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開議

午前

９時００分

本全体の人口減少が認められ、いよいよ、少
子高齢化に加え、人口減少問題は重要な課題

◎開議宣告
○議長（佐々木孝雄君）

となってきました。浦河町にとっても、昭和

おはようございま

す。

３５年をピークに、社会減に加え自然減も重
なり、急激な人口減少により、平成２９年１

ただいまの出席議員は１８名であります。

月末現在の人口は１万２,６９５人、ほかに

定足数に達しておりますので、７日に引き

外国人の方が１０７名いらっしゃいますが、

続き会議を開きます。

これにより町の活力が失われ、停滞感が町全
体を覆っているように感じられます。

◎

日程１

諸般の報告

○議長（佐々木孝雄君）

日程１

この危機を打開すべく、地方創生計画や第
諸般の報

告を行います。

７次浦河町総合計画などで、あらゆる角度か
ら人口減少を食いとめ、子育てしやすい環境

本日の会議に、説明員として町長、副町

づくりに取り組む施策を展開している町行政

長、教育長並びに各課長、参事等を出席させ

には一定の評価をしたいと思います。しか

ております。

し、人口減に伴い町内の世帯数も、資料によ

本日の会議に議員の中座の届け出がありま

りますと、平成９年には約６,３５０世帯、

したので、ご報告いたします。８番岡崎君は

平成１８年には約６,１００世帯、さらに、

所用のため、午前１１時から午後２時まで中

平成２３年では約５,８７０世帯、そして、

座いたします。

平成２８年１２月現在では約５,５５０世帯

以上であります。

まで減少しています。その影響は町内自治会

報告いたします。

の世帯数にも大きく影響をしています。

議会広報特別委員会から議場内での写真撮

平成２８年１２月１日現在で、町内で最も

影の申し出があり、これを許可いたしました

世帯数の少ない自治会は、町内の鵜苫沢自治

ので、ご了承願いたいと思います。

会で１３世帯、それ以外にも、３０世帯未満

それでは、これより議事に入ります。

の自治会が１３、４０世帯未満の自治会が１
４、５０世帯未満の自治会を加えると、全８

◎

日程２

一般質問

○議長（佐々木孝雄君）

日程２

０自治会のうち約半数にもなるのが現状であ
一般質問

を行います。

ります。このような状況では、自治会活動を
支える役員の選出はもとより、自主的な活動

一般質問件名表をお手元に配付しておりま

自体にも支障を来しているのではないかと感

すが、発言通告者は１２名、２４件でありま

じています。町はこの現状をどのように把握

す。

しているのでしょうか。

なお、発言者におかれましては、質問内容

現在、町の管理職を中心に、各自治会に数

等において重複することのないよう、ご協力

名の自治会担当者を置いています。その活動

をお願いいたします。

は、自治会によっては異なってはいますが、

それでは、２番木下君の発言を許します。
（２番木下浩一君
○２番（木下浩一君）

登壇）

毎年の自治会の総会の出席など、年に何回か
は何らかの形でかかわっているものと思いま

発言通告書に従って

２件の質問をいたします。

す。そうした中で情報交換等はなされている
のでしょうか、伺います。

まず一つは、自治会の再編を進めてはどう
かについてであります。

自治会の活動は町行政にとっても強い味方
であるはずです。平成２７年に行われた町内

平成２７年に行われた国勢調査で初めて日

の空き家調査も、各自治会にその調査を依頼
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し、実施されています。何といっても、災害

