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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、16番、志田君、２番、川端君を指名

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。 

 なお、２番、川端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。 

 11番、川合君。 

〔11番 川合 清君質問者席へ〕 

〇11番(川合 清君) ９月定例会に当たり、一般質問を行います。質問に入る前に、質問通告の

一部訂正をお願いしたいと思っています。それは、｢防災・減災対策について｣の１番の最後、自

主防災組織はどう活用できたのかとなっているのですが、私は活動できたのかと書いたつもりで

ありますので、活用を活動に改めてください。お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 文字の訂正ということですね、文言の訂正。 

〇11番(川合 清君) はい。 

 それで、防災、減災に１点に絞ったのですが、他の同僚議員も多くの人たちがこの問題を取り

上げています。それで、今後地球温暖化の関係から、先日の大雨のような問題、それにゲリラ豪

雨とか線状降水帯とかというのが繰り返し起こるものだという認識の上で質問に入ります。 

 それで、まず最初に先日の避難指示について、町長は住民の対応についてどのように感じてい

るか、ぜひお伺いしたい。同僚議員の質問に、反省すべき点や問題点が多々あったという答弁は

いただいているのですが、今後のことを考えると多々あったでは済まないと思っています。まず、

避難の徹底について、防災無線の効果はどうだったのかということを明らかにしたいと思ってい

ます。 

 実は、私の家は防災無線が全然入りません。私はエリアメールで入ってきたのは分かっている

のですけれども、外にいたために、エリアメールを見る前に班長が避難指示が出ましたよという

連絡をしに歩いてきてくれました。そして、うちの町内会の自治会長は、一番危険だと思われる

神森公営住宅を回って、いた人全部に避難指示が出ましたからということで、３人の高齢者を乗

せて避難所に向かいました。自立で行きますという人が後で自動車で第三中に来たりなんかして、

合計十数人が第三中の避難所に入りました。一番水がつくなと思ったところは、その前の大雨の

ときに地下水のポンプがあふれたために豊畑まで逃げたという人だとか、友達の家行ったとかと
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いう人たちが大体うちの自治会の当日の動きでした。それから、もう一つは、河川敷に馬を放牧

している人がいましたから、危ないということでトラクターで走っていって馬を引き揚げてきた、

こういう事態も起こりました。 

 その後、自治会の総会と言ってもほんの僅かしか集まらなかったのですが、全然知らなかった

という人が何人もいました。それで、全然知らなかったという人は防災無線は鳴るものだと思っ

ている。何も鳴らない。だから、何も放送していないものだと思っていたらしいです。それで、

ぜひ防災無線の効果がどうだったのかという点について町としてどのように見ているのかお伺い

したい。 

 それから、この点の２つ目は、避難所は対象者約7,000人に２か所ということで避難場所を開設

しましたと流されている。それで、7,000人に２か所というのはどういうことだと、初めから入ら

ないのを分かっていたのでないのかとみんな言っています。それで、私は、２か所の指定避難場

所だけでなくて、町の防災ハンドブックや何かを見ると指定緊急避難場所というのがあるのです。

ここも開設すべきだったのでないかと思っているのです。この問題は後で自治会や自主防災組織

との関係で深く話したいと思っているのですが、町長は7,000人に２か所というのをどう想定して

設定したのかという点を明らかにしていただきたいと思います。 

 この際御幸町を対象に入れなかったというのはどういう理由なのか。前の床上浸水の被害を受

けたのも御幸町ですし、防災マップで見ると役場の裏は２メートル未満ぐらいの浸水の危険地域

だと思っているのです。それで、今回避難指示の発令に当たって、たしか静内川から目名川の下

流、そして静内中札内線から川側となったら御幸町が入るのですが、私もテレビで何ぼ見ても御

幸町が出ていない。ＮＨＫが漏らしたのだろうとずっと思っていたのですけれども、後で聞いた

ら避難指定にはなっていないということですが、何かの理由があったのだろうと思うのですが、

ぜひお答えしていただきたい。 

 次に、避難困難者への対応はどうでしたかということについてお伺いいたします。それで、町

の地域包括支援センターのほうには七百何十人の患者が登録されていて、今回の避難エリアの中

は二百七十何人が該当しますということです。私の知っている人も避難指示の発令の後間もなく

連絡来ました。地域包括支援センターの援助もあって、避難所に行きますと。その後聞いたら、

温かいおにぎりが出てうれしかったと言っていましたけれども、そこで避難困難者に対して一番

分かりやすい静寿園の入所者、１階部分は少なくとも避難しなければならなかったと思うのです

が、どういう対応をしたのか。あわせて、旭町なのですか、こうせい町１丁目ですか、あそこに

グループホームがあるのですが、そこもマップで見ると１メートルから２メートルの浸水区域に

なる。そこは１階建てですから垂直避難できないのですけれども、どういう対応ができたのか。

そしてまた、警察の前にもグループホームがあると思うのですが、そこは浸水は２メートルから

５メートルの浸水区域になっている。あそこも平家ですから、どういう対応ができたのかという

点についてまずお伺いしたい。一般の人は後回しと言ったらおかしいですけれども、聞く時間が

あれば後でゆっくり聞こうと思います。 

 それから、その次ですが、自主防災組織はどう活動できたのか。先ほど私の自治会の自治会長

の行動をお話ししたのですが、よくやってくれたなとは思っているのです。私のところにも電話

や何かの問合せがあって、勝手な判断だったのですが、北地域はそれほど浸水の深いところでな

いから、障がい者を抱えている人もいたので、垂直避難を覚悟しながら少し様子を見たらいいの
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でないですかという返答をした人が何人かいます。そういう状況で、先日の自治会の総会のとき

にも自主防災組織をつくろうではないかというのを議題にして、今後の体制考えていこうとした

のですが、基本になるような自治会の活動だとか、自主防災組織の様子についてぜひ町の知り得

た範囲でお答えいただきたいと思います。 

 次の２番目なのですが、ダム管理者からダムの水位と緊急放水量の変化についてどのような報

告や通報があったのか、ぜひお聞きしたい。そして、できれば放水量の変化と静内川の水位の変

化、できればこれに対して山の降水量、これを併せたものとして１つのデータで示していただけ

れば大変ありがたいのですが、ぜひどういう関係になるか明らかにしていただきたいと思ってい

ます。 

 それから、３番目、静内川の柳、立木の撤去と埋塞土、砂利の撤去なのですが、同僚議員が何

人も質問していますので、これは私たちの町が直接権限の及ばないことですので、ぜひ町長から

これらの取組に対する決意としてまずお伺いしたいと思っています。よろしくお願いします。 

 それから、最後なのですが、津波の最高到達点が変更になって、新しい防災ハンドブックを作

って来年４月の広報と一緒に配布したいとお答えいただいているのですが、このハンドブックが

全町に配布されるのと併せて、これからどうしても自主防災組織あるいは自治会の防災活動、力

を入れるために一斉に自治会や何かで対応してもらわなければならない。その体制を防災担当だ

けではとても及ばないと思いますので、総力を挙げて徹底していただきたい。そのためにどうい

う体制が考えられるのか、これらを配布するだけでなくて、中身の説明と、その後の対応をどう

つかまえてやろうとしているのか、このことについてお答えいただきたいと思います。 

 以上、最初の質問です。 

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) おはようございます。川合議員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、先日の避難指示について、町長は住民の対応をどのように感じてい

るかについてでございますが、１つ目の指示の徹底について、防災無線の効果につきましては、

避難指示の発令により防災行政無線による放送、エリアメール、緊急速報メール、登録制メール、

町ホームページ等のＳＮＳへの掲載及びテレビへのＬアラート配信により避難の対象地区及び避

難所の開設情報について周知をしたところでございまして、防災行政無線による効果につきまし

ては町民が知り得る情報伝達手段を用いて周知を図ったことから、一定の効果はあったものと考

えてございますが、防災行政無線の屋外スピーカーの音声が聞こえづらいといった御指摘を受け

ておりますので、全てに避難指示が行き渡っていたのかとなると、そうではなかった部分もあっ

たと考えてございます。 

 防災行政無線につきましては、田畑議員、阿部議員への御答弁でも申し上げてきましたが、ア

ナログ放送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、住宅等の室内にいる状況で全てが聞き取れる状況には

なりませんので、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、その一つは携帯電

話やスマートフォン等からの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、もう一つには携帯電話や自宅の固定電話から専用の電話番号へ
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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。 

 ２つ目の避難所について対象者7,000人に２か所はどうだったのかについてでございますが、

7,056人に対して避難指示を発令し、静内第三中学校及び山手体育館の２か所に避難所を開設した

ところでございますが、まずは避難対象となった地区から比較的近く、避難スペースがある程度

確保できる場所としてこの２か所を開設したところでございまして、避難者数が想定を超える場

合には静内中学校や山手小学校といった同規模の避難所を段階的に開設する対応を検討してござ

いました。 

 ３つ目の静内御幸町を対象としなかったことについてでございますが、静内川氾濫の危険性が

あったことにより、気象台に町内全域における気象情報の確認を行い、北海道及び北海道電力か

らはダムの放流及び河川の水位情報を入手するなど、これらを判断材料として今回の浸水想定を

道道平取静内線及び町道御幸通線から静内川までの区域としたところであり、静内御幸町につき

ましては区域外と判断したところでございます。 

 ４つ目の避難困難者に対する支援について、静寿園をはじめ介護施設はどう対応できたのかに

ついてでございますが、要配慮者支援班であります健康推進課により事前に避難行動要支援者の

リストアップを行うとともに、避難指示の発令に伴い、グループホーム等の要配慮支援者支援施

設及び避難行動要支援者への電話連絡といった対応をしたところでございまして、静寿園におき

ましては非番の職員も招集して、入所者の一部を医療機関へ避難してございますし、状況に応じ

て入所者を垂直避難させる体制を整えたところでございまして、これに伴い、健康推進課職員も

即時に対応できるよう、待機体制を取っていたところでございます。 

 ５つ目の自主防災組織はどう活動できたのかについてですが、今回の避難指示の発令に伴い、

自主防災組織がどのように活動されていたかというところにつきましては承知してございません

が、町から自主防災組織への依頼はしてございません。自主防災組織におきましては、まずは自

主的に自治会内で共助の活動をしていただくほか、新ひだか町地域防災計画により災害時の指定

避難所の運営について、被災者が自ら行動し、助け合いながら避難所を運営するために、自主防

災組織が主体となるなど、地域住民による自主的な運営を求めることとしてございますので、避

難所の運営におきまして行政職員だけでは対応できない場合は、または対応が困難と予想される

際には共助の下、自主防災組織の皆様の御協力をいただきながら避難所の運営をしていただくこ

ととなってございます。 

 ２点目のダム管理者からのダム水位と緊急放水量の変化の報告についてでございますが、静内

川の上流には北海道が管理している高見ダムと北海道電力が管理している春別ダム、静内ダム、

双川ダム、東の沢ダムの４つのダムがございます。ダムの放流に当たりましては、従来より放流

１時間前から電話やファックスにより町や警察などの関係機関に対し情報伝達がなされ、放流に

当たっての情報共有を図っているところでございまして、実際に放流が開始されますと当該時点

におけるダムの流入量やダムからの放流量が関係機関に情報伝達されることとなってございま

す。８月16日の静内川の増水に伴い、高見ダムにおきましてはダムの流入量が洪水量毎秒340立方

メートルに達すると予想される際の洪水警報体制の通知、防災操作、洪水調整開始の情報、放流

量増加による急激な河川水位上昇の通知がされてございまして、春別ダムにおきましては毎秒
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60立方メートル及び120立方メートルを超えた際の通知及び最大流入量に達した際の通知がされ

てございまして、東の沢ダムにおきましては毎秒25立方メートル以上の越流量が予想されるとき

の越流開始通知がされてございまして、双川ダムにおきましては合計放流量が毎秒400立方メート

ル及び800立方メートルを超えた際の通知がされてございます。また、地域住民に対しましては、

双川ダムから最下流までの間に整備されていますサイレンと屋外スピーカーにより、放流してい

る旨の情報伝達を行ってきているところでございます。 

 ３点目の静内川の柳、中州の除去をどう進めるのかについてでございますが、城地議員からの

一般質問で御答弁させていただいておりますが、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ございます。大きな中州は目名

川との合流付近まであり、残り約1,800メートルほどありますが、早急に６月と８月に発生した事

象の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ございますので、御理解をお願

いいたします。 

 ４点目の津波対策について、ハザードマップの住民周知の徹底についてでございますが、現在

新たな防災ハンドブックを令和５年３月の全戸配布に向けて取り進めているところでございます

が、本年７月には日本海溝・千島海溝型巨大地震が発生した際の当町における被害想定が北海道

から公表されたことを踏まえまして、住民一人一人が地震、津波から命を守るためには平常時か

ら何をしておかなければならないのか、また地震、津波が発生した際にはどこにどう避難をしな

ければならないのかについての意識づけを早急に行うことが重要であると考えてございますの

で、今後におきましては自治会、事業所単位での地震、津波避難訓練の実施や防災講話の積極的

な開催等を繰り返し行うなど、ソフト面での対策強化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) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 一通りお答えいただいたのですが、基本的には同僚議員の質問に対するお

答えと変わらないなと思っているのです。 

 それで、再質問に入りますが、町長は7,000人対象に避難指示を発令して、百三十何人が避難所

に向かった。そのほかにも駐車場で車に乗って待機していた人いるというのも聞いているのです

が、入り切れなくて帰ったという人もいるとも聞いています。7,000人対象に避難指示を出して、

多く見積もっても300人ぐらいの人たちが避難所の避難行動対応したと思われるのですが、この数

をどう発令した町長として捉えていますかというのが一番聞きたいのです。大変いい行動を皆町

民がやってくれたのか、想定した何分の１かにとどまったというのか、その辺りをどういう感想

を持ったかということで今後の対応が変わると思うのです。それで、ぜひ町長に、まだまだ調査

が進んでいないと、あなたは何で避難指示の情報を知りましたか、どう対応しましたか、どうい

う人と連絡取りましたかというやつを今早く町挙げていろんな場面でやっていると思うのです

が、そこに入る前に、今回の発令に対して町民の行動はこれで満足だというのだったら、しなく

てもいいことになるので、ぜひその辺りの感想から伺いたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回地域の中7,000名の方に対して避難指示を出させていただきまし

た。避難所に実際に行かれた方については130名から、駐車場に避難された方もいましたので、も
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うちょっとの人数の方がいたと思います。問題は、区域の中でどう避難行動されたのかというと

ころにあると思います。人によっては、避難所は人混むので嫌がって知人の家に行った人もいる

と思いますし、２階建ての家であれば上に避難された方もいらっしゃったと思います。問題なの

は、避難所に実際に来てはいただきたいのですけれども、避難行動をどう行ったのかというとこ

ろにあると思いますので、今回の指示を受けてどう行動されたのかということについては今後検

証していきたいとは思いますけれども、一定程度の人数の方が実際に避難行動をされたというふ

うなことにあることには間違いないという認識でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) もう間もなく一月たってしまいますから、早いところやらないと、その当

時のことなんかもう忘れたよという人たちが出てくるおそれがありますので、大至急、いろんな

場面で、一人一人全部というわけにはいかないけれども、町の幹部職員も自治会でも人と会うた

びに、この間の緊急避難指示のときどうやって知りましたか、どう対応しましたか、どうしまし

たというのを、そのデータを集めないと今後の対応が出てこないと思うのです。だから、町長お

答えになりませんけれども、7,000人に対して避難指示を出して、避難所に行ったのは130人か

140人、多く見ても300かそのくらいの人たちでは、私は愕然としたのです。垂直避難を覚悟した

人もいるとは思うのですけれども、これくらいの人しか避難指示に対応しなかったのかというこ

とで、万が一本当に堤防決壊したら、何人もの人が流されて死んだのでないかと思うのです。そ

の認識があるのかないのかということを聞いているのですが、町長お答えになりませんので、そ

れはしようがないかなとは思うのですけれども、大変不満に思います。 

 それで…… 

〇議長(福嶋尚人君) 川合君、上田課長の答弁は町長の答弁として捉えてください。 

〇11番(川合 清君) 議長に言われましたけれども、幹部職員と町長の答弁の重みは全然違うも

のだと思う。私が１回目の質問で言って、町長が答えてくれたら、私はそれ以上聞くつもりはあ

りません。だけれども…… 

〇議長(福嶋尚人君) 私と川合議員でやり取りしてもあれなので、質問続けてください。 

〇11番(川合 清君) それで、なぜ町民の対応が指示に従わないで対応しなかったのかと思った

ときに、一番の問題はどういう危険な状況にあるかという情報が町民に伝わっていなかったので

ないかと思う。それで、先ほど私言いましたけれども、うちからは防災行政無線は何も聞こえな

いのです。ダブって共鳴して聞こえなかったのでなくて、何も聞こえない。そしたら、間もなく

町の広報車かなというのが音が聞こえた。出たときにはもう向こうで、何をしゃべっているか分

からなかった。防災行政無線で町長が避難指示を出しましたというのは、何回繰り返し、繰り返

し音声で伝えたのか。あるいは、広報車を何台こういうふうに回しました、こういう情報伝達の

努力はどうだったのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回の避難指示の御連絡につきましては、防災行政無線で２回ほど連

続して行っていると思います。それと併せてメール等の配信もしてございまして、今町で持って

いる情報伝達の手段を、壇上でも御説明しましたけれども、そういったものを使ってお知らせし

たというふうな認識でございます。広報車につきましては、走らせていないというふうな認識で

ございます。といいますのも、従来の伝達方法よりも細かくＳＮＳ等を使って皆さんのほうにお
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知らせしていると。あと、防災行政無線で聞き取りづらかった部分当然ございますので、そうい

った部分の確認を電話でできるというふうなところもございます。今回新しくそういったサービ

スの拡充してございますので、そういった部分で対応させていただいたという認識でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) ２回繰り返し放送したと、あとはメールで見てください。それで、私が質

