな確認でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 要支援者についてお聞きします。答弁をお聞きしました。決められたこと

については決められたようにやられている。これはすばらしいことだと思うのですけれども、例

えば妊婦さんだとか、先ほどの改正になった法律のほうではそういった人たちまで含んだ努力義

務でなかったかなと思っているのですけれども、その辺はいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島健康推進課長。 

〇健康推進課長(中島健治君) 今回の災害の関係で実際に妊婦の方ですとか、新生児がいる方、

御家族の方の対応については、今回の対象となるエリア内の方々について個別に対応させていた

だいているところでございます。その中で、主に電話かけということになりますけれども、電話

かけした中で、支援の必要性について確認を取ったところでございまして、今回幸いにも皆さん

自力で避難できるというところの確認というのはできている、そういった状況にございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 個別避難行動計画、そういった意味で早めにつくられる。早めにつくるこ

とによって何が起きるかというと、安心して仕事ができる。大変なときにあれもしなければなら

ない、これもしなければならないではなくて、それらはもう既に済んでいるよとしておくべきだ

と思うのですけれども、その辺はいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 要支援者の方の対応ですけれども、先日の一般質問でもお答えしまし

たけれども、要支援者の方を避難させるには協力者が必要になってきます。この協力者たちをど

う確保するのかというふうなものが一番の問題になるのかなと考えてございます。ですので、こ

ういった要支援者の方をどこに避難させる、こういった場合にはどういう避難させるというふう

なものはつくれるとは思いますけれども、それを実際に動いていただく方をどう確保するという

のが問題になると思いますので、そこが今後のネックになってくるのかなと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) そのとおりです。ですから、努力義務のところを既にやっているところが

五十何か所あるとお聞きしていますけれども、そういったところは何をもってそれをやらなけれ

ばならないと思ったかというと、役場が抱え込むのでなくて、自分たちの命のことなのだから、

自分たちで頑張りましょうということを説得するというか、当たり前のことなのですけれども、



 － 21 － 

それを話しかけている。ですから、本当に隣の人を連れて逃げられるか、あるいは向かいの人を

津波が来たというときにどうするのかというのは、その人たちにとっては大変な問題なのですけ

れども、そこを理解した上でお話をしていくということしかないと私は思っているのですけれど

も…… 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、津波は関係ないです。津波は関係ありません。 

〇５番(田畑隆章君) はい、分かりました。 

 洪水においてもそういうことが、昔の隣近所のお付き合いを生かして進めていっていただけれ

ばいいと思うのですけれども、その点についてはいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) その点につきましては、先日もお答えしてございますし、先ほども壇

上でもお答えしてございますけれども、地域の協力を得なければできないということになります

ので、自主防災組織の強化ですとか、あと地域の避難訓練等に職員赴きまして、その辺の防災講

話ですとか、協力体制、そういったお話もさせていただきながら体制を整えていきたいと思いま

すけれども、地域の理解と協力なければできませんので、その辺がネックになってくるのかなと

考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 分かりました。そういうようなことで、これは地域と自治会と話していく

というのは町の事業として取り組むべきだと思うのですけれども、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) この要支援者の避難計画については、町の事業でございますので、そ

の一環として進めていきたいということに変わりはございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 次に移らせていただきますけれども、先ほど避難計画ということ、そして

個々の自治会の人たちが役場が言う前に避難していただくということを言いましたけれども、既

にそういう災害が起きているところではもうその経験があるわけなのです。結局どういうことか

というと、集まった人たちがそれぞれで役割分担をして、今日はあなたがトイレ掃除、あなたが

配膳係、あなたが苦情処理といったような役割分担をやっているわけなのですけれども、それは

何日間かたった後でやっているわけなのですが、そういう経験を理解して、今度は避難する人た

ちがこういう役割を持ってここでもって仕事をするのだと、そのところまでいかなければならな

いと思っているのですけれども、その点についてどうお考えになっていますでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 地域防災計画の中で、自治会ですとか、そういった自主防災組織の方々

に避難所の運営、こちらのほうをお手伝いしていただくというふうな位置づけでございます。そ

のほかにも社会福祉協議会のほうでボランティアセンターのほうもございますので、避難所の運

営につきましてはそういった方たちの御協力を得ながら運営していかなければならないという認

識はございます。ただ、避難所の設置ですとか、前段の作業というのはなかなか手間取る部分が

あると思いますので、そういった部分は職員が対応すると、その後の運営はお願いするというふ

うなことで整理をしていきたいなと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 
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〇５番(田畑隆章君) 次に、情報共有のことなのですけれども、ちょっとした電話かけも体制が

できていないとできないのではないかと思うのです、それぞれの自治会。それぞれの自治会でも

う既にやっているところもあるのですけれども、そういったところの点検をするのと、そういっ

たことを情報共有をしていく…… 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、何番目質問されている。 

〇５番(田畑隆章君) 10番目です。最後です。 

〇議長(福嶋尚人君) いいですよ、どうぞ。 

〇５番(田畑隆章君) いいですか。情報共有をする。そして、エリアメールをスマートフォンで

簡単に受けられる人たちと簡単には受けられない人たちがいるわけなのですけれども、そこには

電話があるというようなこと、あるいは近所だということであれば、スマートフォンで受けられ

た人が連絡員として連絡をしていくという形で役場の仕事を下ろされたらいい。それができてい

るとできると思うのですけれども、その点についてはいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) その辺につきましては、自主防災組織の中の活動になるのかなと思っ

てございます。ですので、そういった避難訓練等があったときには町のほうからそういうふうな

対応をしていただきたいというようなお話はできますし、そうでない場合については電話で確認

する機能もございますので、そういったものを活用していただきながら対応していただきたいと。

先ほど壇上でお答えしていますけれども、そういう自主防災組織、自治会、そういった中で情報

共有が図れる手段があるのであれば、そういったものを活用していただきたいと思っていますし、

そのことについては今後も避難訓練等を通してお話ししていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) これもやっぱり要支援者に関わることに最終的にはなっていくと思います

ので、事業としてしっかりやっていただきたいと思うのですが、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 今いわゆる共助の部分のお話をされておられるのだと思いますけれど

も、災害が起きたときに役場が町の中の状況を全て瞬時に把握するというのは難しい状況ですし、

例えば電話が通じるのか通じないのか、様々な状況が考えられますので、どんな状況であれ、地

域の中で自分で動けない方なりを気にかけてケアしていく体制をつくっていくというのは、行政

も田畑さんのおっしゃっているとおり異論のないところですけれども、そこまでをつくり上げる

のが今非常に先ほど総務課長も言っているとおり苦労していると。これを急激に行政がどんどん

介入してできるかといったらそうでもなくて、地道に防災教育なり防災講話なり、自らが地域で

考えて、そういう意識で我々の地域どうだろうという思考になっていくことを積み上げていかな

ければ、なかなか理想の形にはできないのかなと思っていますので、そこは粘り強くそういう防

災教育の視点を持って取組を重ねていきたいと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) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 続きまして、２点目です。シャクシャインチャシの復元ですが、御答弁、

今のところ実施する考えなり計画はございませんということで、今のところなのですけれども、

実は私中学３年のときにクラブの担任の先生、ヒラオカ先生に連れられてこの発掘現場に行って
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います。見させていただきました。いろんな大学からも来ていたのですけれども、びっくりした

のは、発掘ってすごいなと。堀、今一重に見えますけれども、掘ったときには断面に樽前あるい

は有珠の火山灰が二重に…… 

〇議長(福嶋尚人君) 田畑君、質問を簡略にしてください。 

〇５番(田畑隆章君) こういった発掘をすることによって改めて分かるこの価値、そういったも

のがあると思っているのです。シャクシャインの乱は1669年、この火山灰がそれより数年前、67年

と63年だったかな、ですから本当に発掘するとその時が分かる。シャクシャインのチャシ自体が

大きさからいっても文献上からいっても極めて優れたものなものですから、ここについて今後し

っかり調査して、そしてできれば復元してほしいなと思うのですけれども、もう一度答弁お願い

したいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 確かに田畑議員おっしゃるとおりに、発掘調査によって新たな

新しい価値が発見されるということは、特に過去のシベチャリチャシ跡の調査を見てもそうです

けれども、大変たくさんの物が出土しておりますので、そういったことは考えられると思います。

ただ、答弁させていただきましたとおりに、現状を御覧になってお分かりのとおり、もうほとん

どチャシって何ですかと言われるくらい公園化が進んでいたり、その後の樹木が大径木となるに

至る成長の過程を見ると、まず遺跡そのものの場所すら分からないという状況ですので、再度の

お返事になるのですけれども、まず復旧を急ぎたいということです。ただ、史跡の環境整備の中

で、御説明申し上げました地中レーダーなどの物理探査機器によって現在下にどのようなものが

埋まっているのかというのが大分分かるようになってきましたので、そういった調査成果を踏ま

えて、拡張現実や仮想現実と言われるコンピューター上で復元される最先端技術を使って遺跡を

復元していくということも可能ですので、必ずしも遺跡を発掘する、現状変更する、壊していく

ということに限らない復元方法というのも検討してまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) ２番目に移ります。２つのアイヌ文化は、この地でしか取り組めないもの、

特徴であり、北海道の状況かなと思います。いろんなところにいろんな文化はあるのですけれど

も、こういう対立というのか、並立というのか、あるいは場合によっては例えば衣服のように文

様が非常に豪華になっているこの地域の特徴、これは２つの文化の競合の結果でないかなと思う

のですけれども、そういった融合、融和といったことまでこの２つの文化を追っていくと理解で

きていくのではないかと思っているのですけれども、これについて十分斉藤学芸員理解されてい

ると思うのですけれども、３年たって、そしてこの成果が求められたときにこういったことをも

っともっと強くやって、そしてほかの地域から、都市から見学者が訪れてほしいなと思うのです

けれども、この辺についてはいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 本町のアイヌ文化の特徴につきましては、この施設整備が終わ

って、研究等がそこで終わるということではございませんので、一生調査、研究を重ねながら情

報発信していくということになろうかと思います。つきましては、御答弁申し上げましたとおり

に最もそういった地域の集団の違いが分かる、そういったことが原因で、地域の集団の違いのた

めに文化的な摩擦が起こったという誰もが知る、学校の教科書等でも習うシャクシャインの戦い
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とそれに関連する史跡群をまずは活用していくことで、この２つの異なるアイヌ地域集団によっ

て形成された文化があるのだという事実を確実に伝えていきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) 次に移りますが、伝承活動につきましては試行的な取組を重ねながら良策

を検討したいとおっしゃっていただきました。これについては、本当にいろんなもの、ビデオと

か、そういったものを活用しながら、何とか全ての子どもたちがそういったものに参加してほし

いなと思うのですけれども、この辺についてどうお考えでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 斉藤文化振興課参事。 

〇文化振興課参事(斉藤大朋君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、また同じ答弁になるので

すけれども、そういった全ての子どもたちに携わってほしい、関わってほしいということで、静

内高校、静内農業高校でも授業を行うというような形を取っております。これも令和３年から始

めたばかりですので、10年、20年、30年とたっていくと新ひだか町で教育を受ける子どもたちの

多くが何らかの形でアイヌ文化に触れるというような、すごく中長期的な視点で見て進めている

ところです。この文化伝承というのは非常に難しい問題でございまして、アイヌの人たちだけに

頼っても駄目ですし、むしろアイヌの人たちの活動を支えてくれる人材、こちらをどれだけ確保

されるかということがこれから大きな課題、鍵となってくると思いますので、そういった取組の

一つとして現在高校での授業という形で展開させてもらっているところです。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) よろしくお願いします。 