ました。それによると、農地または草地、放

時には、町などの公助がなされるまでの共助

牧地の権利移動や転用についての審議のよう

の部分を担うのは、自治会になるのではない

です。要するに、農地の売買や賃借によって

かと思います。自主的な防災組織を立ち上

所有者がかわったり、農地をほかの用途に変

げ、災害時には隣近所の住民を守る態勢もつ

更するのを了承するか否かを審査する機関と

くられています。これらの活動はまさしく町

考えていいのか、その点を伺います。

民の命を守るものであります。自治会活動の

昨年４月に農業委員会関連の法改正が行わ

停滞は、町民生活の上でも大きな影響を与え

れました。これまでの農業委員の選出方法や

ると同時に、町行政にとっても決してプラス

新たな委員が選出されるなどのようですが、

材料にはならないはずです。自治会の自主的

その内容について詳しくわかりやすく説明し

活動を守り、町民の活力を引き出す意味で

てください。

も、ある程度の世帯数を確保した自治会への

町の施策の柱として一次産業の担い手をふ

再編を視野に検討をすべきだと考えますが、

やすため、新規就農者、後継者に補助をし、

その見解を伺います。

さらに、いちご就業者へは、ハウスの建設に

以上のような観点から質問いたします。

よるリース貸与など、従来の農業からの転換

１、人口減少に伴い世帯数も減少し、自治

を図っています。今回の法改正の大きな目的

会活動に支障を来すところもあると聞くが、

は、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の

現状をどのように把握しているのか。

発生防止と解消、新規参入の促進が挙げられ

２、管理職等の職員による自治会担当制を

ています。これらの目的を達成するために

とっているが、情報交換等はなされているの

は、新しく組織される農業委員会制度が大変

か。

重要な役割を果たすものと思われます。

３、防災上、共助を担う役割や町の施策に

浦河町では、つい最近新聞報道もされまし

協力してもらう自治会活動の停滞は、町民生

たが、新作物としてレタス栽培が始まってい

活にも影響が出る。再編も視野に検討しては

ます。町の農業を支えている軽種馬生産、日

どうか。

本一になった夏秋いちご生産、収穫量がふえ

二つ目の質問は、農業委員会の現状と今後
のあり方についてであります。

続けるアスパラ栽培、ことしの新規就農者も
出たミニトマト栽培、ふるさと納税の返戻品

そもそも農業委員会の役割とは何でしょう

ともなった特別栽培米生産、ほかにも、余り

か。現在、農業委員会の委員には、選挙で選

町内には出回っていませんが、全道各地へ出

出された９名と、各団体から推薦された４名

荷されている大根や長いもなどの作物もあり

の計１３名で構成されています。ほぼ毎月行

ます。この熱気を冷まさないようさらに継続

われている総会の議事録の資料によれば、そ

できるよう農業委員会には期待したいと思い

の内容は、農地の賃借権の合意解約について

ますが、そう考えてよろしいのか、伺いま

の報告の件、議案として農用地利用集積計画

す。

の策定について、農地利用配分計画の策定に

以上、農業委員会に関して私の意見を述べ

ついて、農地法３条、４条、５条の規定によ

ましたが、改めて農業委員会の現状と今後の

る許可申請について、現況証明書の発給願に

あり方について答弁を求めます。

ついてとされています。これは農業者にとっ

一つ、農業委員会の役割とは。

て理解できる内容ではあると思いますが、一

二つ、今回の法改正で何が変わるのか。

般の町民にとっては何のことか、理解できな

三、新農業委員会制度のもとで、浦河町の

いはずです。私も恥ずかしながらよく理解で

農業は好転していくと考えられるのか。

きませんでしたので、農地法を少し調べてみ

以上、よろしくお願いいたします。
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○議長（佐々木孝雄君）
○企画課長（柳谷健一君）