問して答えていないのは、あなたは住民の対応についていろんな調査を今早く力を入れてやりな

さいということについてやるともやらぬとも答弁いただいていないのですが、防災行政無線で２

回流して、あとメール見てください。テレビにも出ているでしょう、そういうところで見てくだ

さい。これだけで伝わると思っているのですか。私は、それでは全く不十分だと思うのです。 

 それで、かつての町の対応ばかりでないのですけれども、もっともっと北海道電力や何かと協

力しながら情報伝達には力を入れていたと思うのです。私の家の前に北海道電力の放送塔があり

ます。昔はサイレンまず鳴らして、北海道電力からお知らせします。双川ダムから緊急放流を始

めますので、川には近づかないでください。それが繰り返し、繰り返し、夜だろうと夜中だろう

とやるのです。そしてまたサイレン鳴って、双川からの放水量を増やしましたので、堤防、河川

敷には絶対近づかないでくださいという放送がある。今回北海道電力の放送塔から１回、ピンポ

ンパンポンと、さわやかな声で、ダムの水位が上がりましたので放水を始めますというのが５時

半頃、それを３回ぐらい繰り返して、それで終わりなのです。 

 住民がどこで何をしているか分からない。メール送りました、防災無線で２回流しました。あ

と知らないのは、自主的に情報を集めようとしないあなた方の責任ですと言っているみたいに思

うのです。全く不十分ですので、町の避難指示がどう町民に受け取られたか、その調査を大至急

やるという、この答弁だけはいただきたいと思うのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) ただいまの質問の答えていないという部分でございますけれども、今

回の件につきまして避難エリア全町民に対してお一人お一人にどういう行動されたかという調査

を行う考えは今のところございません。ただ、今多数の議員の皆様から、放送が聞こえなかった

ですとか、今回の避難ということについての情報が十分伝わらなかったということについては

我々受け止めましたので、それに対してどういう対応を取れるのか、きちんと内部で協議をして

対策は考えてまいりたいと思います。 

 先ほど来、恐らく川合議員も情報が伝わらない方がいたということを問題視されて我々に御質

問していただいているのだと思います。我々も、これは今後も含めて全ての町民に100％明確に情

報が伝わる手段というのは恐らくないのだろうとは思いますけれども、我々は時代の進化に合わ

せまして、いろんな技術も取り入れながら発信手段は充実させていっているつもりでございます。

私役所に入ってもう35年になりますけれども、35年前の情報発信手段と今見たときに、非常に、

テレビ、ラジオは当然のことながら、手元のスマートフォン、携帯電話、あるいは先ほど総務課

長も申し上げましたけれども、今何て放送したのだというのを聞き直せる手段もあるということ

で、そういうことを知っていただけていないということについては我々の周知不足、努力不足の

ことはあると思いますけれども、あらゆるチャンネルから情報を得る手段がある、それはこうや

って使うのだということをもっともっと丁寧にお伝えしながら、住民の皆様に知ってもらいたい

情報、伝えたい情報がきちんと伝わるように努めてまいりたいとは考えてございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 町としての伝達には大きな力を入れた。それで、あとは町民の努力でと言

われて、さようですかと私は思っているのですが、それで１つ問題あるのですが、昔のようにサ

イレンで通報するのが一番町民に注意喚起を促す。大体消防の本機を少し鳴らすと室内にいても、

私の家にいてもサイレンの音は聞こえる。風向きによって大きさがいろいろ異なるのですが、何

か大事なことがあった、大変なことが起こったかもしれないという情報はサイレンが一番有効だ

と思うのです。先ほど言ったように、デジタル化した防災行政無線があちこちに穴がある。これ

は、この対応はすぐしていただけるようですけれども、もっともっと住民の注意喚起を促すため

にはサイレンが有効だなと。防災ハンドブックの中にもサイレンのことが書いてあります。金は

さほどかからない。もう少し補充しなければならぬことがあるかもしれないけれども、ぜひサイ

レンの活用を検討していただきたいと思います。 

 それで、こればかりやっていられませんので、次に行きますけれども、避難所の問題で、部長

が37年目と言いましたか、こういう緊急避難指示が出るような問題で出たことが何回目かだとい

う職員はもう誰もいないのでないかと思う。私もこの町に住んでやや40年たちますけれども、静

内川の堤防が決壊するおそれがあるから避難指示を発令しますというのは初めての経験なので

す。だから、全職員が段ボールベッド一つ組み立てるのにも訓練とは全然違うと思うのです。ど

れだけ大変なのか。そして、やっているところに避難者来たら、まず先に考えることは邪魔だと

いう、俺の仕事の邪魔するなというのがまず先に職員が考えることでないかと思う。町内会に行

くと、役場職員の自治会員はさっぱりうちの自治会に協力してくれないというのがどこの町内会

からも聞こえることで…… 

〇議長(福嶋尚人君) 川合君、質問を簡略にしてください。 

〇11番(川合 清君) 状況をきちっと説明するためには必要なことだと思っていますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 簡略にしてください。 

〇11番(川合 清君) 努力はしています。 

 それで、そういう避難指示が出されて、２か所の避難所でなくて、緊急避難場所というのがた

くさんあるのです。この緊急避難場所を活用する。これを活用するためには、町職員に頼らなく

ても開設できる、開くことができるところがいっぱいあるのでないかと。それで、指定避難所と

緊急避難場所、この両方を活用すべきだと思うのですが、検討していただけるのですか、返答は

なかったように思うのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 避難場所でございますけれども、その時々の状況によってどこの避難

場所がいいのかというのは本部会議の中で検討してございます。今回は、その中でも避難エリア

に近い場所というところで指定させていただきました。これまでも地震ですとか津波対策ですと

か、そういった部分でいろいろな避難所のほうをこの施設というところで開設させていただいた

ということもございます。それ以外に、自主避難される方も当然いらっしゃいますので、そうい

った方については場合によっては地域の生活館を開けて、そこに自主避難するという場合もござ

います。現にそういう対応をしてございましたので、そういった部分でその場面に応じた避難所

を開設していきたいとは考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 
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〇11番(川合 清君) 自主避難者というのが出てきたのですけれども、友達に行くとか、実家に

逃げるだとかという、それ以外に例えば私のところにすぐ生活館があると、ここはちょっと高い

ので、命は守れるだろうと思った人たちが行けるところ、そういう行動を起こす人を自主避難者

と言うのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 過去も避難所を開設しない大雨の対応もございました。そういった場

合に地域の方たちが一時的に避難するというところで自主避難というふうな整理をしてございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 町の防災ハンドブックの中にこういうふうに言っているのです。指定避難

所とは、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに一定期間避難生活を送る場所を

いう。今回の第三中と山手体育館はこれに当たると思うのですが、指定避難所というのはこうい

うことです。そのほかに指定緊急避難場所というのがあるのですが、ここは切迫した災害の危険

から一時的に逃れるための場所で、災害の種類ごとに指定しています。こういう表になっている

のですけれども、ここで緊急避難場所、会館、学校、生活館、こういうのがたくさんあるのです。

私が住んでいるところのすぐ横に神森生活館があるのですが、そこは町の指定を受けて管理業務

に当たっている人がいる。その人が鍵持っている。うちの会館で避難できるのでないかといった

ら、会館を開けることはできるのです。それで、その鍵を開けてくれというのが自治会長なり自

治会の役員がそういう対応をすれば開けてくれるのですか、開けてくれないのですか。もしそれ

が自主防災組織があって、登録しておいて、自主防災組織の責任者がここで一応緊急に命を守ろ

うと思うので、そういう場所を開けてくれと言ったら、開けてくれるのですか。そういう活用の

方法を私は考えたらいいのでないかと言っているのですが、どうなのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 避難場所といいますか、施設を使う、使わせないということではなく

て、まずは命を守っていただく行動を取っていただくというのが第一でございます。なので、そ

ういった場合においてそういった施設が使えるのであれば、一時的にそちらのほうに避難してい

ただきたいという考えは基本にございます。まずは命を守っていただくと、その後に町のほうで

開設している避難所のほうに移っていただければ、そちらのほうで長期間過ごせるというふうな

ものになりますので、まずは命を守る行動を取っていただきたいというのが第一でございます。

そのために、近くに町の施設があるのであれば、当然使っていただいて結構ですし、鍵を持って

いる方がいるのであれば開けて避難していただくというのは当然のことだと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 誰でも開けろと言ったら管理人が開けてくれるわけにはいかないと思うの

ですけれども、少なくとも自治会長だとか、自主防災組織をつくって、その責任者が取りあえず

開けてくれと、命を守るために開けてくれというふうなことを言えば、管理人は開けてくれるの

ですね、緊急避難場所に指定されているところだったら、そういう自治会長、その他が開けてく

れと言ったら、管理人は開けてくれる、こういう理解でいいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) その辺の連絡事項につきましては、自治会内で自主防災組織のあると
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ころであれば、こういう事態になったら当然開けて、一旦避難していただくというふうな取決め

であれば全然問題ないのかなと思います。町のほうでそれは許可しないですとか、ちゃんと避難

場所があるのだから、そっちに行ってくれだとか、そういうところを厳しく言っているわけでは

なくて、一旦命を守っていただく行動を取っていただいて、そのために必要であれば当然開設に

ついては必要になると考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 自分の命を守るために緊急避難でやることは、大体が許されると私は思っ

ているのです。例えば青柳町の人が避難指示に従って山手まで行くといったら、大変なことにな

るのです。山手まで行くとなったときに、それではちょっと危険かもしれないけれども、何とか

ここの近くで逃げるところ探すとかと思った人も結構いるのでないか。ですから、２か所では全

然足りなくて、こういう緊急避難場所も開けて利用できて、命を守ることができるようにする必

要があると思っています。ですから、そういうことをきちっと組織的にやるために、自主防災組

織はぜひつくってくださいと、こういう理屈になるのだと思うのですが、そういう理解でよろし

いですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) まず、一時避難所の関係でございますけれども、これまで町のほうか

らも、津波のときのことを想定しましたけれども、まずは高いところに避難していただきたいと

いうところはこれまでも何度も申し上げてございました。町のほうで開設している避難所当然ご

ざいますので、一旦そこに避難していただいてから安全な場所に移動していただくというところ

をこれまでも何回もお願いしてございまして、例えばピュアの駐車場の２階のほうに上がって一

時避難していただくですとか、そういったことはこれまでも何回もお願いしてございます。そう

いった部分で地域のほうで共助の部分で活動していただく自主防災組織については、かなり重要

な組織になりますので、そういったところについてはこれまでも組織をつくっていただきたいと

いうところでお願いをしてございますし、それに応えていただいて設立していただいた自治会も

ございます。なので、町としましては、自主防災組織のまだない地域についてはこれからも設立

についてお願いしてまいりたいというふうな考えでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) それで、自主防災組織がどう活動できたのかということでお聞きしたので

すが、なかなかふうむと思えるような御答弁がなかったと思っているのですが、これからつくる

自主防災組織の手本になるような自主防災組織、あるいは自治会活動でもいいのですが、そうい

うことをやった手本になるようなところを幾つか紹介してほしいというのが私の質問の趣旨なの

ですが、基本的に今回の避難指示ではそういうところがなかったとなるのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 私壇上で申し上げたのが今回の避難指示に伴っての自主防災組織の活

動、こちらの内容については承知してございませんというお答えをさせていただきました。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 自主防災組織とか、あるいは自主防災組織としては明確でないけれども、

私の聞いているところでもあるのですが、自治会の何人か寄って、避難指示が出たのだけれども、

どうしましょうか、雨はやんでいるし、先ほど私が言った垂直避難を覚悟しながらもう少し様子



 － 11 － 

見ましょうかと何人かで相談した。こういうところがあちこちにあるとはちょっと聞いているの

ですけれども、そういう範囲に大体とどまって、私が言ったように隣近所のおじいさんとおばさ

ん３人車に乗っけて逃げたと、こういうような行動については町としてはまだ把握していないけ

れども、何かの動きはあったのだろうと、こう思っているということでいいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回避難された方たちの中で、自主防災組織ですとか、そういったと

ころで動いて連れてきたというふうな情報は聞いてございません。ただ、避難された中で近所の

方に乗せてもらって来たただとか、近所の人が連れてきてくれたというふうなお話は聞いてござ

います。私申し上げているのは、組織を立ち上げるだけが全てではなくて、地域の共助の部分、

助け合いの部分でそういった活動がなされているのであれば、それはそれで構わないと思います。

ただ、一応組織として立ち上げていただいて、日頃から訓練していただいた部分あればなおスム

ーズに活動できますので、そういった部分で、立ち上げていただければ町のほうからの整備等の

助成がございますので、そういった部分活用して活動していただきたいというふうなことでござ

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 隣近所の日常の助け合い活動の一つの形態だというのはそのとおりだと思

うのですけれども、一番最初に言ったように、これからまだまだ雨量の多い大雨の被害を受ける

可能性は物すごく高まっていると思いますので、ぜひ自主防災組織というもの、そこで適宜必要

な講話とか、あるいはシミュレーション映像を見るだとか、日常的に命を守る行動についての勉

強をしてください、こういう活動が今後必要だというのは一番最後に質問したことなのですが、

そういうふうなことに努力する、今まで以上に力を入れてという理解でよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 防災に関わる活動でございますけれども、今回のことがきっかけでど

うこうということではなくて、これまでも自治会の避難訓練ですとか、老人クラブの集まりです

とか、小学校の避難訓練ですとか、そういった部分でお声をかけていただいたときには、積極的

に参加してお話をさせていただいております。なので、それをこれからも継続していく考えはご

ざいますし、回数は当然増やしていきたいというふうな考えもございます。なので、まず皆さん

に命を守る行動を取っていただくためにはどうしたらいいのか、ふだんからどう考えていただく

ほうがいいのかというところをこれからも地道に皆さんのところに行って伝えていきたいという

ふうな考えでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 次に、避難困難者への対応をどうできたのかということについて、静寿園

については町の職員の援助もあって、１階の人を２階に上げるだとかの対応を準備したと、こう

いうことをお答えになったのですが、旭町１丁目のグループホームと警察前のグループホームで

は何かの対応できたのですか、つかんでいないですか。ただ避難指示を発令しました、対応して

くださいという電話連絡だけですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 戸子台健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(戸子台弘一君) お答えいたします。 

 議員言われるように、今回の避難の対象エリアには２か所の認知症グループホームがございま
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して、どちらも平家なのですけれども、１か所のグループホームに関しては事業所独自で連携協

定を組んでいるところ、避難するところを確保していまして、いつでも避難できる体制を取って

いたということが１点です。２か所目のグループホームに関しましては、系列のグループホーム

がありましたので、避難指示があって数時間後には完全に避難ができたと聞いております。この

間、もちろん避難指示前の連絡、そして指示後の連絡、そして間の連絡、そして完了した後の報

告という形で常時管理者と連絡を取り合っておりまして、町としては必要な支援をできる体制を

組めていたと認識しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) グループホームの入所者も含めてあれですか、避難困難者名簿七百何十人

の中にこの人たちも入っての数だという理解でいいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 戸子台健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(戸子台弘一君) こちらで考えている要支援者は、基本的には居宅で生活して

いる方と認識しておりますので、この中の数字には含まれておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 特に静寿園で私疑問に思っているのですが、今回みたいな堤防決壊、洪水

のおそれがあるというときにエレベーターは使えるのですか。地震やその他と同じように、避難

にそういうものを使っては駄目なのですか。 

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) 災害時のエレベーターの使用云々については私のほうも承知して

いませんので、お答えできませんので御承知いただきたいと思うのですけれども、先ほど総務課

長のほうから壇上で御答弁させていただきました補足なのですが、実は今回静寿園の避難状況に

加えさせていただきたい点が１点ございまして、私たち静寿園については指定管理させていただ

いていますので、災害等の生じた際に指定管理者、また各施設にこういった避難指示の状況等に

ついてまずは情報伝達させていただいたと同時に、川合議員おっしゃるとおり、１階の方につい

ては垂直避難ということで上層階への避難という形を取るのが基本なのですが、このときに１階

の利用者の方の一部に新型コロナウイルス感染症の陽性者が出ていまして、それで１階部分全て

北海道の指示の下、経過観察を実施していたところでございます。このことから、１階の方をす

ぐに垂直避難ということができないという、難しいという判断の下、指定管理者、また北海道、

そして町と連携図り、協議図りまして、まずもって陽性者の方何名かいらっしゃいましたので、

そういう方については町立病院との協議を経てコロナ病床のほうに一時的に避難を実施したとこ

ろでございます。残りの１階の濃厚接触者の疑いのある方々についても、やはり２階に上げると

いう形は難しいということもございましたので、町としましてまずは残りの方々も必要に応じて

町の町立病院のコロナ病床のほうに移行できるような形で体制を組んで、その後総務課等と連絡

取りながら、河川の水位状況などを鑑みまして、必要に応じていつでも残りの方々も避難できる

ような体制を取っているということで、そういった情報をちょっと付け加えさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) こういう介護施設等に対する支援体制は、一定できているという理解でい

いですか。これが大津波警報のとき対応できるかといったら、30分では全然間に合いませんとい

うふうな形になると思うのですけれども、大体今回みたいな避難指示で一定まだ余裕があるかな
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と思われるときには静寿園も含めて支援できる体制は、この程度はやむを得ないのかという程度

かもしれないけれども、何らかの支援体制あると理解していいですか。静寿園をこうせい町から

緑町に移すときに、こうせい町自治会が反対したのです。俺たちは、静寿園で何かあったら町内

会ぐるみで支援する体制を組んでいるのだ。 

〇議長(福嶋尚人君) 川合君、経緯はいいですから、質問を。 

〇11番(川合 清君) そういう対応があるのかないのかと聞いているのです。だから、一定の対

応だけで最低限の対応というのか、心配なのは大津波警報のときにはまず間に合わない。それか

ら、今回は町職員が静寿園に支援に行った。ところが、町職員は避難所の開設その他に走り回ら

なければならないという、そういう仕事と支援とあるのかどうなのかという問題があるのです。

今のところはこれしかないという理解ですか、もっともっと充実させなければならないという理

解ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 戸子台健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(戸子台弘一君) 御質問の趣旨を履き違えていたら大変申し訳ないのですけれ

ども、私たちがこれからより強固な体制をどのように目指していくかという一つの観点でござい

ますが、町の職員だけ、住民だけ、介護サービス事業所だけでは到底対応できないことがあると

いうのは容易に想像がつきます。特に介護サービス事業所におきましては、各事業所の法的な部

分で事業継続計画を立てることになっております。これは、例えば感染であったり、今回のよう

な被災時にどのように事業を運営していくかということを事業所単体として計画していくという

ことなのですけれども、被災、感染ということを鑑みますと到底１事業所でできるものではない

と考えております。このことから、町としてはこういった関係、事業継続計画の策定のサポート、

そしてひいては各関係事業所が協力関係を築けるような形で支援していきたいと考えております

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 時間もなくなってきたから、これぐらいにしますけれども、次に移って、