 次に、｢町の体育施設の今後のあり方について｣でございますが、１番、２番についてまとめて

お聞きしますけれども、建設の時期、規模などの内部検討を進めているところでございますとい

うことで答えられましたけれども、その内部検討というのはいつ頃をめどにされているのでしょ

うか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口生涯学習課長。 

〇生涯学習課長(山口理絵君) 検討ですが、これは数年来続いていることでございます。課内協

議、もしくは町教育委員会部内協議も進める中で、ただいろんな形、流動的でもございます。壇

上でも御答弁申し上げましたけれども、それぞれ町の財政面ですとか、また優先度、緊急性とい

ういろいろな事柄がございますので、はっきりこの時点でというのが申し上げられないで、いつ

建てたいというのは私たちの願いではあるのですけれども、それをはっきり決められないでいる

のではありますが、いずれ建てたいという、そのときにこの時期に大体このぐらいの規模で学校

再編後の施設活用なども考えて行うというところを先日も理事者も含めて内部協議をしていると

ころでございます。ただ、まだ公にできるような内容ではございませんので、御理解をいただき

たいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) その協議は、先日の河川が氾濫してスポーツ施設が大ダメージを受けまし

た。そういったこと、それから今年ですか、昨年ですか、部活動の、学校のクラブ活動が先生の

働き方改革等で民間というか、スポーツ団体がやってくれないかというような答申が出されたと

思っています。そういったことをすると、地域の、うちの町はスポーツする町宣言ということで

しっかりとしているとは思うのですけれども、より民間がしっかりとしたバックアップをしてい
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く、そしてしていくための民間のためのバックアップを町がしていかなければならないかと思う

のです。そのために、山手小学校の体育館なんかはぜひ必要ではないかと思うのですが、その辺

について協議されたのかどうかお聞きしたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山教育部長。 

〇教育部長(片山孝彦君) 今の御質問はどちらかというと、施設半分ありますけれども、人的な

部分、支援というか、そういう部分も絡んでいるのかなと思って、部活動というお話出ましたの

で、その観点からちょっとお話しさせてもらいますけれども、今中学校の部活動、高校の部活動

も含んでなのですが、国のほうの方針として今後３年間集中期間という形で、まずは休日の活動

を地域の人方、地域の指導者ですとか人材に委ねていけないかということを全国的に取り組んで

みましょうということで、部活動には運動と文化両方ございますので、それぞれスポーツ庁、文

化庁ということになりますけれども、そういう形でガイドラインが改定されるということで伺っ

ております。それで、今その情報というのが、これからこの後国が北海道のほうに説明会を開く

という形で動くようなものですから、その後町のほうにも下りてくると思うのですけれども、そ

ういう流れがあるということが１つと、町としてもそれとは別に生涯学習の人材バンクという形

で、できるだけ地域の人方に御協力をいただいてこれからいろいろな活動に支援していただこう

ということでの取組も進めておるところでございますので、その辺人的な支援、それから施設の

利用についても調整、壇上でも課長お答えしておりますけれども、各関係団体と協議、調整を進

めていくという形で当面対応してまいりたいと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) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) お答えの中に暖房もつけなければならないよ、あるいは修繕もしなければ

ならないよということなのですけれども、多分修繕のほうは今使われているので、そんなに問題

ではないのかなと。ただ、暖房ですけれども、私たち子どもの頃は体育館に暖房はなかった。な

くても使わせてあげるということであれば使えるのでないかなと思うのですけれども、使うこと

を優先して、使わせてあげたいという、そういう気持ちになりませんでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口生涯学習課長。 

〇生涯学習課長(山口理絵君) ただいまの山手小学校の体育館利用ということですが、壇上での

御答弁と重複いたしますけれども、こちら山手小学校、各学校、全ての学校に対して学校再編に

伴う施設の調査というのが行われております。ここでこの調査を受けて、躯体構造ですとか設備

以外の屋根など、健全性としてはＣ、Ｄの評価になっているということで、早急に対応する必要

があるという評価を受けた中での学校再編の協議が進んでいて、そしてこのたびの山手小学校、

静内小学校、そして東静内小学校の再編へとたどり着いたと考えております。安全性を確保する

ためには、今のところ教育施設として継続して使う予定は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) ５番、田畑君。 

〇５番(田畑隆章君) ありがとうございました。以上で一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

休憩 午前１１時４７分 
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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。 

 ３番、橋本君。 

〔３番 橋本靖史君質問者席へ〕 

〇３番(橋本靖史君) 通告に従い、一般質問させていただきます。 

 僕の質問は、｢マイナンバーカードについて｣です。2016年から導入されたマイナンバーカード

は、今後のさらなる日本社会のデジタル化、行政サービスの向上、町民の各種手続の簡素化や利

便性の向上のためにデジタル社会のインフラとして必要不可欠なのは間違いなく、官民が一体と

なって取り組むべき事実と考えます。マイナンバーカードは、様々な場面での活用が考えられま

すが、例えば今回のコロナ禍において国からの10万円給付は、マイナンバーがしっかりと普及、

そして整備されていたとした場合、給付まで迅速に遂行できたと思いますし、それに係る人件費

等の大幅なコストの削減もできたと考えられます。行政手続の簡素化、町民にとっての利便性の

向上が飛躍的に向上すると考えられるマイナンバーカードの現状と今後の取組方針について伺い

たいと思います。 

 マイナンバーカードについて５つ質問させていただきます。１つ目は日本全国の市区町村と新

ひだか町における普及状況、２つ目がマイナンバーカードのメリットについて、３つ目がマイナ

ンバーカードのデメリットについて、４つ目が現段階での使用方法、そして将来的な使用方法は

どうなっているのか、そして５つ目として、国が進めるＤＸ推進施策の６つの重点取組事項の一

つとしてマイナンバーカードが挙げられております。町として今後のさらなる普及向上に対する

具体的な普及活動、推進戦略についてお伺いしたいです。 

 以上、お願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〔生活環境課長 中山雄一郎君登壇〕 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) 橋本議員から御質問の｢マイナンバーカードについて｣御答弁申

し上げます。 

 初めに、マイナンバーとマイナンバーカードについて少し御説明をさせていただきますが、マ

イナンバー制度は行政手続における特定の個人を適切に識別する制度となっておりまして、マイ

ナンバーは日本に住民票を有する全ての方が持つ12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の

３分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であること

を確認するために活用されるもので、法令等で定められた目的以外に使用することはできない番

号となっております。 

 マイナンバーカードは、住民の方からの申請により交付するプラスチック製のカードで、表面

には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載され、本人確認書類として利用すること

ができます。カードの裏面にはマイナンバーが記載され、先ほど申し上げました社会保障、税、

災害対策の法令等に定められた手続の際に利用することができます。また、マイナンバーカード

にはＩＣチップが装着されており、電子証明などの機能を登載しております。このＩＣチップは、

本人の住所や生年月日等の情報は含まれていますが、マイナンバーとなる12桁の番号や税情報等

は保持されておりませんので、安全に本人の確認、認証を行えることから、例えばインターネッ

トバンキングなど民間のオンライン取引にもカードの利用が可能となっております。 



 － 27 － 

 そこで、御質問の１点目、日本全国の市区町村と新ひだか町における普及状況でございますが、

令和４年８月末時点のマイナンバーカードの交付率は全国で47.4％、北海道では44.6％、新ひだ

か町では42.6％となっております。これを年代別の割合で見ますと、全国ではゼロ歳から10代が

13.3％、20代で10.2％、30代で11.8％、40代で13.8％、50代で14.1％、60代で13.5％、70代で14.2％、

80歳以上では9.1％となっております。また、新ひだか町の割合でございますが、ゼロ歳から10代

が13.2％、20代で8.2％、30代で10.6％、40代で14.7％、50代で14.6％、60代で15.4％、70代で15.6％、

80歳以上で7.7％となっており、全国の割合と比較しますと20代から30代の割合が低く、40代から

70代の割合が高い状況となっております。 

 次に、２点目のマイナンバーカードのメリットでございますが、主なものとして、１つ目にカ

ードが本人確認書類となるため、行政手続の煩雑さが解消する場面が多くなります。例を挙げま

すと、児童手当や児童扶養手当に必要な住民票や課税証明書の省略、大学生の奨学金申請に係る

課税証明書の省略、障がい福祉サービスの申請や介護保険料の減免申請等においても必要書類の

省略が可能となる場面がございます。 

 ２つ目に、政府が運営するオンラインサイトであるマイナポータル、こちらを利用することに

より、行政機関が持つ本人の情報や特定健診の情報をいつでも確認できるとともに、確定申告に

係る医療費控除が簡単に手続することが可能となっております。 

 ３つ目に、マイナポータル内にあるぴったりサービス、これを利用することで児童手当の認定

請求や介護保険の要介護、要支援認定の申請、り災証明書の発行申請がオンライン上で可能とな

り、住民の皆様は役場窓口等を訪れることなく行政サービスを受けることができるようになって

おります。本町においては、今年度中にこれらのオンライン手続が可能となる予定でございます

し、併せて今年３月の定例会において議決をいただきました住民記録システムの改修により、引

っ越しワンストップサービス、いわゆるオンラインでの転出手続等の運用についても開始をする

予定でございます。 

 ４つ目として、昨年10月から健康保険証としての利用が可能となっておりまして、マイナンバ

ーカードを保険証として利用することで、本人が同意すれば初めて受診する医療機関でもこれま

での薬剤情報が共有できるほか、限度額認定証がない場合でも高額療養費の限度額を超える支払

いをすることがなくなります。また、本町ではまだ導入しておりませんが、北海道内の30近い団

体ではマイナンバーカードとコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機、こちら

を利用して全国どこでも早朝から深夜まで住民票の写しや印鑑証明書等の取得が可能となってお

ります。 

 次に、３点目のマイナンバーカードのデメリットについてでございますが、現時点では特段な

いものと認識をしております。ただし、カードには個人情報が一部含まれていることから、個人

個人の適切な管理が必要となります。なお、カードのＩＣチップには税や年金などプライバシー

性の高い情報は記載されておりませんし、万が一紛失した場合には24時間365日体制でカードの一

時利用停止が可能となっております。今後は、マイナンバーを利用する行政サービス等が拡大し

ていくものと思われますので、保持していないことが行政手続を行う上でのデメリットになるの

ではないかと考えております。 

 次に、４点目の現時点での使用方法と将来的な使用方法でございますが、現時点では先ほど申

し上げましたように本人確認書類の代わりとして各種行政手続の添付書類が省略できるようにな
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っておりますし、マイナポータルを利用したオンライン上での医療費控除等の手続が可能となっ

ております。また、保険証としての利用も可能となっておりまして、町内においても町立病院等

一部医療機関では既に導入されており、順次各医療機関において導入されていくものと思われま

す。また、将来的には、こちらも先ほど申し上げましたが、児童手当や介護保険など各種社会保

障に係る行政手続のオンライン化や転入、転出手続のオンライン化が本年度中に開始される予定

でございますので、住民の皆様においてはこれまで以上に役場を訪れる時間等を削減できるので

はないかと考えております。ほかにも、具体的な部分はまだ示されておりませんが、令和６年度

の末にはマイナンバーカードと運転免許証の一体化も予定されておりますので、より利便性の向

上が図られるものと思われます。本町としましては、コンビニエンスストアでの住民票の交付な

ど行政手続、行政サービスにおけるマイナンバーカードの利活用策の導入に向け、必要なコスト

と効果について研究しておりまして、少しでも利便性の高い行政サービスを展開してまいりたい

と考えております。 

 次に、５点目のＤＸ施策の重点事項であるマイナンバーカードの普及率向上への普及活動、推

進戦略についてでございますが、国はデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針を定め、その

デジタルビジョンとしてデジタル技術の活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選択す

ることができ、多様な幸せが実現できる社会を目指すものとしており、これを受けて総務省は令

和２年12月に自治体ＤＸ推進計画を策定しました。本計画は、デジタル社会の構築に向け、自治

体が重点的に取り組むべき事項、内容を具体化するとともに、国の支援策を示したものでござい

まして、重点的な取組事項としましては、１つ目に自治体情報システムの標準化、共通化、２つ

目にマイナンバーカードの普及促進、３つ目に自治体行政手続のオンライン化、４つ目に自治体

のＡＩ、ＲＰＡの利用促進、５つ目にテレワークの推進、６つ目にセキュリティー対策の徹底の

６項目が挙げられております。 

 そこで、マイナンバーカードの普及率の向上につきましては、これまで町としてＳＮＳでの啓

発活動や町広報紙への情報掲載を実施するとともに、休日や夜間に役場臨時窓口を開設し、写真

撮影や申請手続を行う臨時窓口申請サポートを実施してまいりました。そのほか、企業や団体等

の御協力の下、職員が出向いての写真撮影、申請手続を行う申請サポートのほか、コープさっぽ

ろ、イオン、ぽると・みついしなど商業施設を活用させていただき、申請サポート窓口の開設な

どを実施しております。今後におきましても各地域へ出向いての申請サポートや各種イベント開

催時に合わせた臨時申請窓口の開設など、これまで以上にきめ細やかなサービスを展開するなど、

申請機会の多様化を図り、マイナンバーカード交付率の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 なお、自治体デジタルトランスフォーメーションの効率的な推進を図るため、新ひだか町デジ