柳谷課長。

域と行政のパイプ役として、平成１０年度か

おはようござい

ら実施しております。

ます。

職員体制につきましては、主幹以上の職員

議員のご質問の１件目の、自治会の再編を

３～４人が一組としまして、一組当たり３～

進めたらどうかという問題につきまして、私

４自治会を担当しているものであります。情

のほうからご答弁させていただきたいと思い

報交換等につきましては、自治会長会議の案

ます。

内や資料を直接地域別担当者が自治会長さん

まず、１点目の、人口減少に伴い世帯数も

へ届け、その際に情報交換を行い、町道沿い

減少し、自治会活動に支障を来すところがあ

の木の伐採の依頼だとか、タイヤの不法投棄

ると聞くが、現状をどのように把握している

などの情報をいただいているところでござい

のかというご質問でございますが、町といた

ます。

しましては、まず、毎月発行しています広報

また、地域別担当者と懇談を行いたいとの

うらかわ、これを各戸へ配布するために、自

申し出があった自治会がありまして、マイナ

治会にお願いしているところでありまして、

ンバー制度の学習会を兼ねた情報交換を行っ

その関係から、各自治会の配布戸数を把握し

ているところでございます。

ております。

このほかにも、自治会の総会や地域のイベ

また、変更等につきましては、毎月、広報

ントに地域別担当者を呼んでいただき、その

を入れる封筒に、広報の部数、また、配布を

際に情報交換をしたり、親睦を深めていると

担当されている方などの変更がありました

ころでございます。

ら、企画課のほうに連絡くださいというふう

３点目の、防災上の共助を担う役割や、町

に印刷しておりまして、各自治会からの連絡

の施策に協力してもらう自治会活動の停滞

をいただいて行っているものでございます。

は、町民生活にも影響が出る。再編も視野に

自治会の現状につきましては、年１回開催

検討してはどうかというご質問でございます

しております自治会長会議、自治会の要望に

けども、まず、当町の自治会の歴史を振り返

より開催しております町長との懇談会、それ

りますと、昭和３２年８月２８日から、町内

から、年１回ではありますけども、自治会か

４カ所で各連絡員会議を開催し、自治組織の

らの要望事項を聴取し、また、議員もおっ

趣旨を説明し、自発的結成を促したものであ

しゃっていました地域別担当制による自治会

ります。その結果、昭和３３年２月現在で九

長との情報交換により把握しているところで

つの自治会が発足されております。各自治会

ございます。また、私を含めまして役場職員

は、地域内の自治と会員間の親睦を図ること

が自治会の役員をしている方もおりまして、

を目的とし、地域住民の自主的な自治活動へ

自治会の現状を肌で感じているところでござ

と変わっていったとあります。

います。議員ご指摘のとおり、世帯数の減少

このような歴史からも、町といたしまして

や役員の高齢化が進行としていると認識して

は、自治会の自主的な活動を大切にしたいと

いるところでございます。

考えておりますから、町が主体となって再編

２点目の、管理職等の職員による自治会担

を検討することは難しいものと考えておりま

当制をとっているが、情報交換等はなされて

す。ただ、自治会から相談があり、何か町と

いるのかというご質問でございますけども、

してもお手伝いができることがあれば、惜し

地域別担当制につきましては、地域の実情を

みなく協力していきたいと考えておりますの

把握すること。地域からの行政に対する要望

で、ご理解をお願いいたします。

の取りまとめ、行政から地域へ広報、連絡、

○議長（佐々木孝雄君）

地域活動への支援を目的に、総合的窓口、地

○農林課長（熊倉
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熊倉課長。

整君）

私のほうから

は、２点目の農業委員会の現状と今後のあり

して残すべき農地についてしっかりと守って

方について、３点のご質問にご答弁申し上げ

いくことが行政委員会としての使命であり、

ます。

このことが将来の農業振興につながるものと

まず、１番目の農業委員会の役割でありま

考えておりますので、ご理解のほどよろしく

す。農業委員会は、農地法に基づく売買、賃

お願いいたします。

貸借の許可、農地転用案件の意見具申など、

○議長（佐々木孝雄君）

権限に属する事項を執行する行政委員会とし

○２番（木下浩一君）

て役割を担っております。また、担い手への

ていただきます。

農地集積・集約化、遊休農地の発生防止と解
消などの業務についても行っております。

木下議員。
では、再質問をさせ

１点目の、自治会の再編を進めてはどうか
という点でございますが、確かに、自治会と

次、２点目の今回の法改正で何が変わるの

いうのは自主的な組織であります。そのでき

か。一つ目は、農業委員の選出方法の変更で

た経緯等も今、説明でよくわかりましたが、

あります。これまでの公選制から、議会の合

例えば、うちの自治会が３０軒しかない。隣

意を要件とする町長の任命制に変更されてお

が３０軒しかない。そうしたら、なかなかお

ります。また、選出に当たっては、一つ目

互い単独で、例えば行事をするにしても何を

に、認定農業者が過半を占めること。二つ目

するにしてもできないと。一緒にやろうかと

に、農業者以外の者で利害関係を有しない者

いう話にやっぱりなってくるのだと思います

を１名以上選出すること。そして、努力目標

けれども、それはやはり、地元同士でやれと

でありますが、女性及び青年の積極的な登用

いうことにはなかなか結びつかない部分も

を図ることとされております。

あって、やはり、その辺は行政としても深く

二つ目は、これまで担い手への農地の集

かかわらないまでも、ある程度のかかわりを

積・集約化、耕作放棄地の発生防止と解消な

持っている担当制も置いているわけですか

どの業務は任意業務でありましたが、今後は