ダム管理者とダムの水位、通報が北海道電力からですか、双川ダムから放流する１時間前に放流

量の通報があります。それだけですか。それで、前にこの町に河川事務所というのが土木現業所

のやつがあったのですけれども、今ないですよね。それで、結局は北海道電力が管理している双

川ダムの放水量、全部が全部とは言いませんけれども、ほとんど全部が双川ダムを通じて静内川

に落ちてくるのですから、双川ダムで何ぼ放水しています。そのあちこち散らばったやつも含め

て何千立方メートルが静内川に流れてくる。高見ダムや何かは北海道の管理だけれども、そこか

ら出たやつはみんな双川通るのだから、ここで何ぼ放水しようと基本的には関係ないとなるので

すけれども、それで一番知りたいのは、双川ダムで毎秒何千立方メートル放流したら静内川の水

位が何メートル上がるか、こういう相関関係を知りたいのです。それは知り得ませんか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) ただいま御質問されましたダム放流量と、それから静内川の河口付近

の水位との関係ということなのですけれども、残念ながら私勉強不足でそこまでお答えすること

ができないというのが実情です。 

 通報を受けるのは双川ダムからの放流量として、それから春別ダムもございますので、その合

計量として通知を受けておりまして、今回は９時20分頃に415トン放流があるという通知を受けて
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おりまして、その後10時30分に801トンの放流があると通知を受けてございます。静内川の水位に

つきましては、ちょうどお昼の12時頃に氾濫注意水位の５メートル60程度になりまして、その後

午後３時頃にピークとなります６メートル71センチという記録が残されてございます。 

 僅か３時間ぐらいの間に２メートル上昇したというふうな状況になっているのですが、川合議

員が最初に御質問されていた降雨量との関係になりますけれども、降雨量については15日の夜遅

くから、僅かですけれども、雨が降り始めていて、16日の午前６時ぐらいから時間雨量が20ミリ

を少し超えるぐらいの雨量になってきて、そこから降雨量が増えてきたというような実態になっ

ております。笹山と高見ダムでしかその辺の周辺の降雨量を知り得る観測所はないのですけれど

も、その後昼の12時になって20ミリ以上降っていた雨がぴたっとやんで、その後は１ミリ、２ミ

リという僅かな雨量に変わっているという状況があって、ダムの放流はあるのですが、雨がそこ

でもう止まってしまったという状況があって、今回はその分析をするのが非常に難しかったと思

います。山のほうで降った雨が静内川の河口に来るには到達時間がございますので、場所によっ

て３時間から５時間ぐらいかかるというような状況もあって、それをどう分析をして、静内川の

水位にどのように反映してくるのかというのは簡単に計算できるものではないと考えていますけ

れども、今後こういった事象を北海道と一緒に分析しながら検証して、生かしていけるようにし

ていきたいとは考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 建設課長の答弁はよく分かるのです。私たちもそういうものを今まで求め

たことないですから、ダムの管理者が北海道の管理の部分と北海道電力の管理の部分があって、

そこで発電ダムですから、治水目的でなくて発電用のダムですから、北海道電力にしてみれば水

の一滴、金１円のそういう原材料ですから、ためるにいいだけためたいという問題が起きてきま

す。それで、最終放流責任持っているのは北海道電力で、川を管理して堤防を管理しているのは

北海道で、そこからの詳しいデータを町長が受け取らないと、今避難指示を出すのか、もう少し

様子見るのか、このままだったらあと１時間様子見ようとかという判断ができない仕掛けになっ

ているのです。 

 それで、町民の命を守るために一番責任を持っているのは、北海道にダムの放流量と河川の水

位と堤防の状況と、それから山奥での１時間ごとの降水量だとか、そういうものを町長が判断で

きるような形でここで集約できる体制が必要だと思っているのです。そのためには、北海道電力

と土木現業所と、このデータを突き合わせることができるように情報提供を求めなければならな

いと思います。だから、今これ以上ここで雨これだけ降ってこうなった、こうなったと、そうい

うことできませんので、そういう判断が町ができるようなシステムを北海道電力と土木現業所に

求めるという努力を町長ぜひしていただきたいと思うのですが、これはよろしいですね。 

〇川端委員長 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 城地議員の一般質問のときにもお答えしているのですけれども、９月

８日に室蘭建設管理部の副局長さんのところに町長と総務課長と私と行って、今回の事象を説明

して、それから過去30年間の土砂の堆積とか樹木の繁茂状況なども含めてお伝えをして、今後の

対策について話をさせてもらっています。その中で、川合議員がおっしゃっとおり、今回の事象

が起きた気象状況ですとか、そういったものを含めて情報共有しながら、今後有効な対策を検討

していくというふうなことで確認してまいりましたので、改めてどういう組織にするかというの
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はまだ何も決まっていませんけれども、そういった情報共有を強めていくということで確認して

おりますので、これからそういう方向で進めていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 私が好きでない言葉、デジタル化とかと言われているこの時代に、町の災

害、行政報告や何かの資料は笹山で何ぼ、静内で何ぼの雨量と出てくるのです。昔そういうとき

には、パンベツで何ぼとか、新冠越えで何ぼとかというふうなものが出てきたと思うのですけれ

ども、高見ダムに関係する雨量は全然今は分からないのです。それで、こういう努力をしてもら

いたいのですけれども、今こういう時代ですから、どこに線状降水帯が発生した、時間雨量これ

ぐらいになりそうだとかというデータは気象庁から何ぼでも出てくるわけでしょう、どこまで正

確かは別にして。それで、高見で何ぼ降って、ダムの水位がこれぐらいになって、双川でこれだ

け放流して、静内川の水位がこうなる。これを災害防止協定みたいにして北海道と北海道電力と

町とで情報共有できるというような、そういうものをつくる必要があると思うものですから、そ

ういう協定が必要だと思うのですが、町長、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) おっしゃることは十分理解できます。協定という形を取れるかどうか

はちょっと分かりませんけれども、答弁の繰り返しになりますけれども、情報共有をきちっとし

ながら、今後の体制づくりというものは北海道電力の水力センター、それから北海道の室蘭建設

管理部を含めて一緒に考え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) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 課長の答弁は、でしょうと思うのですが、先ほど言ったように北海道電力

にとっては水の一滴が金なのですから、ダムの水位がどういう変化していますか、データよこし

なさいと言ったって、そう簡単によこさないと思うのです。そして、まして静内ダムには新冠川

の水が導水されている。春別ダムにも新冠から導水されている。そういうときですから、新冠川

の水をどれだけこちらに流すかというのは全部北海道電力に任されているみたいなもの。それが

うちの降雨量とどういう関係が出てくるかとかなんとかというのは、やっぱりそう簡単には出さ

ないと思うのです。ですから、北海道の力で北海道と北海道電力と町と災害防止協定をこういう

中身で結びませんかという努力をしてくださいというのを町長に求めているのですけれども、課

長の答弁することではないのでないかと思うのですけれども、町長、どうですか、再度。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中副町長。 

〇副町長(田中伸幸君) ダムの静内川全体の話だと思いますので、私のほうからお答えしますが、

北海道電力が１円がもったいないから水をためておくという時代はなくて、今回は８月16日の雨

だったと思うのですけれども、８月11日から雨が降り続いて、ずっと放流していました。それは、

８月16日に多分雨が降るだろうという予想で水位を下げていたのですが、それ以上に降ってしま

った。それと、もう一つ、高見ダムなのですが、これは北海道電力に委託されています。高見ダ

ムの状況として、越流式なので、洪水調整はかなりできるのですけれども、上げたり下げたりす

ることはできません。 

 全てのデータが町長のところに集まっています。北海道電力の流入量、降水量はファックスで

来ますし、高見ダムの水位は全国どこでもインターネットでリアルタイムで見ることができます。

そこに対する流入量、越流量、全部誰もが分かるようになっています。今回、これはアナログな
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のですが、紙で潮位が分かったのです。浦河港の満潮位が、これは紙です。デジタルではなかっ

たのですけれども、紙で分かって、ちょっと正確には分からないですけれども、16時ぐらい。先

ほど建設課長も言った静内川の水位のピークが３時ぐらいだった。これと満潮の関係がどうなる

かというのも非常に難しいところがありましたので、全ての情報を町長が判断して今回避難指示

を出したということになりますので、その間協定を結ばなくても随時北海道とも北海道電力とも

電話で対応しておりますので、今までそういうことがなかったからできなかったということでは

ありませんので、御理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 来ているのですか。そしたら、町がやろうと思ったら、あと土木現業所の

静内川の水位さえ分かれば、全部私が言ったやつは解消するのですか。 

 時間ないから聞くのですけれども、あと事前放流をしていたということですね、双川ダムから

大雨に備えて北海道電力は事前放流を続けていました。それは通常から何ぼ流れているかという

ものも含めて町が計算しようと思えば全部分かる。私は事前放流をやったのかと聞きたかったの

ですが、事前放流やっているということですから、あとそのデータを突き合わせたやつをぜひ町

でつくって、議会に提出してください。どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中副町長。 

〇副町長(田中伸幸君) まず、事前放流をやっていたから水位がどうのこうのというのは、先ほ

ど建設課長言ったとおり分かりません。情報が来ていたのかということについては、情報は取り

に行っています。全て今情報が来るものではありません。情報は取りに行くものなので、静内川

の水位も神森地区、目名という名称になっているのですけれども、神森辺りの水位と、あと大川

建設さんの辺りの田原のルベシベ橋の辺りとリアルタイムで分かるように今はなっています。そ

れを全て見て判断して状況を確認しておりますので、ファックスで来た事前放流が全てなのか、

それは分からないです。それは分からないので、それを集めたところで静内川の水位については

計算はできないと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、川合君。 

〇11番(川合 清君) 防災の総務常任委員会なりなんなりにそういうデータを後で委員会として

求めるようにしますので、お手数でしょうけれども、ぜひそういう資料…… 

〇川端委員長 川合君、それは総務常任委員会で決めることですから。 

〇11番(川合 清君) いいから、時間ないのだから、議会に提出してくれるようにしてください。 

 時間になったので、津波については次回に、ハザードマップが完成した後に取り上げようと思

っています。 

 終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩 午前１１時０２分 

                                            

再開 午前１１時１７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。 

 ２番、川端君。 

〔２番 川端克美君質問者席へ〕 
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〇２番(川端克美君) 通告に従って一般質問を行います。大きくは３点通告しておりますので、

質問に対して明瞭にお答えをいただきたいと思います。今朝、求めていました資料が机の上にあ

り、別の問題も出てきたわけですけれども、大変戸惑っております。しかしながら、今回は通告

した分について質問をしていきたいと思います。 

 １点目の｢高齢者福祉施設の指定管理について｣でありますが、令和３年度から静寿園ほか５施

設の高齢者福祉施設が指定管理に移行し、１年半が経過しようとしています。指定管理料につい

て疑義がありますので、お聞きをいたします。町と指定管理者の間で交わされた新ひだか町高齢

者福祉施設指定管理者協定書、議会には、この６施設を指定管理に移行するために、令和２年12月

15日開会の第７回定例会の議案第15号の参考資料として協定書の概要書が提出されています。こ

の概要書によると、指定管理料の項目に、指定管理料は職員の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て、それ以外の委託料の支払いは原則行わないものとし、年度協定書

において各年度の指定管理料を定めるとあります。また、転籍職員の現給保障の項目に、新ひだ

か町から指定管理者に転籍した職員の現給保障は町が定めた期間において所要の額を給与と併せ

て指定管理者が職員に支給するものとしますとあります。 

 令和２年11月26日開催の厚生経済常任に提出された令和３年度の指定管理料は３億1,700万円

でしたが、その金額が令和３年度に指定管理料として３回に分けて支出されています。この３億

1,700万円の中には、転籍すると見込まれていたかもしれない令和２年度に退職した職員、令和３

年度に転籍後退職した職員の現給保障分が含まれています。現給保障分の本当の額は幾らなのか、

明確な積算を示してもらう必要があります。指定管理者の給与も年々改定があることだと思いま

すので、改定に関わる分だけ年々現給保障分も小さくなっていくものだと理解しています。 

 施設の運営経費はそもそも介護報酬と利用者負担金で賄うもので、この指定管理においては施

設建設に係る地方債償還金は町が負担し、施設の修繕においては１件50万円を超えるものについ

ても町が負担することになっています。土地、建物、設備、備品など無償貸与であり、経営経費

として初期投資のみならず、50万円を超える修繕費は町が負担するという条件での指定管理とな

っています。指定管理への移行に当たって、職員の給与水準の違いを解消するために現給保障期

間５年と、さらに激変緩和期間５年間を設定し、転籍した職員への給与を保障するとしてありま

した。現給保障分は転籍した職員への給与保障であり、その額は指定管理者を通して転籍職員へ

支給される給与と併せて支給される。それ以外のものではないことは協定書から明らかでありま

す。令和３年４月以降、相当数の転籍職員が転籍先を退職しており、令和３年度及び令和４年度

予算に計上した指定管理料の現給保障分は、当然のことながら指定管理者に在籍している転籍職

員にのみ支払われるべきものでありますから、現給保障の区分に従って在籍者分のみ支払われて

いなければならないものであります。 

 また、さきの議会における答弁でも明らかになっている指定管理施設の職員配置不足の問題は

施設利用率の低下につながり、利用者が受けるサービスの質の低下につながっているのではない

かと危惧しているところであります。施設の利用者が十分なサービスを受けられるためには、そ

こで働く職員の労働環境がよくなければならないと考えますが、住民サービスの向上の観点から、

指定管理者との連携強化は必要です。 

 以下について伺います。１つ目に、町から転籍した職員が相当数退職しており、退職で支払い

根拠のなくなった現給保障分は幾らになるのか。このことについては、令和３年４月から令和４
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年８月分までの月別の人数と金額について資料により詳細な答弁を求めますということで、資料

を頂きました。この資料についても資料を見て分からないところもありますので、それについて

はまた再質問の中で質問したいと思います。 

 現給保障の支払い根拠のなくなった額について返還を求めるべきと考えているが、お考えはど

うか。 

 ３番目に、協定書概要には運営協議会の設置の項目があります。利用者サービスの向上につい

て運営協議会は開かれているのかどうかお伺いをします。 

 ２点目の｢病院改革プラン｣についてですが、病院改革プランは自治体が開設している病院の経

営改善対策プランと承知していますが、少子高齢化、過疎化による人口の急激な減少と財政の先

細りが大いに懸念される中、安全、安心のまちづくりを進める中でいかに町民の命と健康を守っ

ていくかが問われるものだと思っています。提示されているプランは、中長期的な見通しの中で

病院、クリニックが多くある静内地区で民間医療機関を含めた新ひだか町全体の医療体制をどう

構築していくか、これが欠けていると思います。 

 町立静内病院及び三石国保病院の在り方をどうするかは町全体の医療体制を考える中で考える

べきで、民間病院の動向、町の人口動態、２次医療圏、３次医療圏との関係、三石地区で在宅医

療を推進する場合の医療スタッフの確保と運営、経費の見積もりなど理念ばかりが提示され、現

状との違いが想定されない。収支が示されていない。また、静内病院の医療体制の充実にしても、

赤字の解消がどの程度改善されるのか、民間病院との重複診療の問題があるばかりでなく、産婦

人科の開設には及び腰となっており、我が町の明日を担う子どもたちを産み育てていく医療環境

が全く示されていない。日高地域の発展のためには他の診療科目は民間の医療機関にお願いし、

地域の永続性の意思表示のためにも産婦人科の開設を住民に問いかけるべきだと考えています。

静内病院の事業収支にしても、医療環境の拡充が人口減少にあらがい入院患者、外来患者の増加

につながる保証はなく、赤字の大幅な増加を招く危険をはらんでいる、そう思っています。 

 また、広報と当時に配布された改革プランの概要では医業収支のみが誇張され、交付税措置さ

れている分、行政の必要などから繰入れをしている分、あるいは基準外繰入れ分を明確にした病

院事業収支の正しい姿を伝えるものにはなっていない。このことは、病院事業をどうすべきかと

いう建設的な論議の大きな妨げとなっている、そう思います。さらに、改革プランの説明会では

公民館に来た町民は５人しかなく、静内地区で住民に説明が行われたとはとても言い難い状況だ

と考えています。 

 以下について伺います。町内医療機関を含めた中長期的な見通しはどのように立てているのか。 

 ２つ目に、民間ができることは民間にという考えは病院の場合はどのように適用されるのか。 

 ３点目に、三石国保病院の医師は現在365日24時間体制でやっていますけれども、改革プランで

はおよそ244日８時間体制となり、医師の在院する時間、これは78％の減少となります。これをど

う考えているのか。 

 ４点目に、改革プランの策定期限は令和５年度であり、町民と共に練り直す考えはないか。通

告書では策定時期となっていますけれども、大変申し訳ないのですけれども、策定期限が令和５

年度ということでありますので、訂正をお願いしたいと思います。 

 ３点目の｢プレミアム付商品券の発行について｣ですが、この商品券の発行は物価高騰対策の一

環として、町民の暮らしの安定と地域経済の活性化を図るためとして補助事業として行われるも
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のです。この商品券の発行主体は新ひだか町商工会であり、プレミアムつき商品券の取扱事業者

となるためには商工会会員となることが必要とされています。 

 以下について伺います。１点目に、物価高騰対策という面からは、事業の趣旨である町民の暮

らしの安定を図るということを大前提として、全事業者を取扱事業者とすべきだったと思うが、

どうお考えですか。 

 ２点目に、我が町の全事業者のうち、商工会会員となっている者の組織率は幾らでしょうか。 

 ３点目に、町民の暮らしの安定、向上のためには地域の商工業事業者の経営の安定が大事なの

は言うまでもないですけれども、今回の商品券の発行は商工会の組織率向上にどの程度貢献する

ものと考えているのか。 

 ４点目に、今後同様な事業を行う場合、取扱事業者の対象を限定しないで実施することはでき

ないものでしょうか。 

 以上、大きくは３点についてお考えをお伺いします。 

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) 川端議員から御質問のありました大きな項目の１点目、｢高齢者福