タルトランスフォーメーション推進本部を令和４年６月１日付で設置しておりますので、先ほど

申し上げましたＤＸ推進計画の重点事項を中心に関係部署が横断的にデジタル化への課題解決に

向け協議を重ねることとなりますが、行政サービスのデジタル化に欠かすことができないマイナ

ンバーカードの利便性向上についても併せて協議が行われるものと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、橋本君。 

〇３番(橋本靖史君) 幾つか再質問させていただきます。 

 マイナンバー制度の利用分野として３つの分野があると思います。社会保障と税と災害対策。
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災害対策についてより詳しく教えていただけますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) 災害対策の関係でございます。マイナンバー法、｢行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律｣、こちらでは災害対策分野のマイナ

ンバーの利用として、救助、または補助金の支給、被災台帳の作成、被災者生活支援金の支給、

この３つの事務が規定をされております。具体的には、｢災害対策基本法｣によるり災証明書の発

行ですとか、災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給、また応急仮設住宅の提供などが具体的

な事務となっております。これらの法に基づく支援について、マイナンバーを活用することによ

り被災者の方の手続に必要な書類の添付を省略しようとするものでございます。ただ、災害時の

支援になりますので、そのとき、そのときの災害の規模に応じてどこまでこの機能が残っている

のかという部分、インフラは大丈夫なのか、通信環境、ネットワーク環境、それぞれそのときの

災害状況によるかと思いますので、法律上ここを掲げてはおりますけれども、なかなか大規模災

害のときに現時点で有効な活用の例等は見えてきていないかなと感じております。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、橋本君。 

〇３番(橋本靖史君) 次の再質問になります。先ほど交付率のデータを挙げていただきましたが、

全国の割合と比較しましても新ひだか町でのマイナンバーカード交付率は、20代から30代が低い

状況です。この20代、30代に対しての普及のアプローチの方法というものは何かお考えでしょう

か。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) 議員おっしゃられますように、20代、30代は少し全国の割合と

見ると低いと感じております。20代、30代は、実は逆にスマートフォン等の所持率は非常に高い

世代なので、ここが低いというのは、全国的にも低い部分ではあるのですけれども、明確なこれ

というものが今あるのかというと、通常の啓発以上のものはなかなか難しいかなと感じてはおり

ます。ただ、先ほどもちょっと壇上で申し上げましたが、イオン等で出張窓口を行わせていただ

きました。150人近い方が来ましたが、その前に行った生協よりもファミリー層の方の申請が多か

ったなと感じております。なので、若い方、あと小さなお子様連れの御家族が集まるようなイベ

ント会場、この辺を意識して臨時的な窓口を開いていくというのも今後の展開かなと思っており

ます。 

 それから、令和６年度末になりますけれども、運転免許証との一体化が示されておりますので、

こちらによって少し若者の保持率も増えるのではないかなと期待はしているところでございま

す。それから、行政手続のオンライン化というお話を先ほどさせていただきました。児童手当で

すとか保育の関係の手続等もオンライン化になる予定をしておりますので、これらの手続は子育

て世代、20代、30代の方が多いのではないかと感じておりますので、この辺の利便性の向上を少

しアピールしていきたいなと思っております。あと、これから20代になる10代の方等へのアプロ

ーチ等も必要ではないかなと考えているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、橋本君。 

〇３番(橋本靖史君) 次の再質問になります。答弁の中に、本人が同意すれば初めて受診する医

療機関でも薬剤情報が共有できるということがおっしゃられていたと思うのですけれども、現在

お薬手帳というものができていまして、皆さん１人１つずつ多分保有していると思うのですけれ
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ども、イメージとしてはマイナンバーカード取得によりお薬手帳というものが将来的に必要なく

なっていくような方向性になるということでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) マイナンバーカードの保険証、マイナ保険証と言われているも

のですけれども、こちらを使うことによりましてお薬の情報等はマイナポータルのほうで情報は

保有していく形になりますので、議員おっしゃるように将来的にはお薬手帳もしかすると不要に

なるのかもしれませんが、現在マイナ保険証については始まったばかりで、令和３年９月以降の

情報、令和３年９月以降にマイナンバーカードを保険証として使った情報しか持っていない状況

になります。また、現時点では情報の参照可能期間については３年分ということで厚生労働省の

ほうで示されておりますので、お薬手帳と同様の活用ということはできますけれども、完全な代

替品とは現時点ではならないかなと考えておりますので、お薬手帳も現時点では必要なものと考

えております。 

 ただ、お薬手帳につきましても現在紙からスマートフォンアプリ等への電子版へ移行がされて

きておりまして、アプリ版のお薬手帳も何種類か出てきております。マイナ保険証とマイナポー

タル、こちらに持っている情報は電子版のお薬手帳と情報の連動をすることができるような仕組

みがつくられておりますので、お薬手帳を持つにしても可能な方はこの電子版を持たれることに

より情報管理が楽になりつつあるということです。マイナポータルとの連動する前については、

お薬の情報を紙にあるＱＲコードからそれぞれアプリで読み込んで自分で管理するということで

使われているようですが、自動的にマイナンバーカードを使うことにより情報が医療機関から吸

い上がってマイナポータルに保有されますので、これを一括で情報連携を電子版のお薬手帳にか

けられるという形になりますので、使われる方は少し便利になってくるのではないかと考えてお

ります。 

 また、今年度以降、厚生労働省のほうでは手術、こういう情報も医療機関と共有できるように

という方向でマイナポータルに情報を置けるような仕組みを検討していく予定だと聞いておりま

す。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、橋本君。 

〇３番(橋本靖史君) 次の再質問が先ほどおっしゃられていた中で新ひだか町ではまだ導入され

ていないコンビニエンスストア等での住民票の写し、それと印鑑証明書の取得ですが、我が町で

今後導入する予定はあるのでしょうか。それと同時に導入するとなった場合、我々町民にとって

どのような利便性の向上が見込まれると思いますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) コンビニエンスストアでの住民票等の交付、いわゆるコンビニ

交付と言われているものでございます。全国では相当普及してきておりまして、直近９月12日現

在で951市町村で導入がされております。北海道内においても27市町村が導入済みとなってござい

ます。導入につきましては、コスト面の課題もありまして、当町での導入については現時点では

未定となっております。札幌など大都市圏から転入されてくる方にはたまに窓口で、ないのです

ねということを言われることございます。 

 こちらの住民の皆様へのメリットについては、かなり大きいのではないかと感じております。
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コンビニエンスストア等で交付が可能となりますので、全国で現在５万6,000店舗ほどのコンビニ

エンスストア等で住民票が取得できる状況です。町内でいいますと、セブンイレブン、セイコー

マート、ローソン、サツドラ、イオン、これらに対応しているコピー機が設置されているところ

でございます。全国で活用可能になりますので、我が町の町民の方が札幌にいようと東京にいよ

うと、その場から近くにあるコンビニエンスストアでマイナンバーカードを利用して住民票が出

せるということで、利便性は高いかなと考えております。また、こちらの利用可能時間が役場と

違いまして午前６時30分から午後11時まで、早朝から深夜までコンビニエンスストアの中のこの

機械は動いているということ、それから土日祝日等も取得が可能となっておりますので、特に働

いている方々など、役場に日中来る時間がないような住民の方につきましては利便性は非常に高

まるのではないかなと思っておりますので、導入に向けて積極的に今後も勉強していきたいと考

えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、橋本君。 

〇３番(橋本靖史君) 次の再質問になります。現在国が展開しているマイナポイント事業は、９

月末までにマイナンバーカード申請された方に対し、キャッシュレス決済等のポイントを最大２

万ポイント取得できるというものです。さらなるマイナンバーカードの普及と利便性向上のため、

町独自の取組というのは考えているのでしょうか。例えば民間の携帯電話会社がやっておられる

ようなスマートフォン教室、皆さんに来ていただいてスマートフォンの使い方を教えるというか、

やったりとか、これのスマートフォンではなく、例えばこれがマイナンバーカードに関して教え

るというか、レッスンしていくというような形であったり、あとは全国でも数件事例があると思

うのですが、自治体マイナポイントを使ってさらなる利用促進、もしくは普及率の向上にはつな

げれると思うのですが、それを町独自の方法でやれないのかというところです。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) 大きく２点かなと思っております。マイナンバーカードの活用

だけに限らず、自治体ＤＸの推進には住民の皆さんがデジタル技術を使いこなせるようにお手伝

いしていくということは今後の社会には必須なのだろうなと考えております。マイナンバーカー

ドを幾ら取得していただきましても、オンライン手続等に活用できなければその魅力は半減して

しまうのかなと考えております。携帯電話ショップ等でスマートフォン教室、時間を決めてやっ

ておられます。マイナンバーに限らず、総務省のほうでは利用者向けのデジタル活用支援事業と

いうものを令和３年度から展開しております。こちらの事業は、令和３年度から令和７年度まで

５年間に全国で1,000万人が全国の携帯ショップ等1,800か所で行う講習会に参加することを目指

すということで事業を現在展開しております。ちょっと調べましたが、実は本町のほうではまだ

開催がないということになっておりました。今後の開催も少し期待したいなと考えてはおります。 

 また、国のほうでは地方公共団体等が独自で議員おっしゃられるようなスマートフォン教室、

こういうものを開催するための研修動画なども配信をしておりますので、情報担当部署と連携し

つつ、今後独自の取組についても少し研究をさせていただきたいなと考えております。ただ、ス

マートフォンもｉＯＳとアンドロイド、さらにアンドロイドはメーカーによっても使用の方法が

なかなか違うということもございますので、どのような形で行っていくのが皆さんに伝わりやす

いかなというところはもう少し勉強させていただきたいなと思っております。 

 それから、自治体マイナポイントのお話がございました。マイナンバーカードを使って申請を
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行い、自治体独自の取組を通じてキャッシュレス決済サービスが利用できるポイントがもらえる

ような仕組みです。こちらも総務省のほうで令和３年度に議員おっしゃられましたように数団体、

全国で20団体ほどがモデル事業というのを実施しております。その内容を見ますと、もちろん新

規取得者へのポイント上乗せ補助ございますが、これだけでなくて、地域のイベント参加者への

ポイントの付与ですとか、出産祝金や結婚祝金という形でこのポイント付与など、いろいろな形

で各自治体独自のポイント事業をマイナンバーカードを活用してやっているというような状況で

ございます。 

 令和４年度中に総務省としても全国の自治体が活用できるシステム構築を行うということで聞

いておりますが、現時点では具体的な部分はまだ示されておりません。ただ、令和５年度の総務

省の概算要求を見ますと、この取組を全国に展開するというところで概算要求が出ておりました

ので、今後ここの部分の情報も出てくるのかなと思っております。ただ、一部報道等を見ますと、

この補助金、総務省の補助金の対象となりますのがシステムの改修ですとかキャッシュレス事業

者にお支払いをする手間賃などが補助対象ですが、ポイント付与に係る経費、いわゆるポイント

分のお金のお支払いは補助対象としない見込みだと報道のほうに出ていますので、ここは各自治

体単独費で賄いなさいということなのかなと今は捉えておりますので、非常に大きな財源の課題

が出てくるなと思っております。また、実証を行った20団体ほどの事業効果のところの情報もま

だあまり出てきていない状況でございますので、ここの情報収集から努めていきたいなと思って

おります。今後独自施策を考えていく上でも、まずは今後もカードの交付率、普及率、これを増

やしていかなければなかなか独自施策も、持っていない人にとってはどうするのだという課題が

出てまいりますので、ここは考えてこれまで以上に普及率向上を進めていかないとなりませんし、

今年度予定しております行政手続のオンライン化ですとか引っ越しワンストップ等、既に今年度

中にやることになっている部分について適切に実施できるように、ここら辺りからきちっとすす

めていきたいなと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、橋本君。 

〇３番(橋本靖史君) 今後迅速にデジタル化をよりスピード感持って進めなければいけないと思

うのです。そこに際して、デジタル化に関して町としては専門性の高い職員育成や外部人材の雇

用、もしくは民間企業への委託というものは考えておられるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) デジタル化への職員側の対応の部分かと思います。御指摘のと