ら、この辺で何かアプローチできるようなこ

必須業務に位置づけられ、遊休農地率や担い

とが私はあるような気がするのですけども、

手への集積率が一定の基準を満たしていない

その辺はどのように考えておられますか。

市町村には、農地利用最適化推進委員の設置

○議長（佐々木孝雄君）

が義務づけられております。その一定の基準

○企画課長（柳谷健一君）

とは、遊休農地率が１％以下で、かつ担い手

したいと思います。

柳谷課長。
再質問にご答弁

への集積率が７０％以上であります。ちなみ

確かに、議員おっしゃるとおり、戸数が少

に、全国及び当町の状況は、遊休農地率は全

なくなって活動がままならないというのは感

国平均で約３％、当町では０.５％、担い手

じております。また、子供会等を含めて、隣

の集積率は、全国平均で約５０％、当町では

の自治会と一緒にやったりというふうには考

６８.１％であります。

えております。ただ、それについても、やは

３番目の、新農業委員会制度のもとで浦河

り自治会の主体性を大事にしたいなというふ

町の農業は好転していくと考えられるのか。

うに思っております。だから、町としてどう

今回の改正は、担い手への農地の集積・集約

するというのではなく、自治会のほうからこ

化や、耕作放棄地の発生防止と解消に向けて

ういうのはどうだろうかというご相談があれ

農業委員会が積極的に取り組むことが改正の

ば、協力できるところは協力していきたいな

趣旨であります。当委員会としては、担い手

というふうに思っております。

への集積率７０％以上を当面の目標として取
り組んでまいりたいと考えております。

以上です。
○議長（佐々木孝雄君）

最後に、農業委員会とは、今後とも農地と

○２番（木下浩一君）
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木下議員。
それはそうなので

しょうけれども、今、地域によっては連合自

す。

治会をつくっているところもありますね。幌

木下議員の再質問、まず、１点目なのです

別地区、それから東町地区、堺町地区、荻伏

けれども、それぞれの自治会から、例えば、

地区。町場は全く連合自治会がない。資料を

統合あるいは合併したいのだけどもどうした

いただいて、今の自治会の、先ほど、１３自

らいいだろうか、そういったような助言とか

治会、鵜苫沢だと。恐らく隣は東幌別になる

を求めるような相談があった場合は、これは

かと思うのですが、そこも実は１８軒、１８

積極的にアドバイスをしていきたいなという

世帯しかない。

ふうに思います。

例えば、この二つの地域が一緒になりたい

例えば、井寒台はかつて連合自治会があっ

というふうになった場合に、やっぱり町の協

て、四つの自治会があったのですけれども、

力がなければできない部分もやっぱりあろう

今は自主的に一つの自治会になりました。こ

かと思うのですね。例えば、町場、あと、例

れは、役場は全くタッチしてございません。

えば、旭町とか常盤町とか、そういうところ

ですから、例えば、質問の中にありましたけ

を、やっぱり急激な減少をして分かれたとこ

れども、１３軒の自治会と１７軒の自治会、

ろもありますけれども、それはそれとして

だけども、たとえ２軒でもスムーズに行って

も、例えば、そこに連合自治会をつくりませ

いれば、スムーズに行くわけです。３００軒

んかとか、そういうふうな形で地域のつなが

あっても、分けるかといっても、なかなかそ

りをつくっていく。そういうようなことは、

ういったような住民の自発的な部分というの

やはり町が主体的にならないと、なかなか

は、やはり尊重していかなければならないな

落っこちていかない流れではないかなと。

というふうに思っています。もちろん、相談

待っている自治会も多いと思うのですね。

があったときには、繰り返しになりますけど

やっぱり会計的にも、自治会費だけで経営が

も、積極的にご相談に乗らせていただきたい

苦しい、経営というか、自治会運営が苦しく

と。

なっているという声も聞きます。ですから、

それから、町長懇談会の関係であります。

何らかの形で、やはりそういうことも含めて

ご質問の中にはございませんでしたけれど

考えていただきたいと。そのためにも、今、

も、お尋ねですのでお答えをさせてもらいま

自治会の要望によって町長との懇談会をされ

す。かつて町がやっていて、三、四年前から

ていると。前はたしか、こちらから役場のほ

今の方式に改めたのですけれども、非常に苦

うから、いついつやりたいですがいかがで

情が多かった。要は、勝手に一方的に決め

しょうかというような形で、例えば、連合自

て、何だと。そういったようなお𠮟りをた

治会ごとだとか、地域ごとにやっていたと思

くさんいただいたものですから、そうである

うのですけど、今は要望があれば行きますと

ならば、自治会のほうでこの日が都合がい

いうような流れ、これはどういうふうにして

い、そういうときにお伺いしようかという方

変わってしまったのか。そういう要望があれ

式に改めましたことをご理解いただきたいと

ば行く、要望がないから行かないということ

思います。今の方式に改めて不便になったと

でなくて、やはり、年に１回はある程度地域

いう自治会のほうからの苦情等はございませ

の要望を聞くためにも、そういうような懇談

んので、その点もあわせてお答えをさせてい

会をぜひやっぱり開いていただきたいなとい

ただきます。

うふうに思いますが、その辺はいかがでしょ

○議長（佐々木孝雄君）

うか。

○２番（木下浩一君）

○議長（佐々木孝雄君）
○町長（池田

拓君）

池田町長。

木下議員。
町長が今お答えいた

だいた内容で、実際に今、そういうような、

おはようございま

例えば統合とか再編をしたいというような自
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治会は、ここ数年、例えば二、三年でも、そ