祉施設の指定管理について｣御答弁申し上げます。 

 質問の１点目、町から転籍した職員が相当数退職しており、退職で支払い根拠のなくなった現

給保障分は幾らかと２点目の現給保障の支払い根拠のなくなった額について返還を求めるべきだ

が、考えはにつきまして、関連がございますので、併せて御答弁申し上げます。 

 指定管理料につきましては、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費分とし、

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、指定管理期間である５年間の総

額を14億9,940万円とし、債務負担行為の議決をいただいているところです。この指定管理料の算

定につきましては、現給保障の総額やケアハウスのぞみに係る収支不均衡分を含めた総体の積算

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、相手方の企業努力な

どにより指定管理料を決めさせていただいた経緯がございます。このことから、今回提出いたし

ました資料に基づき、令和３年度に係る転籍した職員数の推移とその者に係る現給保障額で説明

させていただきますと、令和３年度末の転籍した職員数につきましては144名となり、令和３年度

に係る現給保障額総額につきましては３億504万3,637円となっております。 

 また、返還を求めるべきではについてでございますが、指定管理者制度の性質上、精算を基本

行わないものとなっていることや協定書においても返還という記載もないこともあり、現給保障

対象者の退職に伴う指定管理料の返還という考え方には至らないと考えております。 

 最後に、３点目、利用者サービスの向上について運営協議会は開かれているかについてですが、

現在運営協議会は設置しておりませんが、利用者様ヘのサービスの向上に向けては機能訓練指導

員による個別、集団リハビリの強化や音楽療法などによる認知症状の進行抑止などを図るととも

に、御利用者様及び御家族様からの相談や苦情に対しては、窓口を設置し、適切に対応できる体

制づくりにも取り組んでいるところでございますので、今後も安定的な施設運営の下、利用者の

方がリハビリなど各種介護サービスを通じて少しでも長く元気で生活できるよう、町と指定管理

者とが連携を図りながら進めていきたいと考えております。 

 なお、今回提出いたしました資料につきましては、令和３年４月から令和４年８月までの請求
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でありましたが、令和４年７月までしか精査できなかった旨御理解願います。 

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) 川端議員からの御質問の大きな２点目の病院改革プランに

ついて御答弁申し上げます。 

 病院改革プランにつきましては、令和４年３月定例会においても川端議員より御質問いただき、

御答弁してございますが、現在策定中の新公立病院改革プランでは、町立病院を御利用いただい

ている患者様の受診動態、年齢構成などを分析し、住民の方が必要としている医療提供体制を維

持、継続することを前提に、2025年以降の高齢者の急増から現役世代の急減の局面も見据え、支

え手不足から安定的なサービス提供が困難となるという近い将来必ず起き得る課題と問題点を整

理し、地域の中で２つの公立病院が担うべき役割や機能を明確化、最適化することで将来にわた

り持続可能な地域医療提供体制を確保していくために必要な方向性をまとめ、御提案させていた

だいております。 

 また、静内、三石両地区の町民説明会を開催、三石地区におきましては要望がございました自

治会において地域説明会を開催し、住民の皆様の貴重な御意見を伺ってございまして、町広報の

確報では新公立病院改革プランの概要を掲載し、併せてパブリックコメントも実施させていただ

き、町民説明会等に参加できなかった町民等の皆様からも貴重な御意見をいただくこととして進

めており、いただいた御意見に対する町の考え方を整理し、改めて町民の皆様にお示しをさせて

いただきたいと考えております。 

 そこで、御質問の１点目、町内医療機関を含めた中長期的な医療の見通しはどのように立てて

いるのかについて御答弁申し上げます。新公立病院改革プランの概要でもお示しさせていただい

ておりますが、静内病院は地域の医療機関と連携しつつ、救急指定病院として１次救急に加え、

２次医療圏内における２次救急の役割を担い、地域包括ケアシステムの中では日常医療を担うか

かりつけ医としての機能のほか、町内の他のかかりつけ医療機関の前方支援病院としての機能を

併せ持つ役割を担っております。また、回復期や在宅医療のニーズも高まっており、急性期及び

在宅医療の後方支援の機能を強化する必要がありますので、その機能の充実を図ることとしてお

ります。三石国保病院については、在宅医療の提供を提案させていただいており、既に町内医療

機関でも在宅医療を実施しているところもありますので、今までより一層民間医療機関との協力、

連携強化が必要になってくると考えております。 

 現在町内で一般病床を持つ医療機関は、静内病院、三石国保病院のほかに１か所の民間病院で、

そのうち急性期医療については静内病院と民間病院の２病院で対応しているところで、２病院で

は担うことができない高度急性期医療については町外の高次医療機関との連携により対応を図っ

ているところであります。 

 今後の中長期的な医療需要の見込みとしましては、将来推計人口から新ひだか町の人口は

2045年まで減少を続ける中、高齢化が今以上に進むものと考えられ、人口が減少することに伴い、

医療需要も今後2045年まで減少していくことが見込まれています。一方で、医療サービスの担い

手となる生産人口は急減する見込みであり、医療従事者の確保は今後ますます厳しくなると想定

しておりまして、医療需要が今後減少を続けていく中、担い手不足が深刻化することが見込まれ

ています。そのため、今後の担い手不足の深刻化や医療需要減退の展望を見据え、現状の病床の
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利用状況や来院状況、民間病院をはじめとする医療機関との立地状況を踏まえ、今後の人口減少

と高齢化が進む中で将来にわたり持続可能な医療提供体制の構築が必要と考えております。 

 次に２点目に、民間ができることは民間でという考えは病院の場合どのように適用されるのか

について御答弁申し上げます。町内民間医療機関において実施されております診療科目につきま

しては民間に担っていただいており、民間で担うことができない診療などを町で担うことを新公

立病院改革プランでは盛り込んでおります。民間ができることは民間にお願いするという考えは、

地域医療構想の策定においても反映されており、都道府県には地域医療構想の実現に向け、公立、

公的医療機関に対して病床機能の転換や削減の要請ができることとされていることから、民間に

できることは所与とし、それでも足りない部分の医療を公立、公的医療機関が担っていくことが

求められているとのことですので、民間病院にできることはお願いするとともに、できない部分

については町立病院が担い、支えていくことが必要であると考えています。 

 新公立病院改革プランの策定作業の中でも、町立病院の経営形態の見直しについて、独立法人

や指定管理者、民間譲渡などにつきましても検討いたしましたが、患者様の受診動態や民間医療

機関等の医師の方々とも意見交換させていただき、町立病院として両病院とも役割を持たせた上

で集約を進めて、現行どおり地方公営企業法の一部適用により直営で存続させてまいりたいと考

えております。また、町立病院を運営する上で現在も民間に担っていただいている受付業務、レ

セプト請求、給食業務等の各種委託業務のほか、今後につきましても業務内容等を精査しながら、

民間でできるところは民間に担っていただきたいという考えでおります。 

 次に、３点目の三石国保病院の医師の在院時間について御答弁申し上げます。現在の三石国保

病院は、出張医を含めた当番制で当直を実施しておりますが、御提案させていただいている新公

立病院改革プランでは三石国保病院を今後さらなる高齢化を踏まえ、通院困難となる患者様ヘの

対応、また無床化した場合の夜間、休日の対応を在宅医療により提供させていただきたいと御提

案しております。そのため、休日に医師は在院しないことになりますが、24時間365日、緊急時に

医師または看護師に必ず連絡を取ることができるオンコール対応とし、救急対応や医師からの必

要な処置や指示を仰ぐことが可能な体制を構築して、高齢者の方々が安心して住み慣れた土地で

長く自分らしく暮らせるように在宅医療を提供していきたいと考えております。 

 次に、４点目の改革プランの策定期限は令和５年度であり、町民と共に練り直す考えはないか

について御答弁申し上げます。先ほども御答弁してございますが、静内、三石両地区で開催した

町民説明会、三石地区で開催した地域説明会と併せて、現在も意見募集のパブリックコメントに

おいて町民の皆様の貴重な御意見をいただいた上で、いただいた御意見に対する町の考え方を整

理してお示しさせていただき、また新ひだか町立病院改革プラン策定委員会にもお示しして、内

容を検討した後に新公立病院改革プランを成案化したいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは川端議員御質問の大きな３点目の｢プレミアム付

商品券の発行について｣御答弁いたします。 

 今回実施するプレミアム付商品券事業につきましては、長引くコロナ禍の影響や国際情勢の不

安定化、急速に進む円安などにより、食料品をはじめとする諸物価の高騰が続いている状況を受

け、町民生活への影響の緩和、落ち込んだ地元消費の喚起、拡大による地域経済の活性化を図る
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ことを目的に実施することとし、６月定例議会において関連する補正予算の議決をいただきまし

て、発行総額１億8,750万円、発行冊数は２万5,000冊の規模で準備を進めてきたところでござい

ます。 

 そこで、御質問の１点目、物価高騰対策という面からは全事業者を取扱事業者とすべきだった

と思うが、どうかについてでございますが、今回の商品券事業はプレミアム付商品券事業に豊富

な経験と実績を有し、商工業振興の中核的役割を果たしている商工会を実施主体とする形で進め

ているところであり、取扱事業者の範囲についても商工会との協議により、過去の経過なども踏

まえ、商工会会員に限定するということにしたものでございます。状況的には、議員御指摘のよ

うに商工会会員に限らず、全事業者を取扱事業者の範囲に含めることも可能だったと考えますが、

昨今の厳しい経済状況を乗り越えていく上で中核となる商工会の役割はますます重要となると考

えるところであり、今回の事業を通して商工会加入のメリットを生かすことで新たな加入者の増

加と既存会員の流出を防ぎ、商工会の組織強化を図ることが結果として地域経済全体の発展につ

ながるものと考え、前回、令和２年度になりますが、そのときの商品券事業と同じく商工会会員

に限定するという結論に至ったものでございます。 

 次に、御質問の２点目、商工会会員の組織率についてでございますが、今年度において62.67％、

なお会員数につきましては660件となっております。 

 次に、３点目の今回の商品券の発行は商工会の組織率向上にどの程度貢献すると考えているか

についてでございますが、商工会会員に限定して実施した前回の事業では新規に８事業者の加入

があり、今回については現時点で１事業者が新たに加入したと聞いておりまして、商工会の組織

率向上につながっているものと考えてございます。 

 最後に、４点目の今後同様な事業を行うときに取扱事業者の対象を限定しないでできないかに

ついてでございますが、今後同様な事業を実施するかどうかということが分からない中で申し上

げるということは難しいところですけれども、もし実施することがあるとした場合については改

めて事業の趣旨などに基づきまして取扱事業者の範囲を含む具体的な実施方法などにつきまして

適宜実施主体とも協議しながら決めていくこととなるものと考えてございます。 

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

〇２番(川端克美君) はい。 

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４９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。 

 ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 午前中、御答弁いただきました。それで、不明な点であるとか、自分の想

定していた答弁と大分違うものですから、確認していきたいと思うのですけれども、まず提出さ

れた資料の関係なのですけれども、対象職員数、私は対象職員数、人数を出してほしいというこ

とでお願いしていたので、これはこれでそうなのかなと思うのですけれども、正職員と会計年度

任用職員の区分って分かるでしょうか、何人、何人ということ。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島健康推進課長。 
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〇健康推進課長(中島健治君) 今回の資料につきましては、転籍した職員の総体の数字しか押さ

えていませんので、内訳については把握してございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 今の御答弁も答弁全体の趣旨から分かるのですけれども、私考えているの

は、正規職員とか会計年度任用職員、それぞれ現給保障の範囲違いますよね。ですから、当然の

ことながら、正規職員何人に対して幾ら、会計年度任用職員であれば減った人数に対して幾ら、

そういうふうな積算というのですが、数字を捉えていて指定管理のあれ、それが計算されていな

ければいけないと思っていたのですけれども、考え方が全く違うようなので、ここのところは仕

方ないなと思うのですけれども、この資料の中で令和４年度２月分、これ146名で2,000万円払わ

れていますよね、払われているというか、2,000万円が対象金額だと、１月分は1,500万円、３月

分1,500万円、この月の差額というのは指定管理先の給料が非常に下がったために現給保障との差

額が開いて500万円ほど多く支給することになってしまったということなのですか。 

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) この表に基づく令和４年の１月と２月と３月の凸凹というところ

の御質問だと思うのですけれども、現給保障対象金額につきましては現給保障に関わる法定福利

分についても現給保障の対象になっていまして、実際の支払いベースなのですけれども、例えば

12月には賞与関係が出ていますので、それに係る法定福利分の支払いが実質２月になっていたと

いうところがあったみたいですので、その分２月の支払いというか、対象額が増えている状況に

ございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 二、三確認したいのですけれども、先ほどの答弁と同じような答弁になる

かもしれないのですけれども、確認したいと思います。年度指定管理料の額というのは転籍職員

の現給保障分とケアハウスのぞみの2,300万円、この管理運営経費の合計額と思っているのですけ

れども、違うのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 私のほうから御説明をさせていただきます。 

 令和２年の12月の全員協議会のときにちょっとお話をさせていただいたのですけれども、指定

管理者をプロポーザルで決定してから、今の指定管理業者と協議をさせていただいております。

このときに、全員協議会でもお話をさせていただいたのですけれども、当時の現給保障額の総額

３億6,000万円、それと収支不均衡分、これはケアハウスの経常赤字の分でございますけれども、

これが2,300万円、それと人員基準等のリスク要因として1,800万円ということで約４億円の交渉

からスタートさせていただいております。この中で指定管理業者と協議を行いまして、当町とし

ては基本現給保障の額と、それからケアハウスの維持管理、収支不足分については対応させてい

ただきたいというお話をさせていただき、交渉した結果、全員協議会でもお話しさせていただき

ましたが、総額で14億9,940万円ということで双方合意させていただきました。それにつきまして

議会に上程をさせていただいたというところが経過でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) その経過については承知しているのですけれども、転籍職員が退職したら、

当該職員に係る現給保障、現給保障というのは、先ほど質問の中で協定書に書かれている内容に
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ついて読み上げたのですけれども、現給保障というのは転籍した職員に給与とともに指定管理者

から支給すると。支給する職員がいなかったら、できないですよね。だから、その分現給保障分

として指定管理者に支給するということで受け取ってはいないし、誰も受け取っていないと思う

のです。職員に対して支給する。そして、議会のほうでも職員の処遇については十分配慮してく

れと。そういうことからいって、あの文言からは、文言からというか、説明もそうだし、あれも

そうなのですけれども、転籍した職員に差額支給をしてほしいということで了解されていると思

うのです。ですから、退職したら指定管理料から除外されると、これ普通の理解だと思うのです

けれども、普通の人では理解できないような理解の仕方ってあるのですか。こういうことなのだ

けれども、川端議員、分かりませんかというようなことってあるのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) まず、先ほど壇上でも課長のほうで答弁させていただきましたけ

れども、指定管理の制度の性質上、基本的には精算を行わないというのが基本となっております。

これはなぜかといいますと、実は精算することによって請負業者、指定管理者の経営努力だとか

が継続的に発揮されないということがあるということで、基本的には精算をするのは好ましくな

いと言われております。そういうところで、我々は議会のときに、限度額なのですけれども、１

４億9,900万円、これがイコール我々が発注しようとした金額ということで御説明していたと感じ

ております。その中でどういう場合増減するかといますと、例えば大きな制度改正があったり、

それだとか町の都合によって例えば定員が変わっただとか、それから高齢者施設をやめるとかと

いうことになれば、当然もともと指定管理をする理由が消滅しますので、そこは協議によって変

わってくるとは思いますけれども、基本的に債務負担行為で上程させていただいた金額で我々は

契約をさせていただきたいという意思でああいう形で予算計上させていただいたところでござい

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 経営をやっていく上で、現給保障する、しないは役場のほうの職員対応の

関係で出てきたので、その金額、指定管理者のほうの給与規程の中でやっていたら転籍がうまく

いかないと、転籍ができないと。だから、転籍を了解してもらうために現給保障する、そういう

ことではなかったですか。転籍のための現給保障の対象者がいないのに、指定管理者には何ら不

都合はないのではないですか。部長おっしゃっていることは分かりました。だけれども、中見が

全然理屈に合わないです。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 川端議員おっしゃるとおり、今回の指定管理制度に移行する上で

各施設におられた職員の方々について転籍していただくことが利用者、入所者にとって一番ベス

トだということも我々考えておりましたので、それで転籍をしていただける職員については当然

現給保障をしてでも転籍していただきたいということで対応させていただいたところでございま

す。先ほども言いましたように、指定管理の場合、どういう業者になるかは別として、指定管理

料が下げられるということになると行政サービスが下がったりだとか、いろいろな不都合が出て

くるだろうなということもあります。そういう意味で、指定管理者制度の場合基本的には精算行

為を行わないということになっております。特に収入が大きく増えたりだとか、支出が大きく下

がって余剰金が出たとしても、それを指定管理料から差っ引くということはしないというのが原
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則でございます。逆に言うと、収入が大きく下がった、それから経費が今回のように光熱水費だ

とか物価高になったとしても追加で支出するということも基本的にはしないし、できないと考え

てございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 平行線たどりそうなので、あまり言いたくはないのですけれども、例えば

転籍した職員が全員辞めたと、転籍のための現給保障分として３億円くらい、２億9,000万円です

かね、そのぐらい、その転籍した職員に払ってくださいというお金が対象者が誰もいないという

ときでもそれ払わなければ指定管理者は運営に困るのですか。それすごくおかしくないですか。

普通に考えてみてください、部長。部長でなくていいです。町長、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 今言われたとおり、仮に全員辞めたとしても、我々が求めている

のは高齢者福祉施設を安定的に継続的に運営していただくことを一番の目的として指定管理をし

ているわけでございますので、そこにつきましては現給保障の対象者の全ての職員が辞めたとし

ても６つの高齢者施設をきちんと維持していただくことが一番の我々の思いでの指定管理制度だ

と思っておりますので、それについては基本的には返還かけるとかという概念には至らないと考

えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) それは、役場としての統一見解ですか、部長の考えですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) ここの議場で答弁させていただいていますので、町の見解として

考えているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 部長が役場としての考えだとおっしゃっているのですけれども、町長、そ

れでよろしいのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) この介護施設の問題につきましては、令和２年に議会の中にも特別委員会

をつくっていただいて、様々な議論していただきました。そのとき川端議員は委員長になって取

りまとめを行っていただいたと承知してございます。そのときに何よりも大切にしたのは、職員

の方の生活を守るためにきちっとした措置をしなさいという趣旨だったと思います。それで、私

ども、一旦退職するに当たりまして退職金の割増し、それと次の働く場、それを設ける。そのた

めに転籍をお願いした。転籍をお願いして、受けていただいた方にはきちっと現給を保障します。

それは５年間保障しますと、６年目からは段階的に削りますけれども、そういう見込みで我々責

任を持って対応しますというような措置を取ったところでございます。 

 それで、指定管理制度というものの中でお話をさせていただきますと、当初プロポーザルで話

合いをする相手の業者を決めると、その話合いの中には当然金額はどうだ、これからの対応はど

うだということを業者と今度随意契約に移るに当たって話合いを当然します。そのときに議会に

もいろんな資料をお示ししていると思いますけれども、最後の指定管理を議会にお願いしたとき

には、令和２年の12月議会だと思いますが、そのときの資料では５年間18億円ベースの資料を出

して、それが今15億円を切る論議になっていまして、14億九千何百万円、それのところで落ち着
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きました。ついては、これをもって５年間の指定管理をさせていただきたいというお願いをした