おり、職員側においてもデジタルツール、これを効果的に効率的に使えるように知識を高めてい

く必要というのは当然ございます。また、加速度的にデジタル化が進んでいきますので、職員の

育成も喫緊の課題なのだろうなと思っております。職員向けには、ＤＸに関する集合研修ですと

かリモートラーニングによる研修等を実施しておりますが、今後についても意識向上等、育成に

ついては加速させていかなければなりません。 

 それから、外部人材の雇用等のお話でしたが、当然ＤＸを進めていく中でネットワーク等も含

めて高い専門知識を有する人材の活用というのは必要と考えまして、今年の６月からＣＩＯ補佐

業務を本町の基幹システムのベンダーのほうに委託をさせていただいております。ＣＩＯについ

ては最高情報統括責任者ということで、当町においては副町長が担っている形を取らせていただ

いておりますが、ＣＩＯ補佐業務については町の情報政策の推進に係る助言を行うなど、専門的
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な立場からＣＩＯ活動の全般について総務省等国の動向も踏まえながら必要な支援や助言を行っ

ていただくこと、これを業務内容として委託させていただいているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、橋本君。 

〇３番(橋本靖史君) 最後の再質問になります。2023年度から国のほうがマイナンバーカードの

交付率に応じて国が自治体に配る地方交付税の算定に差をつけるというような方針を打ち出して

いるようですが、そこに対して町としてどう考えて対応していくのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中山生活環境課長。 

〇生活環境課長(中山雄一郎君) 総務省のほうの考えでは、次年度から地方交付税の算定に当た

ってマイナンバーカードの普及率を反映することを検討するという情報が出てきております。な

ぜ反映するのかという部分については、カードの普及が進んだ自治体ではこのカードを活用した

様々な行政サービスが普及していないところよりも展開されていくだろうというところへの対応

ということで、地域のデジタル化の財政需要を反映するために算定に組み入れる、これを検討さ

れているとのことです。具体的な内容等については現時点では示されておりませんので、これが

どのような形で基準財政需要額に反映されるかというところはちょっと現時点では不明なところ

です。ただ、一つ言えるのは、少しでも普及率、交付率を高めていくことでこの交付税の影響が

少しでもプラスになるように当然取り組んでいかなければならないかなと考えております。また、

これまでも申し上げてきましたけれども、このカードを活用できる利便性の高い行政サービスの

提供、いわゆる自治体ＤＸ、この展開が進むように、私たち住民担当だけではなくて情報担当と

も連携しながら積極的に研究、勉強を進めていきたいなと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、橋本君。 

〇３番(橋本靖史君) 今回のマイナンバーカード、これの普及がよりよく上がることによって、

そして町としてそれを使える環境があって、そしてマイナンバーカードを有効活用する町民がい

て、そのバランスが取れるとマイナンバーカードの効果を最大限発揮することができて、様々な

ところで皆さんにとっていいことというか、より豊かな生活が送れるのではないかなと思ってお

ります。ぜひ官民一体となってマイナンバーの普及に取り組んで、よりよい新ひだか町をつくれ

ればと強く望んでおります。 

 一般質問は以上になります。 

〇議長(福嶋尚人君) 質問で終わってくださいね。 

〇３番(橋本靖史君) すみません。 

 以上になります。 

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４１分 

                                            

再開 午後 １時４３分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 12番、阿部君。 

〔12番 阿部公一君質問者席へ〕 

〇12番(阿部公一君) それでは、通告に従いまして、この席より４項目14点についてお尋ねいた
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します。 

 最初に、財政健全化について伺います。令和４年度では当初予算額が157億1,195万1,000円で可

決されておりますが、健全化判断比率計算上の分母とされる標準財政規模はどの程度を見込んで

いますか。標準財政規模については、予算編成においてはあまりとらわれないとの考えもあるよ

うですが、一般的には地方公共団体の経常収支比率等の基本的な財政指標や財政健全化指標の分

母となり、大きな意味があると言われています。標準財政規模をどのように捉えていますか。本

年度の現状予算額は173億7,712万6,000円となる見込みですが、財政規模の何倍程度が将来を見た

ときに安定した財政運営と言えますか、お聞きします。 

 令和５年度の予算編成時期が来ますが、町長２期目の２年目ということで、町政執行方針の関

係もありますが、概算予算総額をどの程度と想定していますか。予算編成上、自主財源は制約の

ない貴重な財源ですが、人口減少等により現在より大幅な伸びは望めないと思います。地方債償

還に伴う自主財源等の財源の推移をどのように想定していますか。財政安定を求めると、自主財

源比率はより高いほうが望ましいと言えますが、当町として目標値を検討していますか。検討し

ているとすれば、達成のため、その手法はどのようなものですか。また、目標値は幾らでしょう

か。 

 当初予算における地方交付税は58億1,472万4,000円でしたが、今回の補正予算では60億3,057万

8,000円を見込んでいます。交付税の算定には国勢調査による人口が影響していますが、増額とな

った要因はどのようなことが考えられますか。 

 将来のことにもなりますが、ちなみに地方交付税に影響がある当町の人口推計は国立社会保

障・人口問題研究所の推計値では令和12年では１万6,817人としており、また高齢化率は令和７年

には36.4％と言われ、生産年齢人口の減少も想定されています。令和27年には１万1,197人として

います。また、第２期新ひだか町子ども・子育て支援事業計画では令和22年の人口推計を１万

2,950人としております。同じく、老年人口比率は47.6％と推計しております。これらのことから、

町長の２期２年目に当たり、令和５年度の予算編成方針はどのように想定して臨むのかお聞かせ

ください。 

 次に、｢防災計画にかかるタイムライン｣についてです。防災計画におけるタイムラインについ

ては、以前の一般質問の答弁として、北海道、関係機関との協議は済んでいるが、公表すること

による町民間の混乱を招くとして、公表はしないとしていました。主要河川におけるタイムライ

ンについて、今後台風等の発生も予想される上からも、８月の暴風警報等を経験とし、時間軸に

沿って予報から解除までの時間的経過を基に町民向けのタイムラインを作成し、公表することは

できませんか。 

 ８月の雨に関する警報等を通じ、タイムラインに基づく対策本部対応及び町民への周知方法等

について課題はありましたか。特に氾濫警報、避難指示における対応は十分適切であったと判断

されているのかお聞きします。 

 氾濫警報、避難指示及び警報解除、避難所閉鎖の情報は、テレビ情報と携帯電話情報とではタ

イムラグがあったと思いますが、確認されていますか。テレビ情報では避難指示区域に御幸町は

含まれていなかったのですが、議会事務局からの情報では含まれていました。 

 緑町の避難場所は静内小学校ではなかったのですが、理由はどのようなものであったでしょう

か。 
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 次に、｢公共施設等総合管理計画について｣伺います。公共施設の戸数は、合併当時には同規模

と比較しても施設が多いとしていました。2016年の質問の回答として、2015年12月の公共施設等

総合管理計画では、維持管理、修繕、更新等に要する中長期的な経費の面からすると40％の削減

が必要ではと言っていますし、30年後までには20％の削減が目標としていました。平成29年の公

共施設等総合管理計画でも総量の20％を削減目標としていましたが、実質削減率は何％ですか。 

 公共施設等で現在利用されていない施設の維持経費等、財政上の視点からも解体してはいかが

ですか。現在利用されていない建物の戸数と今後の活用計画を５年、10年先を見通した見解をお

聞きするとともに、我が町の適正数についてお答えください。 

 次、４点目に移ります。４点目の｢指定管理者制度導入に関する経緯について｣お聞きします。

介護施設運営については、介護サービス特別会計により運営してきましたが、継続的に赤字が発

生していました。決算においては、この赤字分を繰上充用により対応してきました。この手法を

繰り返し適用することには危惧があります。令和３年４月１日、指定管理者制度において退職者

数は増加していると聞いています。退職した一部職員からは、私が聞いた範囲ですけれども、話

が違うという話も聞かれていました。町と対象職員、受託事業者との間に原因はないのか、私な

りに感じている課題について、退職者減少につながればと思い、次の点についてお聞きします。 

 経営改善に係る手法としてプロポーザル方式により指定管理者を選定しています。同時に、財

政健全化として事業主の権限による整理解雇制度も導入しています。ここに至るまで経営改善に

関して町と職員との協議があったのか、どのようなテーマだったのかお聞きします。 

 民間が整理解雇を行う場合、整理解雇４要件がありますが、この要件は事業主に対し、整理解

雇される労働者に対する配慮すべき点を提起していますが、どのように捉えていますか。 

 受託者である指定管理者が令和２年中において運営に要する職員の採用を計画していました

が、運営に関し新規に町内において100名以上の職員を採用することは難しいと考えられます。ま

た、事業者においては整理解雇に伴う職員の処遇について、職員を一括受託者に転籍させること

が町は整理解雇要件の一つであります職業を紹介するという課題をクリアできること、委託者、

受託者双方にメリットがあります。また、この課題について受託者との協議開始はいつからです

か。この際民間が行う場合の整理解雇４要件を事業主としてどのように検討しましたか伺います。 

 令和２年６月には実行計画書が作成されていますが、町と労働組合、対象職員との間において

この整理解雇４要件を検討されましたか。令和２年６月には現給保障のこともあり、委託料とし

ての予算のこともあり、協議は大体終了していたと捉えてよろしいでしょうか。 

 令和２年９月、正式に手続が開始されたわけですが、整理解雇職員間には今後の生活不安があ

るため、転籍には不安を抱える職員もいたと聞いています。この課題について労働組合はいつ頃

から関与していますか。少なくとも令和２年初期には関与し、その課題は対象職員の不安を払拭

するためと考えます。また、この課題については、予算編成のこともあり、令和２年６月までに

は合意がなされたと考えるが、いかがですか。この時点で現給保障は町、労働組合、関係職員に

おいて整理され、合意されていると思いますが、いかがですか。 

 町は、受託者との協議の中で、整理解雇職員に移籍承諾書を提出させ、受託者の職員確保に協

力するとしていませんか。しかし、令和２年12月には正職員の約半数がこの承諾書を提出してい

なかったため、職員からは町から強く承諾書を出すよう求められていると聞いています。提出し

なくても令和３年３月31日には整理解雇されるのだからと言われ、提出をちゅうちょしていた職
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員もほとんどが提出しています。この期限は、令和２年12月27日と記述されております。職員に