ひとっていただきたいのですが、そこについ

ういうような自治会は１件もないですか。

てはいかがですか。

○議長（佐々木孝雄君）

○議長（佐々木孝雄君）

山根副町長。

○副町長（山根博範君）

まず、私どものほ

柳谷課長。

○企画課長（柳谷健一君）

再質問にお答え

したいと思います。

うでいろんな自治会長会議、これは何年も開

今、町のほうに相談とか、そういう意見は
１件も来ておりません。

治会は役場の下請団体ではないということを

以上です。
○議長（佐々木孝雄君）
○２番（木下浩一君）

いているわけですけども、言われるのは、自
はっきり言われるわけですね。それはそのと

木下議員。

おりなのですね。

表面的には１件も来

そこで、私たちがいろんなことをこれから

ていないのでしょうね、多分。でもやっぱ

頼んで、いろんな事業を行っているのです

り、声なき声というのはやはりあると思うの

ね。自治会によっては、それさえもある意味

ですよね。自治会で、例えば総会等に行っ

は不快に思っている自治会もあるのですね。

て、総会の資料を恐らく見ることもあるで

だから、一律的どうなのですかというのが、

しょうから、そういうときに、恐らく大部分

なかなか私どものほうは言いづらいという部

と言っていいと思いますけども、自治会は財

分というのが正直あるのですね。ただ、自治

政的にはかつかつの状態で事業を展開してい

会担当制を敷いていますから、そういう部分

るというところも多々あると思います。私

では、いろんな相談というのはこれからも

は、東町第５自治会で２００軒以上の世帯が

もっと親身にやっぱり聞いていかなければな

あるのですが、その自治会でさえ、特別会計

らないだろうというふうに思っております。

から繰り戻しをしなければ今までのような活

そういった中で、いろんな相談があれば、

動ができないような状況になっていると。例

例えば、こういった部分で隣の自治会はどう

えば、今回、ＬＥＤによって、今まで自治会

考えているのだろうかという声があれば、も

が担当していた、負担していた電気料が何割

ちろん私どもは、担当制を敷いていますか

かは安くなると。少しよくなるかなというよ

ら、隣の自治会の担当者と一緒に行って、こ

うな声も聞くのですが、根本はそういうこと

ういう話があるのだということはもちろんお

ではなくて、やはり、ある程度の人数、ある

聞きをして、その自治会のほうに伝えていく

程度の活動するためには、やはりこういうよ

ということは今後あり得るだろうというふう

うな、一つではなくて二つ、三つとなって一

に思っていますから、そういった部分という

緒にやっていこうというような機運が高まら

のは、やっぱり、声なき声と言われても難し

なければならないと思うのですね。やはり、

さがありますから、一人でも二人でもそうい

そういう意味でも、これは自主的な活動で、

う声があるのであれば、そういう声に耳を傾

表面的には出ていないかもしれませんけれど

けて、そして、それに対して親身に対処をし

も、もう少しその辺を注意深くというか、声

ていくと、そういう姿勢は失ってはいけない

なき声にも耳を傾けて、各自治会がどういう

というふうに思いますので、その辺をご理解

ような今、活動をやっているのか、どういう

いただきたいというふうに思っております。

ような状況なのか、それをやっぱり、担当制

○議長（佐々木孝雄君）

を敷いているということですから、その辺を

○２番（木下浩一君）

もう少し、年１回や２回ではなくて、ちょっ

ように、何か役場のほうから言われて自治会

と時間をとっていただいて、各担当者が各自

がやるというような、何かそういうような構

治会の様子をくまなく聞き、それを例えば町

図になっているように見えるのですね。だか

全体で受けとめていくというような方法をぜ

ら、そうでなくて、巻き込んで、これをやっ
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木下議員。
今、副町長から出た