わけです。ということは、この15億何がしかに近い金額のところについては町側と萌福祉サービ

ス側、指定管理者側との間で合意が調って、それを議会で承認を得たという、これは一つの事実

だと思うのです。 

 それで、そのときに、今藤沢部長が話しました指定管理料、単年度３億幾ら払っておりますけ

れども、それが人数によって落とすべきだと、これすごく分かるのです。概念としてはすごくよ

く分かるのです。ただ、指定管理というのはあくまでもこの高齢者施設の運営を５年間きちっと

やるためにどうだということで、当事者間の合意の下に、一種の契約の下に結んだものでござい

ますので、そこには協定書の中にも返還するだとか精算するという概念は持っていません。それ

は、あくまでも我々は18億円から15億円レベルまで落としていただいて、なおかつきちっと高齢

者サービスをしてほしいと、そういうものを担保した中で５年間の指定管理をお願いしたという

ことでございます。 

 それで、今我々何を考えているかといいますと、この５年間しっかりやることが絶対重要だと、

これは我々も改革、改善していった中で身をもって感じていることでございまして、ついこの間

のお話を聞きましたけれども、今委員会の中でも御議論されていると聞いておりますので、そう

いう御意見、あるいは今川端議員がおっしゃられた御意見、そういう疑念を次のときにどうやっ

て生かしていくかと、それが私は大事だと思っているところでございますので、この指定管理者

制度、そういうものの在り方については今後６年目以降のときに十分御指摘の点も踏まえながら

事業者の選定に当たっていきたいと思っているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) せっかく町長に答弁いただいたのですけれども、指定管理者には何ら痛手

はないはずなのです。それは、現給保障としての差額を払わなくてもいいということになっただ

けで、指定管理者の経営には何ら関係ない。私はそう思っています。ただ、部長も町長もお考え

変えるつもりはないようですから、これ以上はしませんけれども、まだ委員会で継続してやるこ

とになるかと思いますけれども、基本的には間違っていると思います。 

 そして、令和４年度分についてもやっぱり当初予定どおりに指定管理料を払うつもりなのです

か。資料に出ている令和４年の４月分、５月分、６月分、７月分、令和３年度に比べたら各月随

分と金額下回っています。これについてはどうするおつもりですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 先ほど答弁したとおり、基本的には５年間で14億9,940万円で双方

合意しております。令和４年度分については４月に年度間の協定も結んでおりますので、基本的

にはお支払いするという方向で進める予定でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) これは、別に個人のお金ではなくて公金なのです。私は、理由のない支出、

全然妥当性がない支出だと思います。ただ、この場で何回繰り返しても平行線だと思いますので、

この場はいいですけれども、これについてはこれから先も是正を図っていただくようお願いした

いというより、是正を図るべきだと思っています。 

 もう一点、協定書概要書にある運営協議会の話なのですけれども、現状でサービスが落ちてい

るということは担当されている方々も十分承知しているかと思うのです。この運営協議会、まだ
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設置していないということなのですけれども、どのような組織として設置しようとしていたのか、

まずそれをお伺いしたい。 

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) 協定書のほうにできるという形でうたわせていただいていますけ

れども、今現在当協議会については設置しておりませんが、日々指定管理の方、また施設の方々

とは連絡を取りながら、よりサービスが向上できるような取組はしてきていると考えています。

ただ、定期的な形ではないのも否めないところもありますので、川端議員おっしゃるとおり、サ

ービスの向上に向けて、どういった趣旨ということを言われますとやはりサービスの向上という

ところが第一だと思っていますので、今後において例えば月１回開催するような場を持つという

意味合いでの運営協議会を設置というところも当然考えながら指定管理者と協議を重ねていきた

いと考えています。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 質問の最初に言ったように、サービスの向上のためには良好な労働環境と

いうのですか、職員が生きがいを持って働ける、そしてサービスに集中できるというか、専念で

きる、そういった職場環境というのも問題あるのでないかなと思います。資料でも分かるように、

令和３年４月に156名いた職員が129名になっていると、７月末です。これも非常に大きな問題だ

と思うのです。通常でいえば尋常でない減り方しているのでないかなと思うのです。これについ

ても十分に職員が働きがいを持って働けるような、町の開設している施設ですから、その辺りの

ことは十分に、どんなふうな状況の中で働いているか私知りませんけれども、これだけ多くの人

が辞めているというのはやっぱり問題ありなのだろうなと思うのです。ですから、これは今の課

長の答弁のように早急に定期的にきちんと対応していただきたいなと思います。 

 次へ行きます。病院の関係なのですけれども、病院の関係は何回も聞いているので、何回も同

じような答弁になっているという中でまた同じことの繰り返しかと思っていられると思うのです

けれども、人口の減少、過疎化、高齢化、人口の減少にもかかわらず、静内病院も入院も外来も

減っている、これは数字で示されているとおりだと思うのです。これから先もまたより多くの人

が、より多くというより、大体年間400人くらい減っていますので、そういった中で10年、20年、

4,000人、8,000人とか、そういうレベルで減っていく。町立病院、静内病院のことで言いますと、

医療を拡充する、スタッフも多分増えるだろう。スタッフが増えて、人口が減って、患者が減っ

て、赤字が増えていく。これは当然予想されることだと思うのです。前回の議会というのですか、

答弁の中でも病院事業の決算というか、静内病院の業績の中でも新型コロナウイルス感染症の関

係等があって一時的に増えている。だけれども、例年くらいの水準に戻るのでないだろうかとい

ったときに、多分１億2,000万円から１億5,000万円くらいの赤字が想定されてくると思うのです。

それが５年間の計画であったにしても、それはずっと将来を見据えた上での次の５年間、またそ

して次の５年間という計画の積み重ねがあって、将来10年先、20年先に赤字はどれくらいまで増

えていくのだろう。当然そのことも想定はされているかと思うのです。違いますか。その辺りの

収支の見通しどう立てているか。 

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) 10年先、20年先の収支の状況どうだということでございます。基

本的に10年先、20年先の医療費がどうなっている、人口動態は恐らく減るのだろうなということ
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はありますけれども、診療体制がどうなっている、医療制度はどうなっているということもあり

ますので、そこを推計するというのはなかなか難しいですし、その数字が独り歩きしたことによ

って、では診療施設要らなくなるのではないのとかという議論になるのもちょっと違うのかなと

我々思っています。 

 私たちの計画、誤解があるのかもしれないのですけれども、いかに両方の診療施設を維持して

いくか、活用していくかというところを視点に今回改革プランのほうをつくらせていただいてい

ると考えてございます。いろんなところで御説明をさせていただいているのですけれども、今回

の改革プランをやっても、どちらの施設も恐らく飛躍的に黒字になるとかということはないと思

っております。ただ、我々の考えとしては、そうであっても診療施設は残していかないと、民間

の場合はもうからなくなったら、やっぱりいろんな形でやめてしまったりだとか縮小されるとい

うことがあります。壇上で室長が答弁したとおり、我々は民間の病院が担っていただいている科

目については続けて担っていただきたいと思っております。ただ、担っていけなかったりだとか、

後継者がいなくてその診療がなくなった場合、そこは必要に応じて町が対応していかないと、恐

らく地域の医療というのはなかなか守っていけないかなと考えておりますので、赤字のことだけ

言われてしまうと、町民説明会のときにも言われたのですけれども、両方やめてしまえばいいの

ではないかというような御意見もいただきました。ただ、それだと地域の医療は守っていけない

と思っておりますので、我々としてはできる限り民間と公立とバッティングしないような形で地

域の医療を守っていけるような計画にしていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 公立病院の改革プランそのものも赤字というのですか、一般会計、町財政

に負担かける度合いが大きくなってきていると、それについて病院は病院独自で賄える、そうい

う体制をつくってくださいと、それはそのとおりだと思うのです。ただ、民間病院でなくて自治

体病院の役割というのは、この間の委員会の中でもちょっとお話ありましたけれども、民間で担

えない部分、民間でやったら赤字が出てくる部分、だけれども町民にとって必要な部分。だから、

町民がこの部分については仕方ないなと言えるような経営、そうだと思うのです。 

 であれば、病院改革プランについては三石国保病院の病床を廃止するということが大きくクロ

ーズアップされるというか、大きな受け止め、特に三石地区では大きな受け止めしています。一

方静内はどうなのだ、赤字の額でいったらどうなのだ、例年静内病院のほうが多いでしょう。そ

したら、まず静内病院を何とかしなければならないでしょう。赤字の部分でいったら、そういう

ことだと思うのです。ですから、私はやっぱり静内病院ありきだなと。ありきでもいいのです。

ただ、先ほども言ったように、日高管内で必要とされている産婦人科、これを置いたら、医師の

確保であるとか、何人生まれるのということもあって、効用がコストに負けてしまうというよう

なことだと思うのですけれども、それでもやっぱり地域にとって必要なのは安心して子どもを産

み育てられる、そして支援していく、保健師さんたちとチームワークを組んでずっとしていく。

そのほうが、そのほうがというより、もしできればです。そして、ほかの例えば内科であるとか

外科であるとかは内科、外科を持っている病院にお願いするとか、そういったようなことも十分

に町民が納得できるような、そのためにじっくりと町民と話し合ってほしい。 

 先ほど室長の答弁では、改革プラン、何年度策定するということをおっしゃられなかったのだ

けれども、年度を明示するということそんなに難しいことですか。できれば早く上げてしまいた



 － 29 － 

いということなのですか。その辺りもう一度お願いしたい。 

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) 前段のお話については、僕も全くそのとおりだと思っております。

町長も公約でも産科の新設ということを掲げていただいておりましたので、我々も産科、どうや

ったら新設できるのか。新設できないにしても、何か工夫次第ではできることがあるのではない

かということで相当研究もさせていただきました。札幌の大きな産婦人科、あまり時間がないの

で長々とはやりませんけれども、産婦人科のところにも医者をうちの病院に派遣してもらえない

かというところまでやりましたけれども、基本的には札幌市でさえやはり産科のお医者さんが足

りないという状況になっているということで、そこは難しい、できないということでお断りをさ

れております。 

 それから、年間新ひだか町でも120人ぐらい今生まれております。管内で大体300から350人ぐら

い今新生児が誕生しているということなのですけれども、そのほとんどが苫小牧だとか札幌のほ

うで産婦人科を受けているということがあります。日赤は約３割ぐらいの人数が病院にかかって

いるということで聞いておりますけれども、日赤については実は産科の先生派遣医なのです。だ

から、そういう意味でいうと、日高管内に産婦人科というのを常駐するということは僕は必要だ

と思っております。ただ、今そういう状況で、なかなか産婦人科の成り手がいないと、苛酷な業

務ですので、いないということもありますので、町としては何をしたいかということでいうと、

産前、それから産後のケアを中心に今検討させていただいておりますし、先ほど川端議員言った

ように、子育てが安定的にできる、しっかりできるというところを目指していきたいなというと

ころもありまして、今回保育所、幼稚園なんかも回らせていただいて、いろいろな意見をいただ

いております。そういうものも含めて総合的に子どもが安心して生まれる、その後の子育てもき

っちりできるような政策について今後議会にも提案させていただきたいと思っておりますので、

そこは御理解いただきたいと思います。 

 それから、年度のことにつきましては、できるだけ我々も早く策定したいという思いはありま

す。というのは、早く策定すれば早くいろいろなことに手をつけていけるかなと思っております。

策定しないうちに手をつけるということは、それはちょっとルール違反ではないかなと我々は思

っております。できることはやっていきますけれども、基本的にはそういう考えでおりますので、

できれば令和４年度中に計画策定ができればいいなと思っておりますが、今後町民の御意見だと

か、それから策定委員会の御意見もお伺いしなければならないと思っておりますので、そこにつ

いては目標としては令和４年度ですけれども、令和５年度にずれ込むこともあるのかなとは考え

てございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 地域の説明会、病院改革プランについては要望のあった自治会ということ

で三石地区、要望のあったところ。でも、要望あったところというよりは、むしろ町としてこう

考えているので、ぜひ皆さん聞いてくださいと。忙しくて来れない、来なくてもいいという人が

いたにしても、町のほうで皆さんの意見ぜひ聞きたいので、やりますという行政姿勢が必要だっ

たのでないかなと思うのです。静内地区についても同じです。５人しかいないというのは、１万

7,000、１万8,000くらいいる地域の住民のうち５人しか来ない。全く無関心なのか行政を当てに

していないのか分からないですけれども、これやっぱりもう少し真剣に考えるべきだと思います。 
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 それと、三石地区の医療体制の関係なのですけれども、外来に現在60人から70人くらいの外来

だと思うのですけれども、その患者を診るのにレントゲン技師を置いて、検査技師を置いて、格

好はいいですけれども、できないのではないか。永続的にこういった業務やるための人を配置し

ておくというのは、頑張ったけれども、できないと、体制変わったら言うのではないですか。違

いますか。その辺り経費の積算だとか収支の予想ってきちんとしていますか。 

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) 今５年間の収支の見込み、精査これからまだまだしなけれ

ばいけないというところもございますけれども、当初令和３年度中ということでしたので、令和

４年から令和８年度までの収支の見込みというのは立てさせていただいております。その中で、

三石国保病院のほうのお話をさせていただきますと、在宅支援診療所という形で外来の堅持と在

宅の新設という形で、今スタッフを見込んで、それに係る収支を令和８年度まで、一旦仮置きに

はなりますけれども、当室のほうでつくらせていただいております。その中では、検査技師、ス

タッフ、放射線技師等も現行の人数を配置した中で収支を見込ませていただいています。 

 静内病院、三石国保病院に限らず、北道議員の質問にもありましたとおり、コメディカルの医

療スタッフの今後の採用というのはやはり非常に厳しくなってくると思っています。今想定させ

ていただいていますのは、今の三石国保病院の外来機能というものは堅持した中で、無床の在宅

支援診療所に移していこうという計画をお示しさせていただいておりますので、ただ実態の新ひ

だか町全体の医療スタッフの人員、コメディカル含めて、そこはぎゅっと縮減できる部分に関し

ては縮減していこうという考えで収支計算をさせていただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 収支計算をさせていただいている。収支計算がはっきりしないまま提案し

ているとも受け止められるわけですけれども、もう一つ、さっき住民に配布した資料、プランの

概要では７億円の赤字、医業収支です。だけれども、基準外繰入れを除いたら、三石国保病院、

静内病院合わせて２億円から２億5,000万円くらいなのです。この受け止めというのは、住民が受

け止めたとき、７億円の赤字だというのと病院事業収支として両方合わせて２億円から２億

5,000万円の赤字だというときと、受け止め方って全く違うと思うのです。ここについて議論しよ

うと思っていたわけでないですから、ここのところは行政の公平性というのですか、行政姿勢と

して出すところの資料はきちんと出すべきだと私は思います。 

 いずれにしろ、三石地区の説明会で皆さん感じられているとおりに、出席した町長はじめ関係

職員感じていられるように、非常に怒っています。これをまた急いで令和４年度中に、意見も募

集したし、広報にもあったでしょう、だからこういうふうにやりましたと。全然和が醸成されて

いかないと思います。きちんとやってください。 

〇議長(福嶋尚人君) 川端君、質問にしてください。要望が多いので、質問で。 

〇２番(川端克美君) 町長、もう少し住民に対して、特に三石地区の住民に対して丁寧な説明す

ると。これ要望があればするし、要望がなければ町のほうからはわざわざ出向かないということ

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) 今の件については、町民の方からも聞きっ放しかということで御

指摘はされております。我々は、今回いただいた地区説明会や全体説明会、それから今回募集し
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ている御意見については町の考え方をお返ししようと思っております。ただもらうのではなくて、

町の見解をきちんと説明させていただく機会をつくって、やっぱりキャッチボールをしていきた

いなと思っております。そうでないとなかなか前に進んでいくことができないとも考えておりま

すので、我々は今回の意見を吸収した中で、もう一回、まずは意見を集約して、町の考え方を示

して、また町民の方に御説明をさせていただきたいとは考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) その説明の仕方なのですけれども、広報でするという形になりますか、そ

れとも地域に出向いてするという形になりますか、それとも地域から要望があれば行くけれども、

なければ行かないという、今の段階の考え方はどうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 少なくとも全体で各地区に１回ずつはやりたいなと思っていま

す。それに、広報等でも御説明させていただきたいと思っております。御希望があればという言

い方だとあれなのですけれども、前回回らせていただいたところには御意見いただいているので、

そこはきちっと説明に行かなければならないかなとは考えておりますが、それ以外にも今のとこ

ろは御希望があれば、それ以外のところですよ、前に説明に行ってないところで御希望があれば、

そこについても我々は説明にはお伺いしたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 分かりました。 

 次に、プレミアムつき商品券の関係でちょっとお伺いしたいのですけれども、先ほどの答弁、

もし次にこのような事業を起こすことができれば、その都度考えてみたいというようなことをお

っしゃっていたのですけれども、それは目的によって違うと思うのですけれども、商工会を育成

するというのですか、商工会にもっと強くなってもらいたいということであれば、商工会に加盟

している業者のみということになるかと思うし、目的をどう持つかということあるのですけれど

も、今後のように物価高騰とか、庶民というか、町民の生活の一助とするためにプレミアムつき

商品券を町が発行したいというようなときには、今すぐ明確な答弁というのはできないかもしれ

ないですけれども、商工会の会員以外も該当するように、そういう方向で考えてみるかとか、そ

ういったことはありますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 壇上の答弁でも答えさせていただいた繰り返しになるかも

しれませんけれども、これまでプレミアム付商品券事業につきましては何度か実施をしてきてお

ります。中には、例えば令和元年度のときは国のほうで消費税対策ということもあって、低所得

者の方ですとか子育て世帯に特化したという形でやった場合があります。その際は、対象事業者

は限定をしないことという国の通知などもありました。それ以外にやったプレミアム付商品券事

業につきましては、今回と同様のようなスタイルでやってきております。今後につきまして今こ

の場でお答えするのは非常に難しいですけれども、この事業につきましては事業の背景とした時

代背景、社会情勢とかを背景にして、何を目的にするかということが非常に重要になってくると

思いますので、そういったことで趣旨を持って、対象とする取扱事業者についても個々それぞれ

その事業に合わせて検討して決めていくと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 
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〇２番(川端克美君) プレミアムつき商品券については、予算審議の段階でいろんな議員からい