対し転籍を強いていませんか。転籍を考えている職員から、指定管理者の給与では転籍後の生活

に不安があることから、事業者と職員組合との交渉の結果、現給保障を当初３年間が５年間で、

転籍することを条件に妥結していると。交渉妥結文書はありますか。町は、多くの職員から転籍

承諾書を提出させなければならなかったことは、受託者の事業開始に支障があることは明白であ

ります。この交渉結果として労働組合と締結した交渉妥結文書はありますか。 

 この現給保障金額は、本来町と労働組合間での合意事項であり、町が本来直接対象者に支払い

も可能ですが、事務の煩雑さから、ケアハウスのぞみの収支不均衡分と合算し、協定書に町が行

う業務を委任、委託事業となっているものにすぎない性格のものです。よって、委託料として支

払われるケアハウスのぞみの管理運営経費とは全く別のものという認識はあるのか。受託者の管

理運営経費とすることはできないものと考えますが、町はどのように捉えていますか。 

 債務負担行為として、５年間で指定管理料の総額14億9,940万円を計上し、毎年５分の１を支払

うことになっています。委託料として支払われている金額は、令和２年９月の段階で既に把握し

ていると考えます。この金額のうち、転籍職員への現給保障金額の積算根拠について詳細な資料

の提出を求めます。 

 退職者が後を絶たないのは、令和元年から事業主と関係職員との関係が信頼できる関係ではな

いことが原因であるのではと考えています。令和元年10月、介護サービスの事業経営改善に向け

て、これ基本方針なのですが、策定し、指定管理者制度導入を目指し、令和２年６月には実行計

画を策定しています。基本計画策定時に職員の不安に対する検討はされていないように考えます

が、対応には問題はなかったのでしょうか。令和３年４月１日から受託者の業務が開始され、令

和元年４月の当初から委託業務は既定事実とされていなかったのか、そのためいささか令和２年

の職員との協議が少し強引ではなかったのか、そのことが業務開始後も退職者が発生している一

因ではないかと思いますが、いかがですか。 

 今年６月の定例会の町長所信表明でも述べておりますが、町長が求める３つの｢わ｣は、町と町

民が将来に向かって対等な立場で議論することではないでしょうか。一方的な議論では町長が望

む｢わ｣は構築されないと考えますが、いかがですか。職員の不信感による退職が今後さらに生じ

ることのないよう、心の通った議論を求めます。 

 以上、ひとまずこの席からの質問をさせていただきます。町民がこの町の将来に夢を抱き、住

んでみたい、住み続けたいと感じさせることができる答弁を期待します。 

 以上です。 

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) 阿部議員からの御質問について、私からは大きな項目の１つ目、｢安定

的財政運営について｣と大きな項目の２つ目、｢防災計画にかかるタイムラインについて｣御答弁い

たします。 

 御質問の大きな項目の１つ目、｢安定的財政運営について｣の１点目の令和４年度当初における

標準財政規模についてですが、標準財政規模は地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるで

あろう経常的一般財源の規模を示すものでございまして、財政の健全性を判断する実質収支比率

や実質的な公債費相当額の一般財源に占める割合を示す実質公債費比率、普通会計等が将来負担
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すべき実質的な負債の指標となる将来負担比率など様々な指標の基礎となるもので、数値を算出

する際の分母として用いられておりまして、またその大きさは標準税収入額等に普通交付税及び

臨時財政対策債発行可能額を加えた数値で表されてございます。令和４年度の標準財政規模にあ

っては約94億円となっておりまして、直近３年の推移を見ますと令和元年度が約92億円、令和２

年度が約94億円、令和３年度が約97億円となっております。 

 次に、２点目の令和５年度の概算予算総額と自主財源等の推移についてでございますが、令和

４年９月１日で予算編成についての方針を発出しているところでございまして、その内容ですが、

当町の財政の見通しとして、町税にあっては新型コロナウイルス感染症による影響が心配される

ところでございますが、昨年度コロナ禍の影響による大幅な減収を見込んでいたところ、例年ベ

ースの税収であったことを考えますと、現時点では大きな影響が想定されないことから、現状の

ままの推移を予想しており、また地方交付税にあっては国税において増収が見込まれる中、地方

交付税の増額も期待したいところですが、現時点では未確定要素が多いこともあり、大きな期待

はできない状況にございます。 

 歳出においては、物価の高騰により経常経費の増加は避けられないものと考えますが、増加し

た経費はどこかで吸収しなければ予算編成が不可能となることから、担当部長及び担当課長等は

最大限のマネジメントを発揮し、これまで以上の事業の効率化や実施方法の見直し、さらには効

果の低い事業の廃止を含めた見直しなど、事業の事後評価や費用対効果の検証を行い、各種事務

事業の再精査に努めるよう指示しているところでございます。令和５年度は、地方税や地方交付

税などのいわゆる経常一般財源の増収に大きな期待ができない状況の中において、物価高に起因

する経常経費において、国では生鮮食品を除いた消費者物価指数が令和３年度と比較し3.7％程度

の上昇を予想していること、さらには多種多様化する行政サービスの提供など、予算規模が膨ら

む要素があるものの、未確定要素が多いことから、現段階では概算予算総額を想定することは困

難でございますが、新財政計画で示している一般財源ベースで98億8,400万円の範囲内となるよう

予算編成に努めてまいります。 

 また、自主財源比率については、将来の目標値として推計しているものはございませんので、

御説明はできませんが、議員がおっしゃるとおり、自主財源については生産年齢人口の減少など

が予測される中、税収等が飛躍的に伸びることは厳しい状況でありますので、今後においても縮

小傾向になるものと考えており、今後の財政状況の見通しとして劇的な好転が望めない現状の中、

将来的に伸びていくことは非常に厳しいと考えておりますが、新財政計画の目標として掲げてい

る地方債残高の減少の取組として公債費算入率の高い地方債の活用に引き続き努めるほか、限ら

れた一般財源を効果的かつ効率的に活用していくため、指定管理委託などによる民間活力の導入

による行政組織のスリム化や事後評価による既存事業の見直し、また使用料、手数料などの自主

財源においても適正な利用者負担を求めていかなければならないものと考えてございます。 

 次に、３点目の令和４年度の地方交付税が当初予算より伸びている要因についてと４点目の令

和５年度の予算編成方針についてでございますが、今年度の当初予算における普通交付税の積算

方法については、令和３年度の算定額を基礎として、事業費補正や公債費算入分及び単位費用の

置き換え、さらに令和２年度国勢調査の人口や世帯数による影響額を勘案して積算しており、54億

6,472万4,000円を計上させていただきました。この当初予算額に対して交付決定額が55億1,431万

4,000円となり、比較すると4,959万円の増となってございますが、令和３年度の交付額58億
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8,501万5,000円と比較すると３億7,070万1,000円の減となっておりまして、基準財政収入額にお

ける市町村民税の増加のほか、基準財政需要額の各種単位費用の減額が影響し、前年度と比べて

少ない算定となったものでございます。また、地方交付税においては、これらのほか特別交付税

もございまして、特殊財政需要なども考慮したものでございます。 

 令和５年度の予算編成方針につきましては、先ほども申し上げたとおり、地方税や地方交付税

などの増収に大きな期待ができない状況の中で、物価高による経常経費の増加や長引くコロナ禍

の影響により多種多様化する行政サービスの提供など、事務事業の取捨選択をしなければ予算編

成は非常に厳しい状況にあることを踏まえながら予算編成に取り組んでまいりたいと考えてござ

います。 

 続きまして、御質問の大きな項目の２つ目、｢防災計画にかかるタイムラインについて｣でござ

いますが、１点目、町民向けタイムラインデータ資料の公表につきましては、本町のタイムライ

ンにつきましては水位周知河川であります真沼津川、古川、静内川の３河川を対象とした避難勧

告発令着目型タイムラインとなっておりまして、内容は河川の水位情報あるいは気象情報に基づ

き、防災関係機関であります室蘭建設管理部及び新ひだか町が台風の接近、上陸に伴い、あくま

でも行政がいつ、何をすべきかなどの行動基準を１枚の表にまとめたものとなっておりまして、

住民自らが行動を起こすための目線に立ったものとはなってございません。 

 また、町民向けのタイムラインについてでございますが、大切なことは現在運用している避難

情報の発令判断伝達マニュアルに基づいた適切なタイミングによる避難指示等の発令を防災行政

無線をはじめ、エリアメール、登録制メールやＬアラートなどによる情報伝達の多重化を図りな

がら、住民自らが行動を起こす目安あるいはきっかけを伝達していきたいと考えているところで

ございまして、地域住民の方々におかれましては全戸配布しています防災ハンドブックあるいは

町のホームページを御覧いただき、平時から自分自身の住んでいる場所がどのような災害リスク

があるのかを把握していただき、万が一の災害時の場合には気象庁から発表される警戒情報や町

からの避難情報に注意していただき、いつでも迅速な行動が取れるよう常日頃から努めていただ

きたいと考えてございます。町といたしましては、引き続き平時からの防災意識の高揚を図るた

め、学校や自治会、各種団体への出前講座などを通じた地域防災力の向上に努めてまいりたいと

考えてございます。 

 ２点目、今回の警報等を通じ、対策本部の対応及び町民への周知方法等についての課題等はあ

ったか、特に氾濫警報、避難指示における対応についてでございますが、まず議員のおっしゃる

氾濫警報でございますが、これは町からの発信ではなく、気象庁が発信する洪水警報の危険度分

布、いわゆる洪水キキクルによる情報の警戒レベル４相当のことであると思われますが、こちら

は重大な洪水災害が発生する可能性が高く、当該河川の水位が一定の水位を超えていれば自治体

から警戒レベル４、避難指示が発令され得る危険な状況を示してございまして、自治体の避難情

報を確認し、警戒レベル４の避難指示が発令されている場合には速やかに避難を開始する状況を

示してございます。 

 また、町が発令した避難指示につきましては、令和３年５月20日から従来の避難勧告が廃止さ

れ、警戒レベル４、避難指示に統一されてございまして、このことにより避難指示の発令があっ

た場合には危険な場所から全員避難することとなってございます。そこで、今回の避難指示に至

る経緯についてでございますが、田畑議員の御質問でもお答えしてございますが、８月15日の朝
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から降り続く大雨の影響により静内川の水位が上昇、さらに上流のダムの水位も上昇したことに

伴いダムからの放流もあって、静内川では急激な水位上昇が起き、静内地区市街地では雨がほと

んどやんでいる状況の中、気象庁発表の警戒レベル４相当が15時５分に発令されたこと、また静

内川上流のダムからの放流が続いている状況であることなどを総合的に判断し、避難所の開設準

備を待って、17時35分に避難指示を発令したところでございます。 

 そこで、御質問の避難指示発令における対応ヘの課題等についてでございますが、本来であれ

ば警戒レベル３、高齢者等避難を発令し、その後の警戒レベル４、避難指示になるものと考えて

ございますが、静内地区市街地では雨がやんでいる状況の中、上流のダムからの放流により河川

の水位が急激に上昇していったことにより高齢者等避難を発令できなかったこと、また避難指示

の発令内容にダム放流により河川水位の上昇に伴う危険があることなどの状況説明ができなかっ

たことにより、避難対象地域の住民の皆さんにとって状況が分からない中での避難となってしま

ったこと、さらには防災行政無線の屋外スピーカーからの放送内容が聞き取りづらいなどの御指

摘もいただいておりまして、反省すべき点、改善すべき点が幾つかございますので、今後に当た

っては情報伝達内容を分かりやすい内容にするなど、今回のことを検証し、今後の改善に努めて

まいりたいと存じます。 

 また、防災行政無線でございますが、田畑議員への御答弁と重複いたしますが、アナログ無線

からデジタル無線への更新が完了し、本年４月１日から本格稼働してございまして、更新時に併

せて屋外スピーカーも高性能スピーカーへ更新してございまして、従来のスピーカーより音声が

聞き取りやすくなってはいるものの、住宅等の室内にいる状況で全てが聞き取れる状況にはあり

ませんので、今回の更新により新たなサービスも展開してございまして、１つは携帯電話やスマ

ートフォンなどから登録することで屋外スピーカーの放送内容をメールで受信することができる

登録制メールサービス、もう一つは携帯電話や自宅の固定電話から専用の電話番号へ電話してい

ただくと放送内容の聞き直しができる電話応答サービスを運用していることから、これらのサー

ビスについて既にお知らせしているところではございますが、改めて町広報紙への掲載やホーム

ページ、ＳＮＳ等で周知を図ってまいりたいと考えてございます。 

 ３点目、氾濫警報、避難指示及び警報解除、避難場所閉鎖についてテレビ等の情報とではタイ

ムラグがあったと思うが、確認しているのかについてでございますが、議員の言われる氾濫警報

につきましては、先ほど申し上げたとおり、気象庁からの発信でございますので、町の発信情報

とはタイムラグが生じていることは承知してございます。また、８月16日17時35分の避難指示に

つきましては、防災行政無線、エリアメール、Ｌアラートをほぼ同時刻に行い、その後町ホーム

ページ、ＳＮＳでの情報発信を実施してございますし、翌日の17日午前１時55分の避難指示解除

につきましては、深夜ということもありましたので、大きな音を発するエリアメールや屋外スピ

ーカーを含む防災行政無線での周知を控え、テレビ放送のＬアラートや町ホームページ、ＳＮＳ

で周知を行い、その後午前６時30分にエリアメール及び登録制メールにて避難指示解除を周知し

たというところでございますので、その部分についてタイムラグが生じたことは承知してござい

ます。 

 ４点目、静内緑町の避難場所が静内小学校ではなかった理由についてですが、今回避難指示の

発令対象地域及び対象者を目名川から静内地区の市街地における道道平取静内線及び町道御幸通

線から静内川までのエリアに居住している方としたところでございますので、浸水想定区域に静
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内小学校も含まれていたことから、避難所として開設はせず、山手体育館及び静内第三中学校と

したところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤契約管財課長。 

〔契約管財課長 佐藤礼二君登壇〕 

〇契約管財課長(佐藤礼二君) 阿部議員からの御質問の大きな項目の３点目、｢公共施設等総合管

理計画について｣お答えいたします。 

 初めに、公共施設の削減目標に対する進捗状況に関する御質問ですが、公共施設等総合管理計

画では2016年度、平成28年度から2045年度、令和27年度までの30年間を計画期間とし、公共施設

等の総量20％縮減を目標としております。これまで進めてまいりました町民文化系施設の集約化、

新ひだか町公営住宅長寿命化計画に基づく公営住宅の計画的な建て替えや旧教職員住宅等の売

却、除却などにより、計画策定時の平成27年３月末の延べ面積34万3,592平方メートルに対し令和

４年３月末の延べ面積は7,914平方メートル減少し、33万5,678平方メートルとなり、割合にいた

しますとマイナス2.3％の削減率となっております。なお、令和５年３月末には旧本桐小学校及び

旧歌笛小学校の売却等により面積がさらに6,743平方メートル減少し、延べ面積は32万8,935平方

メートル、削減率はマイナス4.3％となる見込みであり、今後におきましても計画目標の達成に向

け、公共施設面積の縮減に努めてまいります。 

 次に、未利用施設についてですが、所管が複数課にまたがっており、またどこまでを未利用施

設とするか区分が難しい部分はございますが、現在行政財産のまま休止している施設と利用予定

のない職員住宅等の普通財産の建物を合わせますと34件となっております。このうち維持管理経

費が必要となっている施設は、プロポーザル提案募集をしております旧春立小学校及び旧鳧舞小

学校だけとなっており、ほかの施設は電気、水道等を止めているため、日常的な維持管理経費は

かかってございません。 

 今後の活用計画ですが、現時点で具体的な計画はございませんが、公共施設等総合管理計画に

基づき協議しております各公共施設の具体的方針を踏まえながら、今後においても公的、公共的

活用が見込まれる可能性があるものとないものに区分をし、これまで同様売却可能な物件につい

ては公募による売却を進めてまいりたいと考えておりますし、売却不可能な施設につきましては

解体を検討することとなりますが、除却には多額の費用が伴いますことから、財源を考慮しなが

ら方針を決めていかなければならないものと考えておりますので、御理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 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) 阿部議員からの御質問の大きな項目の４点目、｢指定管理者制度導

入に関する経緯について｣御答弁申し上げます。 

 本町は、将来にわたり安定的で持続可能なサービスの提供を目的に、過去より経営状況が不安

定な介護サービス事業の経営改善を図るため、経営改善基本方針を令和元年10月に作成し、議会

や町民の方々へお示しをさせていただきました。この方針を受けまして、議会は介護サービス事

業等経営改善基本方針に関する調査特別委員会を設置し、特別委員会調査報告書として町へ御意

見等を提出していただき、住民の方々、議会よりいただきました御意見、御要望を基に、民間が

持つ専門的な運営ノウハウを生かした経営の下、効率的な事業の運営を継続して実施することを

目的に、対象６施設を一体的に管理運営する指定管理者制度の導入を基本とした新ひだか町介護
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サービス事業経営改善実行計画書を令和２年６月に策定し、指定管理者制度導入に当たりまして

は本実行計画書を基本として計画を進めてまいりました。また、指定管理候補者が決定しました

令和２年９月以降につきましては、高齢者福祉施設指定管理に係る経過と当該施設職員及び指定

管理者候補者との協議進捗状況等については所管委員会での継続事務調査とされ、事業の進捗の

都度所管委員会に対しまして情報共有と御意見をいただきながら事業を進めてまいりました。 

 そこで、阿部議員からの御質問の１点目、経営改善に係る手法としてプロポーザルにより指定

管理者を選出している。同時に、財政健全化として事業主の権限による整理解雇制度を導入して

いる。この際民間が行う場合の整理解雇４要件をどのように捉えているかでございますが、これ

まで町職員として高齢者福祉施設運営の一翼を担っていただいた正職員の退職事由は、介護サー

ビス事業等を安定的かつ継続的に提供するための体制堅持のため、新ひだか町直営で運営してい

た高齢者福祉施設等を令和３年４月４日から民間事業者による指定管理者制度を導入し、一体的

に運営することから当該施設等に在職する職員に過員が生じたため、｢地方公務員法第28条第１項

第４号｣の規定により、当該職を免ずる分限免職を行っております。分限免職処分の適法性の判断

においては、実務上整理解雇の４要件に拘束されるものではないと解しておりますが、このたび

の分限免職処分に関しましては判例実績からの判例法である整理解雇の４要件に照らし、本処分

が合理性を持つ判断として許容される内容かという視点も併せ、弁護士とも相談しながら分限免

職事由について整理をさせていただいております。 

 御質問の当町整理解雇の４要件の捉えでございますが、判例実績から申し上げますと、１、人

員整理の必要性、２、解雇回避努力、３、解雇基準の合理性、４、解雇手続の妥当性、この４要

件が手続的な合理性を確保する趣旨から必要とされる要件と捉えております。 

 次に、２点目の受託者である指定管理者が新規に100名近くの職員を採用することは難しいと考

えられること、また事業者(町)の整理解雇に伴う関係職員が同等数程度いることから、移籍を強

く促したと想定されるが、委託者、受託者双方にとって課題解消となったと捉えてよいか。また、

この課題について受託者との協議開始はいつか。この際民間が行う場合の整理解雇４要件をどの

ように検討したかの御質問でございますが、高齢者福祉施設６施設の一体的な指定管理に伴う施

設の移管に当たっては、安定的かつスムーズに事業を引き継ぐため、当該施設等で勤務する全職

員、正規、非正規を対象とし、指定管理者先での雇用の場を確保した上で、民間事業者である指

定管理者先へ転籍していただくことを基本とし、職員転籍に係る対応を行ってまいりました。 

 令和２年第７回新ひだか町議会定例会において上程いたしました議案第15号、指定管理者の指

定におきましても、厚生経済常任委員会に付託され、審査意見では町が直営している高齢者福祉

施設の特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ケアハウスの指定管理者制度への移行に当

たっては、安定かつスムーズに事業を引き継ぐための絶対条件として、当該施設で勤務する全職

員(正職員、非正規職員)の雇用の場を確保した上で指定管理者先へ転籍願うことが必須であり、

対象職員に対する処遇、対応については十分な配慮やきめ細やかな対応を継続して行うとともに、

引き続き議会及び所管委員会とも十分に情報共有をしながら指定管理者制度への移行を行われた

いとの審査意見が付され、議決いただいたとおり、当然議会としても安定的な事業の継続には職

員の指定管理者への転籍が必須であったと考えているものと思われますので、委託者、受託者双

方にとって職員転籍に係る基本的な方向性、考え方は課題の解決につながっているものと考えて

おります。 
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 また、指定管理者における職員の配置及び処遇の受託者との協議開始時期でございますが、ま

ず新ひだか町高齢者福祉施設指定管理者募集要項において指定管理者が果たすべき責任の中に、

職員の配置及び処遇に関する項目を設け、指定管理者が各業務従事者を雇用するに当たっては、

現在当該業務に従事している職員(非正規職員も含む)の意向により、原則として継続雇用するこ

とについての条件を付しており、受託者側の認識としましては指定管理に応募する段階から当該

業務に従事している職員が引き続き業務を行うことを前提して応募しているものであり、具体的

な詳細の協議につきましては指定管理者候補者の決定がなされました令和２年８月31日以降から

協議を行ってございます。 

 本件における当該職員の免責事由は、前述いたしましたとおり、｢地方公務員法第28条第１項第

４号｣の規定により、当該職を免ずる分限免職を当町が行っておりますので、この協議において民

間が行う場合の整理解雇４要件の検討は受託者側とは行っておりません。 

 次に、３点目の転籍を考えている職員から指定管理者の給与規定では転籍後の生活が不安であ

るということから、事業者と労働組合との交渉結果、現給保障を行うとの協議がなされ、当初３

年間が５年間で、転籍することを条件に双方が合意に至ったものでありますが、交渉妥結文書は

あるのかの御質問でございますが、現給保障に係る職員組合等の協議に当たりましては３点の指

標を設定し、交渉に当たっており、１点目は現給保障が転籍のインセンティブになること、２点

目は町の財政的な負担を鑑みること、３点目は民間事業者との均衡を図ること、以上３点につい

て特に勘案し、職員組合と交渉に当たらせていただき、職員組合と妥結したところであります。 

 妥結した現給保障の内容でございますが、最初に正職員は令和３年度から令和７年度の５年間

は対象保障に対し100％の保障を行い、激変緩和として令和８年度から令和12年度の５年間は年

16％ずつ保障額を減額する内容となっております。また、会計年度任用職員でございますが、給

料については令和３年度から令和７年度までの５年間は100％の保障を行い、期末手当につきまし

ては令和３年度１年間のみ保障を行うことしており、通勤手当、夜勤手当、超過勤務手当につき

ましては正職員同様、指定管理者の規定により支給する内容で令和２年９月18日に職員組合との

妥結に至っております。 

 最後の質問の４点目、この現給保障金額は委託料として受託者を通じ、移籍者に支払うことと

している。この金額の性質をどのように捉えているか。令和３年度において３億1,700万円を３分

割で支出して、５年間総額では現給保障として14億9,940万円が予定されている。この金額にはケ

アハウスのぞみの収支不均衡分として１億1,500万円が含まれています。現給保障金額は、本来町

と労働組合間での合意事項であり、町が本来直接支払うものであるが、このケースは単に現給保

障分として協定書にて町の業務を委任、委託事業となっているにすぎないものです。よって、委

託料として支払われているケアハウスのぞみの管理運営経費とは全く別なものとの認識はあるか

についてですが、高齢者福祉施設の指定管理に係る指定管理料につきましては、協定書に基づき

まして職員現給保障に係る経費及びケアハウスのぞみ管理運営経費とし、それ以外の委託料など

の支払いは原則行わないものとしており、指定管理期間の５年間の総額を14億9,940万円とし、債

務負担行為の予算議決をいただいているところでございます。このことから、指定管理料の内訳

上、転籍職員の現給保障分とケアハウスに係る収支不均衡分については別物という認識はござい

ません。 

 また、委託料として支払われている金額のうち、転籍職員への現給保障額の積算根拠について
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の資料が求められていますが、指定管理料の算定につきましては現給保障の総額とケアハウスの

ぞみに係る収支不均衡分を合わせた総体の積算額、５年間で約18億円という金額に基づき事業者

との協議を進めた結果、債務負担行為の限度額としたものであり、この金額をもって施設の管理

運営を指定管理したものでございます。 

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

〇12番(阿部公一君) はい。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午後 ２時３３分 

                                            

再開 午後 ２時４６分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 財政の部分のところで、僕の聞き違いなのかもしれませんけれども、当初