てください、あれをやってくださいではなく

貸料については一度もう少し考えていただけ

て、こういうことをやりたいのですけど一緒

ないでしょうかと、そういった部分について

にやりませんかと、そういうような形で持っ

はございますけども、提案というか、私ども

ていかないと、一方的にお上から言われてや

が提案した案件については全て承認されてい

るというような、どうもそういう意識が根づ

るということでございます。

いているのでしょうかね。やはり、こういう

○議長（佐々木孝雄君）

ことをやりたいのでぜひ協力してください、

○２番（木下浩一君）

一緒にやりませんかと、そういうような地域

ら、取り下げの部分もあるし、例えば、賃借

を巻き込む、そういうやっぱり状況というか

料だとか売買金額について、もうちょっと検

状態をつくっていかなければ、こちらからお

討してほしいというふうなことで、議題にの

願いするばかりでなくて、自治会とやはりそ

らなかった件数もあるようですけれども、い

ういうパイプを結んで、しっかりと町行政の

ただいた資料で、農地の評価額というのを実

執行に生かしていくというような形で進めて

はいただきました。田んぼと畑、これは、基

いかなければ、やっぱり活力というのは生ま

準となる土地についての１,０００平方メー

れてこないと思うのですね。やっぱり、その

トルあたりの評価、一反ですかね、単位は。

辺はもうちょっと何というのですか、あれを

それによると、結構な、結構というか、これ

やってください、これをやってくださいとい

は安いか高いかは私もちょっと理解できない

うことを一方的にお願いする部分だけではな

ですけれども、このいただいた資料というの

くて、その辺をちょっとぜひ進めていただき

はどういう形での評価なのか。例えば、課税

たいというふうに思いますので、自主的活動

標準なのか、固定資産税の評価なのか、この

をぜひどんどん応援していただいて、そうい

辺をちょっと教えていただけますか。

うような相談があったときにはぜひお答えを

○議長（佐々木孝雄君）

していただきたいというふうに思いますの

○農林課長（熊倉

で、よろしくお願いいたします。

請求の部分でいきますと、それは固定資産評

続いて、二つ目の農業委員会の現状と今後

木下議員。
今、課長のほうか

熊倉課長。

整君）

木下議員の資料

価額ということでございます。

のあり方について、質問させていただきま

○議長（佐々木孝雄君）

す。

○２番（木下浩一君）

木下議員。
それですと、これを

農地法に基づいた行政機関ということで農

もとに、例えば賃借料なり売買金額等を算出

業委員会の役割を果たしてきています。これ

しているというふうに思うのですが、例え

は私も詳しく調べたわけではありませんけれ

ば、新しく町内で地元の方が農業をやりたい

ども、結構毎年というか、毎回何件か所有の

というときに、いきなり、例えば評価に基づ

移転、賃貸借契約等の審議はされているよう

いた賃借料なり売買金額が出せないとか、そ

ですけれども、これは、議題というか、議案

ういうときには、やはり最初の５年間はこの

になったものは全て許可されているというこ

ぐらいでやって、その後うまくいったらこう

とで解釈してよろしいですか。

いうふうにやりますみたいな形というのを、

○議長（佐々木孝雄君）

私はできると思うのですね。それが、例えば

○農林課長（熊倉

整君）

熊倉課長。
全てと言われれ

この金額でなければだめだというような形で

ば全てではないです。例えば、町外から浦河

進めていくのであれば、やはり、新規就農を

町の農地を借りたいという部分については、

考えている方にとっては、農業委員会が通ら

許可でないですけども取り下げた部分もござ

なければ農業はできないという形になってお

いますし、最終的には町内の分について全て

りますので、その辺でちょっと意見が合わな

許可はしています。ただ、売買の価格とか賃

いというか、そういう部分も発生しているよ
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うに感じるのですけど、その辺はどうなので