ろんな意見、質問が出ました。質疑があったはずです。そのときに提案者のほうからは、商工会

の会員のみだと、商工会が発行事業主体になるので、商工会の加入会員だけですというような説

明なかったと思っていますけれども、それは意図的に説明しなかったのですか、それともただ単

に忘れた、失念しただけなのですか。私は、あれ聞いていて、物価高騰に対する対策だというこ

とで全事業者が対象になると思っていたものですから、ある事業者がどうしてそうなったのと言

うので、そんなふうになるとは思っていなかったのだということでお答えしたのですけれども、

あの説明は正しかったというか、あの説明の仕方でよかったと思っていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 確かに予算審議の中で対象事業者の範囲については具体的

に説明はなかったかなと、これは事実としてあったかと思います。我々は、前回のＲ２年度の事

業を想定して組立てをして実施主体である商工会とも内々の協議はしてございましたけれども、

その後議員の皆様への説明の中では対象事業者の範囲という具体的なところまでお伝えはさせて

いただいていなかったのかなと思います。今後については、そこら辺も十分注意しながら予算等

の審議の中では御説明をさせていただきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 以上で一般質問を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩 午後 １時５１分 

                                            

再開 午後 ２時０３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。 

 ８番、本間君。 

〔８番 本間一徳君質問者席へ〕 

〇８番(本間一徳君) それでは、通告に従いまして２つの項目について質問していきたいと思い

ます。 

 １つ目は、｢まちづくりについて｣質問いたします。まちづくりは、当町の将来に影響があると

思っております。町行政としても財政健全化、豊かな自然、観光、自然等の美しい景観を守り、

生きがいの持てる地域づくりのため、いろいろ対策を考え、推進しているかと思っております。

たくさんある中で、みゆき通り商店街の活性化についてお伺いしていきたいと思います。 

 当町の人の流れが御幸町から末広町、木場町に移ってきていると見受けられます。高校生であ

れば、みゆき通り商店街でなく末広町へ、買物客もそうでしょう。私は、みゆき通り商店街の魅

力はまだあると思っていますし、私個人的にも数店、週１ぐらいは買物にお邪魔させていただい

ております。人の流れをみゆき通り商店街へ戻すには、今現在の空き店舗や空き地の利用方法、

有効活用をして活性化に向けた推進活動をすべきであると思っております。まちづくりには欠か

せない重要な課題と考え、そこで３点について町行政としての考えをお伺いします。 

 １つ目、商店街の活性化についてどのように考えているのお伺いしていきたいと思います。静

内駅から御幸通りまで人の流れが数十年前はありましたけれども、ピュアから商店が撤退したこ

とにより、今町としてどんな推進計画があるのかをお伺いしたいと思います。 
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 ２つ目は、ホテルや旅館等の宿泊施設の近くにシャッターが閉じたままの空き店舗が多くなっ

てきました。旅行客や出張で訪れた人たちはどう感じて、満足して帰っていただけるのか疑問な

状況になっていると思っています。町行政として空き店舗対策についてどのように考えているか

お伺いします。 

 ３つ目は、みゆき通り商店街の活性化をはじめ、当町を盛り上げていくためにお祭りと行事以

外で施策、対策の考えがあるのかお伺いいたします。 

 項目２つ目は、｢防災対策について｣です。近年の異常気象は、全国的にどこで大規模な災害に

見舞われるか分かりません。そこで、当町においても６月24日、６月28日、８月11日もあったで

しょう、16日の大雨災害、河川の大小にかかわらず決壊や土砂の流出等の災害がありました。そ

れを未然に防ぐために、点検して見直しが必要と考えております。町民の生活に多大な影響を及

ぼしますので、町として早期の対策を考えているかと思いますが、防災対策のうち河川及び関連

施設についてお伺いしていきたいと思っています。 

 １つは、河川の実態調査や点検を行っているのか、どのような対策をこれから計画しているの

かをお伺いします。 

 ２つ目に、静内川の左岸、右岸の施設が被害を受けていました。復旧対策についてどのように

進めていくのかお伺いします。 

 ３つ目に、静内川からの流木、土砂などが海に流出していますが、これからの季節、シャケ漁

獲など漁業に影響がなかったのかお伺いします。 

 ４つ目、今年度は数回、静内川からの浸水が発生し、河川敷の施設が使用できなくなっていま

すが、今までの流木、土砂の影響や中州によるものと考えております。今後の対策についてお伺

いしていきたいと思います。 

 最後に、５つ目として災害復旧に係る日程計画についてお伺いしていきたいと思います。 

 以上、答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは本間議員御質問の大きな１点目の｢まちづくりに

ついて｣御答弁いたします。 

 国道沿いなどに郊外型の大型店の進出が顕著になり、かつ近年はインターネット通販が当たり

前の時代になる中、既存商店街の衰退が長年の課題になっております。当町には複数の商店街及

び通り会があるとともに、静内地区には新ひだか町静内商店街連合会、三石地区には三石商業連

合会があり、それぞれ各商店街の活性化を図るため活動しておりますが、長引く地域経済の低迷

や後継者不足などによる商店や事業所の閉鎖、撤退が続いており、中心商店街である御幸通りに

ついても空き店舗や空き地が目につく状況にあります。 

 そこで、御質問の１点目、商店街は個々独自に奮闘しているが、町行政として商店街の活性化

についてどのように考えるかについてでございますが、人口が減少し、人々の消費動向も大きく

変化する中、商店街にかつてのような集客数を望むことは現実的に困難であり、多様な視点で商

店街の活性化を考える必要があると感じているところです。まずは、商店街自らが地道に魅力あ

る商店街づくりに取り組むことが不可欠であり、既にみゆき通り商店街においては昨年御幸通り

散策マップを作成し、配布するなど取り組んでおりますが、地域ならではのきめ細やかさやコミ
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ュニケーションを大切にした居心地のよさ、地域の素材にこだわったお店づくりなどといった大

型店やインターネット通販にはない価値を提供することが今の商店街には求められているのでは

ないかと感じているところであり、そのような視点に立って魅力ある商店街づくりを支援する必

要があると考えております。 

 次に、２点目の空き店舗対策についてですが、先ほども申し上げましたとおり、御幸通りに限

らず、市街地には空き店舗や空き地が点在している状況にあります。この状況を劇的に改善する

ことは容易ではありませんが、当町では商工会が中心となって町と協働で策定した経営発達支援

計画に基づき、創業支援及び事業承継支援に積極的に取り組んできた結果、着実にその成果が現

れてきており、毎年商工会が新規創業を目指す方々を対象に実施している創業塾などの参加者の

中から新たに事業を開始する方がおりますし、最近では事業承継支援制度を活用し、みゆき通り

商店街において事業承継に至ったケースも生まれてきておりまして、空き店舗が活用されたり、

空き店舗化を未然に防ぐことにつながっておりますので、引き続き商工会と連携した取組を強化

していきたいと考えております。 

 次に、御質問の３点目、みゆき通り商店街の活性化をはじめ、当町を盛り上げるためにお祭り

など行事以外で施策、対策の考えがあるかについてですが、町としてはこれまで商店街の活性化

を図るため、商工会を通して商店街連合会に対し補助金を交付し、さらに新型コロナウイルス感

染症対策として街灯の電気料金に対する助成を行ったほか、ショッピングプラザピュアへの入店

を促進するとともに、実行委員会組織により取り組んでいるまちゼミにも参加し、事業者の皆さ

んと共に商店街の活性化に向けて取り組んでいるところでございます。また、10月にプレミアム

付商品券事業の一環で行われる商工会青年部の事業として、ショッピングプラザピュアを会場に

実施予定のガラポン抽せん会や出店事業を支援することとしております。今後においては、商工

会など関係団体等の意見も聞きながら空き店舗対策などについて研究するとともに、まちゼミな

どを通して引き続き商店街の皆様と共に個性豊かで魅力ある商店づくりを目指して取り組んでま

いりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 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) 本間議員からの御質問の大きな項目の２点目、｢防災対策について｣御

答弁申し上げます。 

 御質問の１点目、河川の実態調査や点検を行っているのか、どのような対策を計画しているの

かについてでございますが、大雨による異常出水が発生した場合、町が管理している河川などの

土木施設の被害状況の調査を速やかに実施し、１週間以内に北海道などへ被害報告を行い、さら

に詳細な調査を進め、１か月以内に被災箇所や被害額の確定を行っております。ただし、静内川

などの２級河川につきましては、管理者が北海道になりますことから、河川施設の被害調査など

については北海道が同様に実施しております。被災箇所については、被害状況や被害額に応じて

公共土木施設災害復旧事業や単独災害復旧事業債の制度を活用し、迅速に復旧を進めているとこ

ろでございます。 

 ２点目の静内川左岸、右岸の施設が被害を受けましたが、その復旧見込みと５点目の今回の災

害復旧に係る日程計画については、関連がございますので、併せて御答弁させていただきます。 

 本年６月28日から29日にかけての大雨による被災分につきましては、既に８月の町議会臨時会
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におきまして関連予算を計上させていただいているところでありますが、御承知のとおり、８月

15日から16日にかけての大雨により静内川の左岸、右岸緑地公園の施設が被災している状況でご

ざいます。初めに、静内川左岸緑地公園の被災状況について説明させていただきますが、緑地プ

ラザ、サッカー場、ソフトボール場、野球場、多目的広場及び園路が被災しております。緑地プ

ラザ、サッカー場及び園路につきましては土砂の堆積、ソフトボール場と多目的広場につきまし

ては表層土の流出と土砂の堆積及びフェンスの一部破損、野球場につきましては表層土の流出と

土砂の堆積及び一部路盤が洗掘されている状況でございます。次に、静内川右岸緑地公園の被災

状況についてでございますが、テニスコート、パークゴルフ場、園路及び看板が被災しておりま

す。テニスコートにつきましては既に６月に被災している人工芝のコート５面に土砂が堆積して

おり、さらにクレーコート５面についても表層土の流出と土砂の堆積及び一部路盤が洗掘してい

る状況でございます。パークゴルフ場につきましては土砂の堆積と一部路盤の洗掘、園路につき

ましては土砂の堆積が約2,500メートル、舗装の洗掘が約100メートルと一部のり面が決壊してい

るほか、木製看板が１基倒壊している状況でございます。 

 これらの被災のうち、左岸のサッカー場、ソフトボール場、野球場、多目的広場の４施設、右

岸のテニスコート、パークゴルフ場の２施設、計６施設については｢公共土木施設災害復旧事業費

国庫負担法｣に規定する災害復旧事業の採択要件を満たしておりますことから、現在申請内容につ

いて国及び北海道と協議を進めているところでございまして、具体的なスケジュールにつきまし

ては今後決定する状況になっております。この公園６施設の復旧見込みにつきましては、現時点

で具体的な時期を申し上げられる段階にございませんが、災害復旧事業費の決定につきましては

実地調査、いわゆる災害査定の結果に基づき決定されることになりますが、災害復旧の迅速化、

円滑化に向けた取組として災害査定は被災後２か月以内に実施することを原則とし、遅くとも３

か月以内に実施するように努めるものとされておりますが、６月に被災している人工芝のコート

５面分については８月に再度被災した現状でありますことから、一括して災害査定を受けるべく、

現在国及び北海道と日程などの協議を行っている状況でございます。 

 この災害査定後、入札準備のために１か月ほどの時間を要することから、凍結が伴う冬期間の

施工になることや工事期間として年度内に完成させることが困難であるため、予算の繰越しを行

い、翌年度の完成を目指すところであります。また、工事完了後、芝生の養生期間などが必要と

なる場合には来年夏の使用が困難になることが想定され、町民の皆さんには大変な御不便をおか

けすることになりますが、一日も早く復旧するよう鋭意努力してまいりたいと考えております。

また、公共土木施設災害復旧事業の対象とならない園路などにつきましては、追加議案として上

程を予定しております補正予算の議決後速やかに復旧してまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。 

 次に、御質問の３点目、静内川の流木、土砂などが海に流出して漁業に影響がなかったのかに

ついてでございますが、ひだか漁業協同組合からの情報では現時点で漁業者から被害の報告は受

けていないと伺っております。しかし、今後定置網漁が始まり、流木が漁具に絡まるといった事

象が発生することが想定されますので、状況確認しながら、必要に応じて海岸漂着物等地域対策

推進事業の活用などの検討をしたいと考えております。 

 最後に、御質問の４点目、流木及び堆積土砂の今後の対策についてでございますが、城地議員

からの一般質問で御答弁させておりますが、早急に今回の事象が発生した原因について北海道と
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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ございますので、御理解をお願いいたします。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 御答弁ありがとうございます。それでは、再質問をさせていただきたいと

思うのですけれども、まず順番にいきたいと思います。 

 ｢まちづくりについて｣です。いろいろとやっているのは、全部が全部ではないのですけれども、

知っているつもりです。商工会、そして商店街連合会、そしてそのほかにたしか飲食店の組合と

か、いろいろあるかと思うのですけれども、町行政も入りながら活性化に向けたプロジェクトチ

ームみたいなのをつくって、いろんな形、町の中を盛り上げるような取組を考えていく考えはあ

るのかお伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 町内の商工関係の団体と手を組んでプロジェクトチームを

つくってというような御質問かと思うのですけれども、現在、プロジェクトチームと言うかどう

かあれなのですが、壇上の答弁の中で申し上げましたまちゼミｉｎ新ひだか、これ実行委員会組

織で町内の商店主中心になって実行委員会でやっているのですが、今年で４回目になります。こ

こには町も１回目から実行委員として参画をさせていただきまして、昨年からは町もこのまちゼ

ミの店舗の一つとして町長が庁舎内を案内するというような事業にも取り組んでございまして、

事業者の皆様と一緒になって商店街、商工業を活性化するような取組に今取り組んでいるところ

でございます。なお、今回10月からは４回目のまちゼミ、これも始まります。約30ぐらいの事業

者がここに参加をして、魅力あるお店づくり、商店街づくりに取り組んでございますので、こう

いった活動を通して引き続き町としても関係団体等と連携しながら、商店街等をはじめとする魅

力づくりに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) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) いろいろと新聞等、広報なり、まちゼミですか、事業者を集めてセミナー

みたいなのをやっているというのは聞いております。労働団体にしても何にしても、例えば議員

研修という形でも、行って参加して、その後それを生かして何かをする。それがあまり見受けら

れません。今現在みゆき通り商店街だけではなくて、静内駅と言ったらいいのかあれなのですけ

れども、あそこから本町をずっと御幸通りに抜けていく。やはり空き地なり、店が開いていない、

シャッターが閉まっているという状況が見受けられます。それをどうするかということを有力者

が集まっていろいろ検討して、そしてこういうのがいいのではないかというのを見つけ出して、

それを行政が少しでも助けていくという形のものができていけば面白いなと思っているのです。 

 自分が新ひだか町を知ったのが40年前なのです。その頃まだ人口もある程度ありましたし、こ

んな町と言ったら怒られるのかもしれませんけれども、何十万という形ではなくて何万人の人口

でこれだけにぎやかに、商店街なり、行動を起こす人たちがいるのだなと思って感心していたと

ころです。ずるずる私もこういう形で新ひだか町に足を埋めた人間であります。だから、どうし

ても40年前の形に、防災のほうでもお話ししようと思ったのですけれども、風景が目から、頭か

ら離れないわけです。何とかそういう形へ戻すような考えを持っていただきたいと思いますけれ

ども、そういう考えは全くありませんか。 
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〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 40年前の姿に戻すような、活気のある時代というようなお

話かと思います。社会経済情勢というのは日々変わってきてございます。40年前と同じような町

の姿、御幸通りはじめとする商店街、空き店舗全部埋めて元の状態に戻すというのは非常に厳し

いのかなというふうな現実がございます。ただ、壇上答弁でも申し上げましたが、空き店舗、確

かに増えては、減ってはいないと言ったほうがいいのでしょうか。ただ、ああいった店舗にも新

たに入る事業者というのが、このようなコロナ禍にあっても、１つ、２つではなくてここ数年で

も結構あります。これは、商店街の活性化に商工会中心になって、新たに創業する方ですとか事

業承継する方たちの支援というのを地道に続けられてきております。そういったことがここ数年

確実に実を結んでいるのではないかなということで、そういったことを引き続きやって、40年前

の姿に戻すというのは時代の流れの中では非常に難しいと思いますが、今のこの現状を少しでも

改善するというか、そういったことは引き続き各団体の人たちとも町ももちろん積極的に関わっ

て取り組んでいきたいとは考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 私も厳しいのは分かりますけれども、要するにネガティブにばかりではな

くてポジティブに考えて、いろいろ考えていただきたいということですので、ぜひいろんな工夫

をして考えて取り組んでいただきたいと思っています。 

 ２つ目のほうに移ります。買物客や観光客が、2025年に日高道が新冠までの開通見込みがある

ことで、早急にいろいろ対策を考え、そして進めていくべきと思っています。そうすることによ

って、観光客なり新たな旅行客も含めていろいろ新ひだか町の活性化に向けて進めていけるのだ

と思っております。私の希望としては、早めに対策を組んでもらって、引き続き商店街と連携を

取っていただいて取組強化をしていただきたいということで、先ほどの答弁にありましたとおり

期待したいと思っております。ただ、取組を強化していきたいということでありますから、取組

の仕方とか、そういうのは考えていらっしゃると思いますので、どういう考えで取り組んでいく

のか、ちょっと教えてもらいたいなと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 間もなく、２、３年後ですか、新冠にもインターチェンジ

が開設されると、延伸されるというようなことがもうほぼ決まってございます。それに向けてと

言うかどうか、それに向けて札幌圏中心とした都市圏からの誘客ということは当然考えていかな

ければならないとは思うのですが、そこプラス地元の方々に必要とされるような商店街づくりと

いうのがやはり一番大切なのかなと思います。そこがあって初めて店がちゃんと残って、都市圏

から来るお客様にも魅力ある商店がつくられるのかなと思います。 

 先日、役場の私どものほうに本州から旅をされているという方が来まして、商店街を見て、御

幸通りかと思いますが、このぐらいの規模、地方の町であれだけの個店がそろっているというの

は驚いたと、非常に新ひだか町頑張っているねというような、お褒めの言葉というか、いただき

ました。それで満足しているわけではございませんが、個性豊かなお店がそろっているというこ

とは、あまり悲観するばかりではなくて、地元のお店の方々も非常に頑張っているのだなという

ことを再認識させられました。 

 札幌圏、大都市圏から、今ここの住みやすさ、新ひだか町の住みやすさを求めて、ここに住み
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たいという方も問合せも結構ありますので、そういったところも含めて引き続き商工会あるいは