予算における地方交付税、僕これ令和４年度の分で聞いていたのですけれども、先ほどの話だと

令和３年度の数字なのかなと思ったのですが、その辺の確認で、令和４年度の数字ですか、先ほ

ど言っていたのは。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 先ほど壇上でお答えしたのが令和４年度の当初予算ベースと令和４年

度の決定額、普通交付税のほうの額でお答えしてございました。その後に令和３年度との比較、

最後にそのほか特別交付税のほうも考慮しながらの令和４年度の現計予算額というふうな流れで

御説明してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 予算書だけ見てしまうと、今年の当初の予算書上の地方交付税58億1,472万

4,000円で、今回の補正等々が通ると60億3,057万8,000円と僕は見たのですけれども、それは違い

ますよということなのですね。確認です。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) こちらの54億円というのが当初の試算でしていまして、それが普通交

付税の試算の額と把握してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) そこのところは幾らしてもあれですけれども、今年、令和４年度の予算書

持ってきていないので、確認はできなかったのですが、それでは後ほど僕のほうで自分なりに確

認をしてみます。 

 あと、今後の部分でいきますと、普通交付税の国勢調査というのは2020年の数字だと思うので、

今の段階ではまだ国勢調査の数字が変わっているわけではないので、影響そんなにないかなと思

うのですけれども、増額となった要因はどのようなものだと、単純に普通交付税に関して、特別

交付税だとかなんとかの部分は考慮しないとしてどんな理由が考えられますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 当初予算の試算の段階、そこと決定額の差で増えているというふうな

整理だと思うのですけれども、そこにつきましては令和２年度の国勢調査、こちらのほうは概数
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で算入されますので、その部分では数字が置き換わっている状態で試算もしてございますし、決

定もされております。その差でございますけれども、どうしても当初の段階では数値の置き換え

をしていますけれども、誤差出ますので、その辺の誤差なのかなというふうな整理はしてござい

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 標準財政規模の部分では、財政規模の計算方法はやや決まっていると思う

のです。そうすると、地方交付税が将来的に増えていく要素もあまりないかなと思うので、そう

すると標準財政規模が数字が下がってくる。そうすると、各比率を出すときに分母と分子の関係

ですから、分子のほうが変わらないで分母のほうが下がってくると当然率上がりますよね、単純

に。この辺の部分、将来的なことも考えてどう捉えていますか。それらの部分でいくと、町長の

２期２年目の予算編成にもある程度影響あるのではないかなと思うのですが、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 確かに議員言われるとおり、分母が減っていくとなれば比率等への影

響は必ず出てきます。分母の交付税の部分につきましては、今国税のほうの税収が増収している

というところで、交付税総額については増額されていると。ただ、臨時財政対策債、そちらの部

分が減っていっているというふうな状況もございますので、そちらのほうで地方の一般財源が確

保されていないというふうな状況になれば、その臨時財政対策債がまた復活していくというふう

なことも想定されますので、あくまでも普通交付税、臨時財政対策債、こちらのほうの総額の推

移を見ながら考えていきたいとは思ってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) それでは、タイムラインのほうに移ります。この部分は、当然タイムライ

ンはどうつくるかというと、時間軸に沿って予想から解除までという時間的経過を基にタイムラ

インというのはつくられると思うのですけれども、今回の暴風警報等を経験した上から、このタ

イムラインを見直す、ましてや課題が見つかったということなのですけれども、見直すという方

向はありますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回御質問をいただいているタイムライン、町のほうで持っているタ

イムラインについては、行政側の判断をするためのタイムラインとなってございます。今回順序

を追って御連絡できなかったというのは落ち度あるかもしれませんけれども、今回を基にそれを

見直すのかというと、そうではなく、あくまでもそれは行政が判断する基準になりますので、そ

れはそれとして活用させていただくと。ただ、今回はそれではなく水位の急上昇があったという

ところの特殊要因もございますので、そういった部分について一々見直していくというふうなこ

とではなくて、あくまでも標準的な行政の判断としてのタイムラインをそのまま活用はしていき

ます。その中で、実際の事象に合わせたお知らせをしていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 一般的な部分のタイムラインですよということなのですけれども、現地、

特に僕静内川のところに住んでいますので、あれなのですけれども、時間経過からいくと、朝の

９時半頃はまだあそこに水没した車のタイヤの半分ぐらいまでだったのです。それが10時過ぎる

ぐらいでドアの下まで上がって、11時ぐらいになると窓まで上がって、12時のときにはまだ天井



 － 45 － 

が見えるところまで上がっていたのです。天井自体は水没しませんでした。その後ずっと減って

きて、３時ぐらいにはちょうどドアのガラス窓ぐらいまでずっと水位が下がってきた。その中で

さらに警報、これ出すところが違うのでと思うのですけれども、そんなになっているものですか

ら、土手のほうにたくさん見に来ている人がいるのです。 

 警察は危ないから上がるなと言うのだけれども、警察も２人しか来ていないから、あそこ、大

川のところから行って神森ぐらいまで行くとちょうど２キロちょっとぐらいあるのかな、そのと

きに職員は若い職員が１人来ていたのですが、人がたくさんいるところで、下りてくれという指

示はなかなかしづらいと思うのです。その辺情報も防災行政無線を持っていて、常に本部とこう

だよという情報のやり取りしているという雰囲気もなかったので、僕自身はそばにいたので、歩

道橋のほうにずっと見に行くという人の部分は止めたのですけれども、警察もびっちりついてい

るわけではないので、その辺の部分で今後危ないよと言うのなら言うなりの対応をしなければな

らないかなと思っていますので、その辺の部分については、あと警報だとか出した、避難指示出

した川沿いの古川、青柳、緑、それから旭町かな、それから神森かな、その周辺の人たちの避難

状況を確認するような行為はしましたか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 避難指示を出した後に地域の方々が避難したかどうかを確認したかと

いうようなことであるのかなと思うのですけれども、避難したかどうかというのは個別に家を回

って確認はしてございません。避難をしてくださいというところ、実際にどちらに避難されるの

かというのは、２か所こちらのほうで準備してございましたので、そちらのほうに避難していた

だきたいというふうなお願いをしました。場面によっては、親類の家に避難したかもしれません

し、２階だとかというふうな高いところに垂直避難された方もいらっしゃると思いますけれども、

どういった避難をされて、どうなったのかというところまでは確認はしてございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 個別に云々くんぬんは非常に難しい部分ですから、町の広報車とかを出し

て避難してくださいと呼びかけるようなことはしなかったということでいいのですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 広報車等を走らせての避難の周知についてはしてございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) それでは、公共施設等の総合管理計画の部分で、順調に進んでいるという

ふうな答弁なのですが、今の段階で個別の施設名を挙げて云々言うのはちょっとむごいかなと思

うのですが、もうしばらく使われていないとしたら女性センター、あそこも大ホールかな、床落

ちてしまって、あそこも使えないはずなのです。あと残っているのは、教職員住宅、それから町

の職員住宅等々が幾らか空いたまんまの状態で、再度使うかという部分は示されていないと。そ

れと、ちょっと気になっているのは、こうせい町２丁目にある、町の建物かどうか分からないで

すけれども、消防住宅、あそこ１棟全部空いているはずなのです。あれももう維持管理していな

いので、草はぼうぼうだし、中は傷んでいる。単身者はまあまあ使えるけれども、家族持ちにな

ると使いづらいという話があるのですけれども、あそこの施設はどうしようとしているのか。解

体するのか、それとも極端なことを言えばウクライナから避難してきた人たちに使ってもらうと

いうのも一つの手は手なのですけれども、今の時点ではあり得ないと思うのですけれども、その
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辺の公共施設の部分の今後の対応をどうするかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤契約管財課長。 

〇契約管財課長(佐藤礼二君) 契約管財課のほうとして所管していますのは、今言われました職

員住宅及び旧消防住宅というような言い方しているかと思うのですけれども、そこになるのです

けれども、旧消防住宅につきましては議員御指摘のとおり相当古くなってきておりまして、人も

相当年数住んでいないということもございます。ただ、土地的にはこうせい町２丁目ということ

で非常にいい場所なのかなとは考えておりますので、将来的には解体というような原課としては

考えは持っているのですけれども、先ほど言ったように解体に関しましては多額の一般財源が必

要になります。もし公共施設等適正事業債を活用したとしても、交付税算入のない単なる借金の

ような起債しかございませんので、そこら辺は状況を見ながら、理事者等々と協議しながら対応

を考えてまいりたいと思っております。教職員住宅につきましても、古いものに関しましては十

分管理、目視での監視等をしまして建物の状況を把握しながら、解体せざるを得ないものは解体

していくというような考えで進めていきたいなとは考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 解体の部分は状況を見ながらということなのですが、５年、10年先という

部分か、傷んできて傷んできて最終的に解体するということだったら、今のうちに財源何ぼ少な

くてもいいですから、全部一遍にやれとは言いませんけれども、どれか１つ、２つずつ計画的に

財源を見つけて解体していったほうが町としては将来的には負担は少なくなるだろうと。今解体

しても５年、10年後に解体しても、解体費用は膨らんでいきますよね、当然年数たてば。その辺

の部分で計画的な部分がちゃんとされているかどうかだけは一応お聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤契約管財課長。 

〇契約管財課長(佐藤礼二君) 担当課としましても、解体すべき住宅に関しましては予算要求を

当然していっているところではございます。ただ、なかなか先ほど言ったように財源的なものも

ございまして、ちょっと延びているところもございますので、確かに先延ばしすればするほど解

体費用というものも増額していく状況にございます。解体、もしくは先ほど答弁しました売却可

能なものに関しては売却というものも選択をしながら、順次棟数の削減というものを図っていき

たいとは考えておりますが、計画的なものは今この場ではちょっと答弁しようがございませんの

で、その辺は御理解願いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) それでは、次に移ります。私の質問は、冒頭言っていましたけれども、退

職者が出ています。今後も出そうな感じなのですが、その理由としてどういうふうに捉えている

のかなと感じて、この質問を出しています。全体の中でいきますと、まず職員自体も令和２年の

11月にどうしても不安で、町の言っていることがよく分からないと。というのは、今の答弁を聞

いていても一方的に町の立場を言っているのは分かります。町の立場を言っているのです。こう

なのだから、こうだ。こうなのだから、こうだ。その後に相手方、向かい側にいる人間の対応、

反応は考慮していない。 

 そんなことがあって、令和２年の11月末ですか、10人ぐらいが集まって相談を受けている中で、

連合北海道のほうから労働問題の担当者が来て、学習会というのをやったのです。その中でいろ

いろと集まった人たちが、こうやって言われている、こうやって言っている、ああ言っている、
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こう言っている、いろんな部分が出てきて、そのときに｢地方公務員法｣で言うところの部分で即

民間の整理解雇の４要件は、先ほど課長のほうからは考えないというようなこと言っていると思

うのですが、裁判等々になった場合そこの部分は基本的には整理解雇の４要件の全部をクリアし

ないと整理解雇ができないとは書いていません。これは確かに｢労働基準法｣上の部分で、整理解

雇の４要件はクリアしないと整理解雇はできないとは書いていない。ただ、人員整理の必要性だ

とか、解雇の回避努力義務を履行しているかという部分だとか、被解雇者選定の合理性、手続の

妥当性、非常に抽象的ですから、合理性だの妥当性だのと言っても該当する職員にはなかなかこ

この部分ははっきり分からない。勉強会を開いたときに、こうだと明確には言っていないのです

が、一斉解雇をする部分についてはいささか疑義があるよというようなことは言われているので

す。 

 ですから、その前にもしやるのであれば、公平委員会に提訴して、地位保全の申立てをすると

かというのもあるけれども、もう時間がないのです。11月半ば過ぎ、12月にはもう完全に動いて

しまっていますから。それはできないとしても、そこの部分だけは議論の余地があるよねと言わ

れていますし、僕自身もそこの部分は若干疑問には思っています。裁判にいくかいかないかは別

問題にして、例えば解雇回避努力義務というのもあるのですけれども、これは事業主、すなわち

町長がどういう改善計画を示して、該当職員がそれを納得する。ここで言われているのは、民間

の場合は施設の廃止、もしくは規模の縮小、こういう部分が出てくると、職員そこにいますから

整理解雇。ここの部分が次のところに、先ほど言いましたけれども、規模縮小した場合の被解雇

者の選定の合理性だとかという部分が出てくる。手続の妥当性は非常に重視されているよという

部分もケースとしては出てくる。だから、そこの妥当性という部分がいささか疑問は疑問なので

すが、先ほどの課長の話だと｢地方公務員法｣の28条の４の１だったかな、それに関して整理解雇

のこの４要件は関係ないと言っていましたけれども、内容を検討はしないで関係ないと、法律が

違うから関係ないという御判断だったのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 実際私のほうで一昨年から業務行わせていただいて、常任