今、２軒、浦河町内で試験、まだ本格的には

しょうか。

つくっておりませんが、レタスの栽培も始

○議長（佐々木孝雄君）
○農林課長（熊倉

熊倉課長。

整君）

まっている。

まず、固定資産

これは、もっとやはりどんどんそういうの

評価額については、農地については、かなり

が出てくると、新しくやりたい、例えば転作

安い評価であるというふうに考えておりま

したい、そういうような者も出てくるという

す。土地、農地においては、浦河町農業委員

ふうに思うのですね。だから、そういう方々

会においても賃貸料等については公表してお

を積極的に応援していただきたいなというよ

ります。東部、中部、西部地区と平均、最

うな思いで今回質問させていただいているの

低、最高の部分についても公表しておりま

ですが。やはり、今回の法改正で、資料によ

す。売買については、うちの事務局のほうで

ると、１２名の農業委員と１名の推進委員を

売買事例等がございますので、もしそういっ

選任する予定になっております。他町で申し

た相談があればご相談に乗るという形でござ

わけないですが、様似町では農業委員が６

います。

名、適正化推進委員が５名、この前報道が出

木下議員のご質問の部分で、結局、５年間

ていましたけれども、農業委員は定員オー

安くするとかというお話でございましたけど

バーの募集がある。推進委員についてはゼロ

も、まず、その土地の部分、通常であれば、

だったということでした。まず、農業委員を

例えば１万円だったとした場合に、それから

１２名、町内ですね、浦河町の場合は。推進

安くなる理由としては、例えば水はけが悪い

委員が１名と。こういうふうにした根拠とい

とか傾斜があるとか、そういった部分で土地

うのは何ですか。

の賃貸料なり、例えば売買価格が下がってい

○議長（佐々木孝雄君）

くかですよね。５年とかという話で、私ども

○農林課長（熊倉

は、そういった苦情といいますか、そういっ

は、農業委員会において専門部会を開いて、

た要望というのは、ちょっと私は伺ったこと

農業委員の定数について議論いたしました。

がないのですね。新規就農者においても、こ

その中で、農業委員については１１名でいい

のぐらいの値段でどうですかという部分で、

のではないかと。利害関係を有しない者は１

当然その合意の中でやってきていますので、

名と。推進委員については、先ほども申し上

私ども事務局としては、木下議員おっしゃる

げましたが、遊休農地率についてはクリアを

ようなことについては承知していないという

しています。集積率については７０％以上で

ことでございます。

はありません。６８.１％と少し足りない分

○議長（佐々木孝雄君）
○２番（木下浩一君）

木下議員。

熊倉課長。

整君）

根拠というの

があると思います。そういう部分からいく

私は、具体的にそう

と、原則１名以上置かなくてはならないとい

いう話を聞いたとか聞かないとかということ

うことでございます。今の農業委員会の委員

ではなくて、やはり、先ほどもちょっと、最

さんに確認はしております。結局、現場活動

初の質問といいますか、長くなりますけれど

を今回は重視していきましょうという部分は

も、農業を取り巻く環境はやっぱりどんどん

ございますので、それは今まで農業委員さん

変わってきていると思うのですね。もちろん

もやってきているわけですから、そういう中

町の施策もあって、今までなかったいちご栽

で、今の農業委員１１名でも十分、推進委員

培だとか、例えば、お米についても、特別栽

がいなくても現場活動もできるということで

培米をつくるようになってから、やはり返礼

１１名、そして、推進委員については最低原

品にもなるわけですから。そして、先ほど言

則の１名ということで１２、合わせて１３名

いましたけども、新聞報道でレタス栽培、

ということでさせていただいております。こ
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れは提案をさせていただいている分でござい