商店街の皆様と自信を持ってこの町の魅力を伝えて、活性化も図っていきたいと考えてございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) できるだけ地元の人にやってもらうのはいいのですけれども、移住してき

た方にもうまく、やりたいということで話があればぜひ協力していただければなと思っています。

今課長が言いましたように、移住者というか、札幌圏から、または札幌外から、道外からの方で

２、３名、私の紹介していただいたのは３名とも女性なのですけれども、ここに観光で来たとき

に魅力的だということで、こちらのほうに来たということを聞いております。そういうことで、

少しでも移住者が増えて、移住者で個人的に何か商売やりたいという人がいれば協力していって

進めていただければなと思っています。ですから、商店街だとか一緒に連携取りながら進めてい

ただければと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 次に移ります。今現在コロナ禍で夏まつりだとか縮小されながら、今年は花火大会とかやって

います。ところが、ちょっと私記憶ないのですけれども、みゆき通り商店街の歩行者天国という

か、歩行者専用道路にして、お祭りというか、小さな形でしているのは見ていなかったのですけ

れども、今後のこと、来年以降いろいろと難しい部分があるかもしれませんけれども、取りあえ

ずイベントが開催されなくても学校の夏休み期間中だけでも、例えば土日、みゆき通り商店街の

道路を歩行者に開放して人を集めて、いろんな事業というか、行動に移してもらえれば少しでも

人が御幸通りのほうに来始める。だんだん少しでもよくなってきたというのが分かっていけば人

が流れてくるということも考えられますので、その辺も含めてこれから検討していただきたいと

思いますけれども、みゆき通り商店街の道路、歩行者専用の道路に対応するという考えはありま

すか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) コロナ禍もあって、今年で３年連続で御幸通りを中心とし

た市街地での夏まつり事業というのは中止ということにさせていただいております。そこで、御

幸通りの活性化というところで歩行者天国を定期的にできないかというような御質問かと思いま

すけれども、歩行者天国がにぎわいにつながるのかどうか、お祭りの一環ではやってございます

けれども、そこら辺をまずよく考える必要があるということと、通常車両が通る道路でございま

すので、そこを止めるということは周辺の町民の方、それから事業者の方にも十分理解を得なけ

ればならないです。それから、まずもって商店街の人方がそういうことを求めているのかという

ようなところもよくお聞きをしていかなければならないというところがあります。車両が通行す

る車道を通行止めにして歩行者天国にするという方法も一つかと思いますが、例えば今いろいろ

な規制緩和もあって歩道を使うとか、あとピュアの前にはちょっとしたスペースもあって、そこ

で前にはキッチンカーを置いたり、そういったことでにぎわいづくりをやったこともございまし

た。 

 それから、今年ですか、例えば高校生の提案、こういったものが役場に寄せられたときに、御

幸通りの事業者に協力もいただいて、シャッターアートというのを高校生の皆さんが実際出向い

て自らの手で描き上げて、大きな話題にもなりました。そのほかにもいろいろと高校と通りが連

携した事業というのも検討されているようなことも伺っておりますので、そういった様々な観点
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から商店街の活性化というのは図っていけるのかなと考えてございますので、現時点で歩行者天

国というのはなかなか難しいかと思いますけれども、いろんな多様な手段で商店街の活性化とい

うのを考えていきたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 先ほど来から前向きな答弁という形に聞こえないのですけれども、キッチ

ンカーといったら様々な車があります。例えばレストランみたいな洋食風だとか、和風、パン屋

とか、いろいろあります。最近ちょっと札幌競馬場の中に入っていないのですけれども、10年も

昔から、札幌競馬場の内側の中のほうで20台近くもキッチンカーが入って、様々な業種の車が入

って、皆さんお好みのものを購入して、そして楽しく過ごされています。そういった形でできれ

ば、あそこを利用して御幸通りを歩行者専用にして、そしてキッチンカーを盛大にずらっと並べ

て、そこで盛り上げていくとか、そういったものを考えて進めていただくような、例えば商工会

でも青年部でもいいです。そういうのを声かけして提案してみたらどうかなとは思っているので

すけれども、その辺の考えがあるかどうか、ちょっとお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 先ほどもお話をさせていただきましたけれども、どういっ

た形が商店街の活性化につながるかは、当事者である商店街の方ですとか、それから商工会青年

部の中、我々も本当に日々お話をさせていただいておりますので、そういう方の意見も聞きなが

ら、それがキッチンカー祭りというようなものがいいということであれば、その辺も十分検討は

していきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) コロナ禍に伴って最近行っていないと思うのですけれども、恐らく飲食店

街の組合でやっていたと思うのですけれども、ラーメン祭りだとか、公民館の駐車場を使ったり

とかイオンの駐車場を使って、いろんなテントを出して、そしてイベントをしたというのが記憶

にあります。そういったことがありますので、商店街の若い人、または飲食店含めて進めていっ

ていただきたいなと思っています。それを継続することで少しでも町の活性化につながっていく

のではないかなと。そして、初めて見た人は、町外から来た人もこれだけにぎやかにやる町なの

だなという形で、こちらのほうに住んでみようかとか、ちょっと興味持つ人が出てくるのかなと

思っていますので、その辺これから前向きに取り組んでいただければなと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 本間君、質問にしてください。 

〇８番(本間一徳君) はい。 

 続いて、最後に２項目めの｢防災対策について｣に入りたいと思います。今日、先ほど答弁にも

ありましたように追加議案のほうで、ちょっと見てみたら写真入りで、ここの農屋とかの被害の

状況の写真等を見させていただきました。それで、１点目、２点目については答弁の形いただき

ました。一日も早く復旧ができるよう対応していただきたいという形のものしか思いつきません

でした。 

 それなので、３点目のほうに移りたいと思います。６月の大雨のときに、７月初め、沖合のほ

うで流木等流れているのを私個人的に見ましたのです。そして、６月の定置網等、いろんな形で

漁業の被害はあったのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。 
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〇産業建設部長(水谷 貢君) 壇上でもお答えしているとおり、ひだか漁業協同組合から聞いて

いる情報では、今のところ漁業者からは被害がないというようなところでお聞きしております。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) ６月もなかったということでよろしいわけですね。それでは、流木も土砂

も結構なものだし、ほかの地区、浦河とか新冠を見ても静内川の沖のほうが結構色変わって茶色

っぽくなっていましたので、これからもしもあれば早急に対応のほうをお願いしたいなと思って

おります。 

 ４点目のほうに行きたいと思います。私が一番気になるのがこの４点目なのですけれども、私

が2019年６月の定例会で防災対策の強化について質問させていただいております。そのときに静

内川の土砂、流木撤去、中州の整備について進めていっていただければということでお伝えさせ

ていただきました。今考えれば３年前です。自分たちでは何もできないので、北海道のほうにい

ろいろ要請して、早くできるよう進めていきたいということなのです。今回の６月の大雨、そし

て８月の大雨と静内川から水が入って施設が使えなくなった。私は、これを言っていたのです。

だから、早めに対応すれば何とか最小限に食い止めていたのではないかということで見ているの

ですけれども、その辺起こるべくして起きたと思っているのですけれども、速やかな対応できな

かった理由というのは何かありますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 要望活動についての御質問かと思いますけれども、これまでも議会等

の中で御答弁させております社会資本推進会議という場で町の要望事項について北海道に対する

要望をする場がございます。例年年明けの２月前後に実施されるのですが、そのときには北海道

としては室蘭建設管理部の道路課長、治水課長、それから維持管理課長、門別出張所長、それか

ら浦河出張所長が見えられます。町としては、建設課と企画課で対応しているところなのですが、

北海道が管理しております道路、河川、それから海岸に対する要望を毎年しておりまして、その

ときには前年までに要望している内容の進捗状況ですとか今後の予定などを伺いながら、さらに

まだ不十分なところについては改めて要望などをさせていただいているところです。それが日高

管内、胆振管内全てのところがそれぞれ各市町村回って実施されているというところで、北海道

についても管理している施設が多いので、なかなか進んでいかないというような実態があるのだ

と思います。 

 静内川につきましても、これまで維持管理という対応の中で、本間議員３年前に言われたとい

うことでしたが、先日の城地議員の一般質問でお答えさせてもらったとおり、平成26年から令和

２年までの間に毎年少しずつですけれども、対応していただいているというところの実態もござ

います。維持管理対応になっていますので、私たちが思うような状況にはなかなかなっていない

のも当然のことなのですけれども、今後とも、こういった事象もありましたので、速やかに対応

していただけるように要望は繰り返し続けていきたいと思っておりますので、御理解をお願いし

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 私もいろんな土石なり川のごみ等の除去の関係で動いたことがあるのです

けれども、例えば真沼津川、柏公園、海側はきれいにして、北海道のほうでは年間計画で予算立

ててやっています。ところが、清水丘の墓地のところ、あの辺から上のほう、中野町４丁目から
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上のほう、そこは計画立てていないので、すぐ工事はできませんと。私のほうで治水の事務所が

あったときに直接電話させていただいて、早急に除去しないと、草が長くなって土砂もある中で、

大雨になったら洪水になりますよということでお話ししました。案の定中野町４丁目のところで

水があふれてという形で、慌てていたようですけれども、本当は来年考えますと言っていたので

すけれども、その年に除去していただいてきれいになっています。最近もちょっと伸びてきたな

と思って、言おうかなと思ったら、きれいになっているという状況ですので、どこかに委託され

ているのか、ちょっと分からないのですけれども、そういう状況で見ております。 

 ということで、今回のような形になったということは、３年前に言ったことが現実になったと

いうことですので、強い要請をしていって、できるだけ直していただきたいなと思うのですけれ

ども、私もいろいろ車で回っていますので、いろんな川で工事しているところを見ております。

ですから、優先順位でこっちのほうになかなか来ないのだなとは思っているのですけれども、そ

の中でちょっとお聞きしたいのですけれども、３年前にもお話聞いたのですけれども、ふれあい

広場、白鳥が来て、そして餌をやるということで、私が子どもを連れてそこで白鳥に餌をやった

りとかしていたのですけれども、数年前から、３年前にそういう話をしたわけですから、もう５

年ぐらいになるのかもしれませんけれども、泥だとか土砂だとか、今はもう水が入ってしまった

りして使えない状況です。せっかく造っていた施設といいますか、物が使えない状態になってい

るということは、ほかの施設と同じようにちゃんと復元して復旧して使えるようにしたほうがい

いのではないかなと思っているのですけれども、その辺どういう考えをお持ちでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) ふれあい広場の件なのですが、確かに30年ほど前の河川改修の際にそ

ういった環境に配慮した護岸施設というものが当時建設されてございます。その景観といいます

か、そういったものも今はなくなってしまっているというのは私たちも認識はしているのですが、

ただ治水上その護岸施設が機能していないかというと、そうではない。そこが護岸が壊れて何か

決壊して、例えばそこからほかに被害が広がっていく可能性があるとか、そういったときには優

先順位が高まるのだろうと思いますが、今のところそういう状況にはないので、要望の中ではや

はり優先順位としては低くなってしまうというのが実態なのだと思います。ただ、こういった大

きな洪水につながるような状況にまできておりますので、そういった景観をよくするための施設

ということではなくて、静内川全体の治水事業として今後要望を強くしていきたいと考えてござ

いますので、御理解をお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 先ほど言ったように、40年前の景観のいい新ひだか町に戻してほしいとい

うのが私の願いです。多分今回の被害状況で見ていると思うのですけれども、あそこのふれあい

広場の前、中州がだんだん、だんだん広がっていって、川の水の流れが変わって、そしてところ

どころ流木なんかがあって、その関係で各施設に水が入って大変な状況になったと思っています。

今ふれあい広場の前のほう、この間見たときは水が流れていないで止まっていたのです。ほかの

ところは結構強い流れがあったのですけれども、その辺中州何とかするという要請はしているの

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) これまでの答弁の繰り返しになりますけれども、９月８日には室蘭建
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設管理部の副局長のところへ行って、今の実態、それから30年前の写真も含めてお見せして、30年

間でこういう変化がありましたということも当然お話をさせてもらっています。そのほかも、新

聞等々で報道されていると思いますけれども、新ひだか町だけではなくて、新冠町ですとか日高

町ですとか、今回８月の雨については広い範囲で災害があったということで、日高管内の日高総

合開発期成会というところが中心になりまして、日高管内の被害状況を集約して、国会議員ある

いは北海道議会議員のほうに緊急要望書というものを提出をしております。今後、そのときにも

静内川の水位が高くなったという写真なども添付しながら状況を説明させていただいております

ので、そういったところからも早期に対応をお願いするというような形の要望は続けていってい

るところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) しつこいぐらい要請していってもらいたいと思います。私なら毎日のよう

にいつやるの、いつやるのとしつこいぐらい言うと思うのですけれども、これ以上質問しても同

じ答えしか返ってこないような感じになりましたので、私からの質問はこれで終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午後 ２時５８分 

                                            

再開 午後 ３時１０分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 ６番、蚊野君。 

〔６番 蚊野芳春君質問者席へ〕 

〇６番(蚊野芳春君) それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 大きい１番目、｢プレミアム商品券の追加について｣、世界情勢を踏まえ、ウクライナ紛争の影

響下に諸物価高騰、燃料費、食料費などの値上げが今後も円安傾向から懸念されます。プレミア

ム商品券追加等によるさらなる支援の予定はありますでしょうか。 

 大きい２番目、｢防災対策について｣。 

 １番、防災強化を町長の所信表明に挙げられていますが、異常気象に基づく河川の氾濫が最近

顕著になりつつあるように見受けられますが、中州の除去は実施可能でしょうか。 

 ２番、津波の避難に関しまして人工高台を作る方式など検討する考えはございますか。 

 ３番目、公共施設の耐震化工事の進捗状況をお知らせください。 

 大きい３つ目、｢ふるさと納税について｣、ふるさと納税の取扱い品目で新ひだか町として特徴

を出す方法を検討されていますでしょうか。 

 以上、大きい３つの質問です。よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からは、蚊野議員からの御質問について大きな項目の１

点目の｢プレミアム商品券の追加について｣と大きな３点目、｢ふるさと納税について｣御答弁いた

します。 

 初めに、大きな１点目の｢プレミアム商品券の追加について｣でございますが、長引くコロナ禍

の影響やウクライナ情勢をはじめとする国際環境の流動化、さらには急激に進む円安などにより、
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燃料、食料品を中心に諸物価の高騰が続くと懸念されています。このような状況を受け、町では

町民生活への影響の緩和、落ち込んだ地元消費の喚起、拡大による地域経済の活性化を図ること

を目的に、プレミアム付商品券事業を実施することとし、６月定例議会において事業実施に係る

補正予算の議決をいただき、現在実施主体であります町商工会において発行総額１億8,750万円、

発行冊数が２万5,000冊規模の事業を進めているところでございます。当該事業の進捗状況につき

ましては、商工会において９月７日に購入予約申込みを締切り、９月20日から10月20日までを商

品券の引換期間、10月10日から12月31日までを使用期間とし、作業を進めているところでござい

ます。 

 そこで、御質問のプレミアム商品券追加等によるさらなる支援の予定はないかについてでござ

いますが、ただいま申し上げましたとおり、今まさに商品券事業の実行段階に入っているところ

でございますので、まずその円滑な実施に努めたいと考えておりますし、事業の成果なども点検、

評価しなければならないと考えております。したがいまして、今の段階ではプレミアム商品券の

追加発行も含めた追加の支援に関し明確に判断できる時期にはないと考えておりますが、議員も

おっしゃるとおり、地域を取り巻く情勢としては不安要素が多いものと我々も認識しております

ので、引き続き町民生活や事業者への影響、国や北海道が行う追加の支援策等を含め状況を見極

めてまいりたいと考えております。 

 次に、大きな３点目の｢ふるさと納税について｣御答弁いたします。初めに、ふるさと納税につ

いて少し御説明をさせていただきます。ふるさと納税制度は、都市と地方の税収格差の是正とふ

るさとや応援したい自治体に対し寄附することで地域に貢献したいという人々の思いを実現する

ため、平成20年度の税制改正により導入され、寄附額に応じて所得税や住民税の控除を受けるこ

とができる制度でありまして、当町におきましても平成20年４月からこの制度を活用し、全国の

多くの方々から御寄附をいただき、当町のまちづくりの貴重な財源として、また町や町で生産さ

れる貴重な特産品などを知っていただく重要な機会となっているところでございます。 

 直近５年間の寄附件数、寄附額の推移ですが、平成29年度、4,332件、１億2,795万6,000円、平

成30年度、2,130件、7,887万9,000円、令和元年度、2,262件、6,697万5,000円、令和２年度、4,862件、

１億2,698万3,000円、令和３年度は7,589件、１億7,113万1,000円となっており、令和元年度から

３年連続で寄附額が増加しているところでございます。寄附額が増加している要因としましては、

新規事業者や新規商品の開拓、開発を進めるとともに、各種ＰＲなどに努めてきたことに加えま

して、昨年度において代行業者を町外の大手企業から町内に新たに設立された代行業者に変更し

たことにより、返礼品事業者との連携が密になり、新規事業者や新規商品の開拓、開発がより促

進されたこと、またふるさと納税サイトの掲載ページを抜本的に見直し、写真や商品説明を充実

させ、より寄附者の関心を高めるなど、大幅な改善を図ったことなどによるものだと考えており

ます。さらに、事業所向けの勉強会を開催し、魅力ある商品づくりやリピーター獲得に向けた実

践的な取組について学ぶ機会を提供するなど、町、代行業者、返礼品取扱事業者の３者の連携を

強化し、取り組んでいるところでございます。また、馬産地新ひだか町をＰＲするため、今年か

ら当町にゆかりのあるサラブレッドをカードにしたプレジャーホースカードを寄附者にプレゼン

トする企画も実施しており、寄附額の増加とともに町の魅力発信にも努めているところでござい

ます。 

 そこで、御質問のふるさと納税の取扱品目で新ひだか町として特徴を出す方法は検討されてい
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るかについてでございますが、当町の返礼品の数は現時点で約360品目であり、肉や魚介類及びそ