委員会でも同様の御説明させていただいておりますので、私のほうから御説明させていただきた

いと思います。 

 まず、壇上での健康推進課長の御答弁の内容といたしましては、あくまでも町職員、地方公務

員としてこれまで業務に当たっていた町直営の職員を退職させるということに当たっては、いわ

ゆる民間ベースの整理解雇の４要件、これに該当するということではなく、あくまでも町がそれ

ぞれ一人一人の退職者の方に渡す辞令としては、壇上でもお話しさせていただいたとおり、｢地方

公務員法第28条第１項第４号｣の規定による当該職を免ずる分限免職という形で免職の辞令をお

一人お一人に渡しているということになります。 

 その中で、この４要件と分限免職との関係性という御説明になりますけれども、この分限免職

に関して判例実績からの判例法になりますけれども、整理解雇の４要件に照らし、この分限免職

と町が判断した内容が合理性を持つ判断として許容される内容かという視点も併せ、弁護士とも

相談しながら分限免職事由について整理をさせていただいたところでございます。ですので、こ

の４要件、直接的な法的拘束力はないとはいえ、今まで町職員だった職員を解雇、免職するわけ

ですので、民間の適用法である整理解雇の４要件にも照らした対応が必要だというふうな認識で
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はございます。 

 その中で、４要件の考え方についても詳しく御説明させていただきたい。町の考え方について

も、委員会等でも御説明させていただいている内容ではございますけれども、改めまして御説明

をさせていただいたほうがいいのかなと思いますので、御説明ちょっとさせていただきますが、

まず１つ目の要件として、人員整理の必要性という内容です。この町の対応、見解としては、対

象施設については決算ベースで５億円の収支不足がずっと続いているということで、今後におい

ても町直営の事業形態ではこの収支不足というのが年々増加することがまずは見込まれるという

ことになります。また、町が直営で行うということの一番の問題点というのは人件費になろうか

と思います。職員給与を国家公務員に準じて支給しておりますので、介護保険制度は御承知のと

おり設置基準と介護報酬によって歳入が天井が、上限が決まっておりますので、そう考えますと

収支に明らかに乖離が生じてくるということは、これは仕方がないというか、町直営でやるとこ

の回避はできないと考えています。 

 また、併せて申し上げますと、特に特別養護老人ホームは全てというか、北海道内の９割の施

設が既に指定管理も含めて民間、または法人で運営されているということで、当町はその指定管

理なり民間での取組というのが非常に遅れていたということで、このタイミングで今申し述べさ

せていただいたような部分をクリアにするために、指定管理のほうを導入するということは止め

ることができないというような状況にあったと考えています。また、職制的に同一労働同一賃金

を維持するということも困難であるということもこの人員整理の必要性という部分では町の見解

としては該当してくるのかなと思っています。 

 また、２つ目の解雇回避努力という部分に関しましては、当該施設を運営するに当たっては、

施設基準で定められた人員を配置する必要がありますので、配置した職員へ町の条例に基づく給

与を支給した場合、これも同じように収支の改善を図ることが困難であること。また、今回転籍、

分限免職をさせていただいた職員に対しましては、その全員を対象に指定管理者先での雇用の場

を確保した上で、指定管理者とも協議して移っていただけるような体制をつくらせていただいて

いると。また、転籍職員に対して現給保障及び退職金の割増しを実施しているところでもござい

ます。また、有給休暇の引継ぎ等転籍先での労働条件が現行を極端に下回らないように指定管理

者のほうには配慮をお願いしているということもございます。 

 続いて、３つ目の解雇基準の合理性でございます。解雇基準の合理性については、整理解雇と

いうか、分限免職の対象者につきましては当該施設に従事する方、対象となる方全員を対象とし

ております。ですので、例えば一部の人は残して一部の人は残さないというような恣意的要素が

介入するものではございません。ですので、解雇基準については合理性が図られているものと考

えております。 

 また、最後に解雇手続の妥当性でございますけれども、指定管理者制度導入を基本とした方針

を策定させていただいた後、職員の全体説明会を複数回開催して、対象となる職員、正職員は全

員、会計年度任用職員については希望者全員について個別に面談を実施させていただいておりま

す。また、６月には指定管理者制度実施に向けた実行計画を策定して、職員全てに文書で交付さ

せていただいて、さらに全体の説明会も複数回開催させていただいております。また、御指摘の

ありました職員組合とは、この計画を実行するという時点から複数回勉強会及び団体交渉を実施

させていただき、壇上でも申し上げましたとおり、９月18日に妥結を行ったところでございます。 
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 また、個別の対応といたしましては、この指定管理者制度導入ということを職員にお伝えして

から直ちに対象職員に向けた個別の相談窓口も設置させていただいて、随時個別の対応も実施さ

せていただいているところでございます。ですので、４要件の町の考え方、ちょっと長くなりま

したけれども、御説明させていただいたとおり、分限免職ではございますけれども、その４要件

に照らしたときにもその妥当性、適法性があるという部分も、こちらのほうも弁護士等と相談さ

せていただきながら整理をさせていただいている内容でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 弁護士と相談したら問題はないのだと、町としてはやることやったと、相

談にも応じている。そこの部分はちょっと問題、僕としては押さえている中では、全員向こうに

行くというような、強制的ではないのだけれども、そんなような雰囲気で話しされていると。仕

事として10人ぐらいは町に残りたいという話も、それはあり得ない。相談に乗っているという話

ではないですね、そこまで言ってしまうと。そこの部分は今後また再度どこかの時点でしかるべ

きところと相談した上でいきたいと思います。 

 それで、先ほど課長が話していた中で、現給保障、委託料として払っている部分なのです。現

給保障は本来町が直接やらなければいけない部分なので、萌福祉サービスさんは関係ないはずな

のです。単に支払い方法をほかの委託料と合わせて、萌福祉サービスさんを通して該当職員に払

うというだけの話で、先ほどの話だとケアハウスのぞみさんと同じように経営経費、そこの部分

も使えると。結局現給保障費は決められた使い方以外にもできるのだよと、経営改善という部分

でどういうふうに現給保障費というものを捉えているかといったら、ほかの経営改善、萌福祉サ

ービスさんと同じように捉えている。それは、ちょっと違うのではないかと思うのです。そこへ

いってしまうと、結局この現況保障費という金の委託料という性質をもっと明確にしてもらわな

いと話進まなくなってしまうのです。当然現給保障費ですから、最初の令和３年で３億何がし払

っていますよね。その後協議して、ここの金の話を萌福祉サービスさんと協議して決めるという

話ではないと思うのです。当然町がやらなければいけないことを単に職員に対して支払い方法を

お願いしているというだけですよね。だから、それが萌福祉サービスさんの委託料として払って

いるケアハウスのぞみと同じような位置づけでの金の性質ではないと思っているので、聞いたの

ですが、そこのところをもう一度答弁お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) いただいた御質問の内容として、まず現給保障に係る総額

については、指定管理事業者と個別に協議を重ねて決定させていただいておりますけれども、で

すが個人、人、働いていらっしゃっていた個人の現給保障の内容については、組合ですとかお勤

めいただいていた方たちの説明会等々の意見も踏まえて当室で整理をさせていただいて、最終的

な現給保障の内容については先ほどお話しさせていただいた内容で最終的にお示しをさせていた

だいているということになります。ですので、阿部議員御指摘のとおり、町が対象者に対して個

別に現給保障分をお支払いするという方法も当然あろうかと考えています。 

 しかしながら、町といたしましては、お勤めされる方、引き続き継続してお勤めされる方が一

番いい形、不利益がなるべく生じない形ということを考えたときに、現給保障として町からの原

資を指定管理者さんのほうに入れさせていただいて、指定管理者先で給与としてお勤めされてい

る方にお支払いをするという形を取ると、当然厚生年金保険料等も現状の転籍前のベースを維持
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した形で社会保険料の納付をしていくこともできますし、現給保障対象という形になりますと恐

らく雑所得というような形の所得になりますが、税的な部分でも非常に、給与として受け取って

いただいたほうが対象職員に対しても有利に働くのではないかというあたりも含めて、これも組

合ですとか、それには指定管理先の御協力が必要となりますので、そういった部分について協議

をさせていただいているということになります。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 現給保障費の総額について萌福祉サービスさんと協議をして決めたという

話なのですけれども、ここのところの考え方がよく分からない。そちらも分かっていると思うの

ですが、現給保障費というのは町がやらなければいけない話ですよね。組合と妥結して、現給保

障費で対応するから全員移ってくれというような話になっていたと思うのです。だから、町がや

るべきことの数字を示した上で、萌福祉サービスさんとその金額について協議をするという意図

は何だったのかというのがよく分からない。ということは、町のやるべきことを単に協議をして

萌福祉サービスさんにやる。萌福祉サービスさんに協議をして渡すというのは、あくまでも支払

いの方法を萌福祉サービスさんのほうに言うので、額がどうのこうのという話ではないですよね。

そこのところがどうもよく分からない。委託料だから、使ってもいいのだというような答弁を課

長もしていた、ちらっと。そこのところがちょっと疑問なので。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) すみません、ちょっと訂正もさせていただきたいと思いま

す。 

 現給保障費の総額を協議したということではなくて、現給保障を先ほどもお話しさせていただ

きましたとおり萌福祉サービスさんを通じて職員の方に給与としてお支払いするということで、

その現給保障は指定管理料として萌福祉サービスさんのほうに入れさせていただく形になります

ので、私が、すみません、言葉の使い方を間違ってしまったのですが、現給保障の総額を協議す

るということではなくて、指定管理料を幾らにするのか、指定管理料の総額について萌福祉サー

ビスさんと最終的に協議をさせていただいて決定させていただいたという形で、申し訳ありませ

ん、訂正させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) そういうふうに訂正されると、なおのこと分からないのです。なおのこと

分からなくなるのです。そこは、協議をするのは萌福祉サービスさんと町とでやるとしたら、そ

れは委託料として払うので、それを該当者に払ってくださいよという協議をしたというのならい

いのだけれども、今の話だとそもそもの金額についても協議したように聞こえるのですけれども、

そこは違うのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 前段阿部議員がおっしゃったとおりです。町のほうで現給

保障分の原資を入れさせてもらうので、萌福祉サービスさんのほうは決められた金額をというか、

個別に一人一人現給保障額は違っておりますので、その決まった金額を雇用している職員に対し

て支給していただくという形で、そこは萌福祉サービスさんと内容等についても整理をさせてい

ただいている内容でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 
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〇12番(阿部公一君) 職員の退職が出ている。令和４年度、令和３年度の、同僚議員の質問の中

で答弁していたのも令和３年度で10人ぐらい辞めているよと。４月に入ってからもぽつぽつと退

職者が出てきているよと。そこの部分は、結局職員間とちゃんとしたアクセスを取っていない。

ゆえに、職員は、いつ何されるか分からないという不安の下で、それだったら民間さんのほうへ

行って、多少給料下がっても理想を持って働けるところのほうがいいなという部分で退職してい

っていると思うのです。若い人たちは、苫小牧、札幌に出ています。この部分については、金の

部分については本当に疑問なので、また違う機会にここの部分はもう少しやらせてもらいますし、

４要件と｢地方公務員法｣の部分についても僕も相談していますが、弁護士もそれなりに答えてく

れている部分があるので、あれだと思います。一応今日は質問ここで終わりますが、また再度や

らせていただきたいと思います。 

 終わります。どうも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。 

 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２７分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