れらの加工品、野菜、米、花きなどの農産品や加工品、スイーツ、菓子類、蜂蜜、酒類、レトル

ト食品、ホテル宿泊券、体験型オーダーインソール作製サービスなど多種多様な返礼品を提供し

てございます。その中でも人気の返礼品は、ジェラートやケーキといったスイーツや牛肉をはじ

めとする肉類、そして最近では訳あり品として提供している昆布製品なども人気の品となってお

ります。また、特徴的な品としましては、北海道大学静内研究牧場で生産される希少な北大短角

牛やサクラマスなどを返礼品として扱い、人気となっておりますが、今後さらに新ひだか町の特

徴を生かすため、新たに馬のイラストのＴシャツや魚介類の新たな加工品などを返礼品に加える

予定としており、代行業者や返礼品事業者と連携して新規商品の開拓、開発に積極的に取り組ん

でいるところでございます。さらに、今年度から静内農業高校及び地元事業者と連携し、静農ブ

ランドの開発を進めており、ふるさと納税の返礼品に加えることができるよう、関係者と共に取

り組んでいるところでございます。引き続き新ひだか町の豊富な資源を生かした特徴的な返礼品

の開拓、開発に積極的に取り組み、寄附者と寄附額の増加に努めてまいります。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) 私からは大きな項目の２つ目、｢防災対策について｣でございますが、

１点目の中州の除去は実施可能かにつきましては、城地委員及び川合議員からの一般質問で御答

弁させていただいておりますが、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ございます。大きな中州は目名川との合流付近

まであり、残り約1,800メートルほどありますが、早急に６月と８月に発生した事象の原因につい

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ございます。 

 ２点目の津波避難に関して人工高台を作る方式など検討する考えについてでございますが、全

国各地では避難タワー等の建設をしている自治体も多くございますが、既に建設済みの市町村で

は施設の維持や冬期間での運用、また高齢者にとっては施設の利用が厳しい状況にあるなど、問

題が多くあることから、現時点においては建設の予定はございません。津波からの避難にあって

は、高い場所にある避難所へ速やかに移動していただくことが重要となりますが、限られた時間

の中でそこにたどり着くことが困難な場合も想定されることから、災害時における一時避難施設

の使用協力に関する協定により、町内の４つのホテルから一時避難場所としての御協力をいただ

けますし、三石地区の市街地であれば総合町民センターや静内市街地であればピュアプラザなど

を目指して一旦避難していただき、状況を見ながら高台にある避難所へ移動したことで対応した

いと考えてございます。 

 ３点目の公共施設の耐震化工事の進捗状況についてでございますが、現在指定緊急避難場所と

して指定している公共施設が96ございまして、公園等の屋外施設を除きますと85施設で、そのう

ち昭和56年以前に建築された旧耐震基準の建物は47施設ございます。その47施設のうち、既に耐

震診断及び改修が済んでいる施設が９施設ございまして、昭和57年以後に建築した新耐震基準の

建物は38施設ございますので、これらを合わせますと47施設、指定緊急避難場所の約56％程度が

新耐震基準に適合している建物という状況でございます。昭和56年以前に建築された耐震改修が
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未実施の38の施設につきましては、財源等の問題もございまして、これら全ての耐震改修を直ち

に実施することは非常に難しいことから、公共施設等総合管理計画に基づく施設の将来方針も踏

まえた中で効果的な手法やタイミングなどを模索していきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) まずはプレミアム商品券のほうでございますけれども、第１弾が９月７日

に締め切られたばかりで、今予定数の予約というのは全て完売に、２万5,000一応要望が来たとい

うお話でしたので、この後交換に来られたときに例えば２万部しか出なかったという場合にその

5,000部は新たな追加という方法を取られるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 今現在というか、締切り終わっていますので、商工会に確

認したところ、２万5,000冊の発行に対して４万5,788冊ということで大幅に予約段階では超えて

いるということになります。今後実際に引換えをしていただくということで、その段階で２万

5,000を割るということは今の時点でなかなか想定できませんけれども、仮にそういうことがあっ

た場合には、欲しい方というのはたくさんいますので、商工会実施主体でございますので、そこ

との協議になりますが、買いたいという人のところに連絡を取るとか、そういうことも含めて考

えていくことになるかなと想定してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) 今回の割り振り方法が小売サイドが一部除外されていた。さっきの議員の

方でもお話あったのですけれども、今の段階では次回はお考えになられていないということなの

ですが、例えば次の段階では大型店だけを除いた前回のようなパターンで発行するというような

手法も可能なのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) これも現段階でまた改めて事業をやるかどうかというのは

何もまだ決まっていない段階ですので、川端議員の御質問に答弁させていただいたとおり、その

ときの状況を踏まえて、どのような対策、支援策がいいのかというのを考えつつ、実施主体とも

一緒に考えながら支援制度を考えていくことになるかと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) ありがとうございます。現在検討中で、まだ初回がはっきりしていないと

いうことですので、これを計画された状態よりもかなり社会状態というのが今全般的に悪くなっ

ていますので、ぜひ御検討いただきたいと思いますが、その辺よろしくお願いしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 蚊野君、質問でやめてください。 

〇６番(蚊野芳春君) 質問になっている。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 先ほど来申し上げておりますとおり、今後の商品券事業につきまして

は何も決まっていないと。国からの財源の出方もありますし、そのときの社会情勢もありますの

で、その状況を見ながら、どういう組立てでいくのかというのはそのとき改めて協議させていた

だきたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 
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〇６番(蚊野芳春君) ありがとうございます。今の質問を終わらせていただきます。 

 次はふるさと納税に関しまして、先にいいですか、中村さんのほうのあれで大きい３番のほう

で。 

〇議長(福嶋尚人君) 通常防災宅策なのですけれども、先にふるさと納税でもいいですよ。 

〇６番(蚊野芳春君) ふるさと納税に関しまして、努力の結果が見えてきて数字が伸びてきてい

るということなのですけれども、新ひだか町の特徴としまして、日高はやっぱり馬なのかなとい

うのがあるのですけれども、現行を見ていますと北海道産品で食べ物で魚介関係、ウニとかカニ

とか、そういうのになるとどうしても北海道の他町に埋もれてしまいがちだなという感じがして

いるのですけれども、現在静内農業高校の製品とか非常に人気がある品物があって、これも今開

発されているということなのですけれども、他町ではやらない特殊な一口馬主のようなものもふ

るさと納税の景品に加えてみられてはいかがかなと思うのですが、そういうのを取り入れられる

と新聞等々のメディアからも注目を受けるように思いますが、いかがお考えでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 一口馬主を返礼品にというようなことかと思います。これ

までもそのようなことができないかというのは内部でも出たこともございますけれども、いろい

ろな難しさが実際はあるということで、まだ勉強中ではありますが、いずれにしても馬産地とい

うところは最大の我が町の特徴でございますので、実際馬に関する返礼品というのがなかなか少

ないのが現状という課題もございますので、馬に関するグッズ、それから宿泊プラン等も含めた、

そういった体験型のメニューも含めて引き続き研究をしていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) 今コロナ禍の中で皆さんが外に出ないで家の中にいるという状況が最近非

常に多くなっているなと思うのですけれども、安い、近い、短い、巣籠もり需要という傾向があ

って、インターネットで競馬を買ったりという形の方が増えたりしているのですけれども、そう

いう面で今までの経済対策と全然違う時代が来たなという点を踏まえまして、ローコスト、アイ

デア募集、提案をどんどん取り入れていくような形を、ふるさと納税のアイデア募集窓口のよう

なものをつくる予定はございますでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 我々返礼品の事業者、町内の事業者、それから代行事業者

ともに、どういった返礼品が寄附者の方々に喜んでいただけるかということで日々お互い情報交

換しながらやっているところでございます。議員おっしゃられるアイデアコンテストというのは、

恐らく広く一般の方あるいは事業者の方も含めてということになるかと思います。そういったこ

とも必要なのかなと感じますので、今後どういう形にするかはあれですけれども、我々では思い

つかないようなアイデアも埋もれていたり、考えている方も多くいらっしゃるかと思いますので、

そういうところは十分検討できるのではないかなと思っておりますので、そういうところも含め

ていろんな新規の商品の開発等に努めていきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) あと、近場の町ではえりも町は約３億円をもう既に超えているという実績

があるそうで、日高管内の他町の実績というのは把握はされていますでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 
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〇まちづくり推進課長(中村英貴君) これは毎年公表されてございますので、昨年度の実績は今

年８月に新聞のほうにも掲載されておりました。我々も聞き取りを行う場合もありますし、こう

いった公表資料を基に管内の状況なんかも把握に努めているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) その内容の差というのは把握されていますでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 内容の差というのはどういった返礼品が出ているかとかと

いうことなのかと想像いたしますけれども、我々時々各町の担当の方通して各町の状況を聞き取

りさせていただいておりますけれども、例えばえりもに関しては圧倒的に魚介類ということにな

りますし、様似ですとか浦河についてもシャケ、いくらをはじめとした魚介類と、それから新冠

町に関しては最近はトンネルワインですか、それが昨年あたり爆発的に寄附につながったという

ような情報も得ておりますので、各町そういった地場の産品を中心に取り組まれているというこ

とを把握してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) それでは、大きい３番終わりまして、２番の防災対策に関しましてのほう

の質問をさせていただきます。 

 中州除去に関しまして御回答いただきましたのですが、私が静内に帰ってきてから12年間たつ

のですけれども、中州がどんどん立派に成長して、森になって大きくなっているように見えるの

です。それで、河口から1.数キロメートルの場所を平成26年から適時除去されているということ

なのですが、北海道が管理されていることなので、静内町としては…… 

〇議長(福嶋尚人君) 新ひだか町です。 

〇６番(蚊野芳春君) 傍観する感じになると思うのですけれども、それで平成26年から除去され

た場所というのは町としては把握されているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) やっている場所については、平成26年から令和２年までの間の箇所に

ついては把握しております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) そこが不十分な除去のために今回の水があふれたのでは、中州の除去自体

が足りないのではないかなという感じは御覧になっていていかがでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 中州の土砂の除去と、それから樹木の伐採と２通りあるのですけれど

も、平成26年から令和２年までの間に２か年、堆積土砂の除去を行っております。そのほかは樹

木の伐採という作業になるのですけれども、そこに繁茂している樹木というのは柳が多く繁茂し

ている状況ですので、期間が延びてしまうと一度切ったところがまた伸びてしまうという実態も

ございます。また、一度取った土砂も翌年以降また大雨が来たときにはそこが少しずつまた土砂

が堆積をして埋まっていくという現象も当然ございますので、結局は何が言いたいかといいます

と、やっているところが少ないものですから、目に見えてそれがどんどんやったところの効果が

伸びていくというのがなかなか見られないというのが実態なのだと思います。ですから、これか

らは少しずつではなくて、やるときにはもっと大がかりにやっていただくようなことも含めて要
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望していきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) 今までの除去したことが効果があって、この程度の水害で済んでいるのか、

もっと取っていれば中州のテニスコートまであふれなかったのか、あるいはここの雨の振り方が

あまりにも異常過ぎるために想定外が2016年、2021年、2022年、だんだん何か間隔が短くなって

いるような感じがするのです。総合的な影響の中で水があふれているのか、中州を全部除去して

しまえばまだまだ可能なのか、そういうのもひっくるめた方で町として北海道にお願いしていく

しかないのかと思うのですけれども、それに合わせた御回答をいただければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中副町長。 

〇副町長(田中伸幸君) 初日から中州の除去についていろいろ言われておりますけれども、私は

もっと以前からずっと言われておりまして、ある議員さんには人の命と自然とどちらが大事なの

というようなこともこの場でお叱りを受けたこともございます。今の中州になったのが、前段40年

前の自然と言われていましたけれども、建設課長も言ったとおり、30年前ぐらいに今の形になっ

ております。その頃には中州は何となくあったのですけれども、柳はほとんどない状況です。平

成15年に大きな災害がありました。そのときにも中州は、平成15年災というのが静内川が警戒水

位を超えたときです。平成15年と今回、水位が警戒水位を超えたのが今の状態になってこの２回

です。そのときにどうなったかというと、山が荒れたのです。山がめちゃくちゃになって、静内

川の河川が濁り続けていた。これが５年続くと言われていたのです。静内川が汚れるということ

は、土砂がどんどん、どんどん流れてきて、流木が流れてきたところにどんどん、どんどん中州

ができてきました。 

 蚊野議員おっしゃるように、成長しているように見えるというのはまさに私たちも同じ認識で

して、北海道にはもう何十年来と要望はし続けております。大野町長が就任されて早々すぐ、静

内川ともう一河川あったのですけれども、あふれる理由を探せと。資料を用意して、ドローンと

かを飛ばして、すぐにそのときに副局長、今の副局長ではなくて別な副局長にも見てもらって、

こういう状況だということを把握していただいております。ただ、建設課長からもお話あったと

おり、あれを除去するには100万立米ぐらいの土砂がある。100万立米といったらどのぐらいかと

いったら、高見ダムが約500万立米ぐらいの積立量があるはずなので、100万立米はダンプで５立

米として40万台ぐらい、ちょっと分からないですけれども、何十万台という量はどこに捨てるか

いうのも問題になっております。 

 私たちもあの状況がいいなんて一つも考えていなくて、ずっと建設課通して町長名で要望はし

続けておりますし、その都度、その都度大野町長も先日建設課長と一緒に直接建設管理部のほう

にも行っておりますし、その前任の町長、その前任の町長ももちろんずっと要望はし続けている

のですが、物が大き過ぎてなかなか、やってはいただいているのですけれども、目に見えた効果

が少ないのかなというのが、これが現状です。今回の議会でいろいろ議員の皆さんに御指摘を受

けて、さらに要望はどんどん、どんどんしていかないといけないという認識はあるのですが、こ

れは合併前からずっと川の近くに住んでいる議員さんのほうから言われ続けていることで、要望

もし続けてはいるのですが、なかなか目に見えた効果がないというのが現状ではありますが、今

後も引き続き要望を続けていって、いち早く通常の流れになるように努力していきたいと思って

おりますので、御理解お願いします。 
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〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) 皆さんが一生懸命頑張っておられる中で、大変だなというのはよく分かり

ました。あふれて激甚災害で町復興にならないことをぜひ願うところではありますが、河川のほ

うはこれで終わらせていただきまして、津波対策に関して、津波避難タワーの建設はいかがかと、

これは想定しておりませんというお話でしたのですけれども、私どもの住んでいる吉野町、御幸

町、本町辺りですとホテルタカシマさん、ホテルサトウさん、ローレルさん、ウエリントンホテ

ル、ピュア３階等々に逃げることができるのですが…… 

〇議長(福嶋尚人君) エクリプスホテル。 

〇６番(蚊野芳春君) 名前違うのですか、すみません、失礼しました。高層のホテルに、今全部

読み上げたのですけれども、逃げることで御了解いただいているということでしたので、今一番

必要かなというのは古川と青柳町が逃げる場所がないのかなと。ですので、古川の野球場の辺り

に、20メートルぐらいの鉄塔の技術で３階建ての壁のない施設を販売しているところがあるので

すが、それを１つお造りになってみて、テストしてみるということはお考えいただけないのかな

というところが質問なのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 高台の避難タワーにつきまして、これまでも本州のほうが主に建設し

ていっているような状況でございます。北海道ではやっぱり冬期間の避難ありますので、そうい

った部分の対応が困難だということでなかなか進んでいないのかと考えてございます。言われる

とおり、青柳ですとか、あっちのほうは高い建物はないのですけれども、一応青柳の公営住宅で

すとか緑町の公営住宅ですとか、そういったところに一旦避難をしていただいて、そこからその

後安全なところに避難していただきたいというふうな考えがありますので、そういった避難タワ

ーを新たに建設するというふうな考えは持ってございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) 了解しました。あと、地震のほうなのですけれども、私が小学校４年のと

きに高静小学校に通っていまして、十勝沖地震が震度５で揺れて、遠足であぜ道を歩いていまし

たら、あぜ道が蛇のようにうねって、橋が落ちたというところにいたのですけれども、耐震化工

事に関しまして昭和56年以前の部分だと結構耐震強度が怪しいというところで、今いろいろ建て

替えが行われていると思います。大体私の経験では10年に１度、震度５強クラスの十勝沖地震が

来ていますので、この間も議会の間に地震があったりしまして、そろそろ来そうだなという嫌な

予感はしているところではあるのですけれども、38施設の耐震化工事がまだ予算がついていない

ということなのですが、今後どのような計画で工事を進めていかれる予定でしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今耐震が済んでいない38施設でございますけれども、その内訳が生活

館ですとか会館、そういった施設になってございます。一応高層階の建物については一通り終わ

っているというふうなところでございますので、生活館、会館の今後の在り方、統廃合も必要で

ございますので、そういった今後の在り方の中でどの施設を残していって建て替えるのかという

ふうなことございますので、そういったものの考え方と、あと財源がなかなか厳しい状況にあり

ますので、その辺を今後検討しながら考えていきたいと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 
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〇６番(蚊野芳春君) 今大体の目標でいいのですけれども、あと５年かけてやられていくのか、

10年ぐらいをかけてやっていかれるのか、その辺というのはある程度目算は立てられているので

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) その辺につきましても財源等々の関係ございますので、具体的に５年

後、10年後ということではなくて、将来的に向けて検討していきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) 最後の質問になりますけれども、全ての天災というのは想定外だというこ

とが最後の言い訳にならないように事前にできる限り準備をしていただければなと思っておりま

すけれども、ちょっと余談なのですが、2008年に、ジュセリーノという、マグニチュード9.1の地

震が来て、30メートルの津波が来るという、2007年ですから、まだ2011年になっていないのです

けれども、それを予測した方の本があるのです。その中に、2020年には日本が43度の気温になる

とか、水が渇水化するとか、いろいろ書いてありますので、単なる預言者の頭のおかしな人が書

いたものだとかということではなくて、そんなことが今後起き得るのかなという参考にして見て

いただければありがたいなと思いますが、そういうのには御興味はありますでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 一般質問には適していないのですけれども、答弁できますか。答弁できな

かったら、しなくてもいいですよ。 

 柴田総務部長。 

〇総務部長(柴田 隆君) 機会があれば手に取ってみたいなと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、蚊野君。 

〇６番(蚊野芳春君) 持っていますので、後でよろしければ御覧いただきます。 

 これにて一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で一般質問を終結いたします。 

                                            

    ◎散会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

(午後 ３時５０分) 