については、やはり営農という部分を町、あ

ますので、そういうことでお願いします。

るいは、その主体であります農業協同組合が

○議長（佐々木孝雄君）

どのように連携をして行うかというのが極め

○２番（木下浩一君）

木下議員。
まあ、そうなので

て大事だというふうに考えてございます。

しょうけれども、これで本当に浦河の農業は

そのために、例えば、今、レタスだとか、

大丈夫なのかという気がしているのですが、

モデル的にやっていますけども、そういう部

やはり、推進委員、もちろん農業委員も現場

分については、基本的にこういった作物がど

に行かれて、実情を確認するなりされている

ういう収益を上げて、そして、年間食べてい

という現状はよくわかりましたが、やはり、

ける分に達しているのかどうかを含めて、売

新規の農業者もこれから私はふえていくとい

り先も含めてやはり検討していかなければな

うふうに感じています。ぜひふえてほしい。

らない。ですから、そこの部分は、あるい

そういう思いで、私も一部流通にかかわって

は、ほかの作物を今後二つ、三つやるのかど

いる人間ですので、やはり、地元でとれたも

うかも含めて、そういう議論もやっぱり必要

のを地元のところで売りたい、買いたい、そ

になってくるわけであります。それから、売

ういう声が間違いなくあることは事実ですの

り先も、いちごでありますけども、いちごに

で、やはり、こういうふうな作物、もちろん

しても、当初、まず品種から始めました。品

軽種馬も新しくやりたいという方もどんどん

種がこの浦河に適正があるのかないのか、そ

出てきていると思いますし、出てくると思い

して、売り先がきちっと確保されているの

ますし、そういった畑作栽培、先ほどちょっ

か、そこも含めて努力をしてきたわけであり

と言いましたけども、余り町では流通してい

ますから、そういう営農という視点を持って

ませんけども、大根を一生懸命つくっている

今後も取り組んでまいりたいというふうに考

方もいらっしゃる。長芋を新しくやっていっ

えておりますので、その辺はご理解をいただ

ている方もいらっしゃる。そういうやってい

きたいと思います。

きたいという熱気といいますか、やりたいと

○議長（佐々木孝雄君）

いう気持ちをやはりどんどん大事にしていた

○２番（木下浩一君）

だきたい。そのためにも新しい農業委員会に

た。私も流通の一端を担っておりますので、

私は大いに期待をしているです。ですから、

お客さんというか、一般町民の方も、浦河で

この新しい農業委員会で、今までどおりでい

とれたものを浦河で買いたい。もし新しいそ

いとは私も思いませんし、どんどんこう新た

ういうものがあればぜひ進めてほしいという

な切り口、新たな角度で農業にぜひ推進して

ような私も思いがありますので、今回は農業

いただきたいという思いがありますので、ぜ

委員会の質問でしたけれども、営農部分も、

ひこれで大丈夫ですというような言葉をいた

先ほど副町長も言っておられましたが、そう

だきたいと思いますが、それでよろしいです

いう部分も含めて、行政で取り組めるところ

か。

は行政であり、連携ができるところはどんど

木下議員。
よく理解できまし

○議長（佐々木孝雄君）

山根副町長。

ん連携していただいて、農業のさらなる推進

○副町長（山根博範君）

ご承知だと思いま

に努めていただきたいというふうに思います

すけども、農業委員会はあくまで法律に基づ

ので、よろしくお願いいたします。

いて行われる、その許認可等を含めて権限は

以上で終わります。

極めて限定的なものであります。それに逸脱

○議長（佐々木孝雄君）

をするような議論あるいは指導というものは

問を終わります。

基本的にはできない状況にあります。ただ、
今、ご質問、ご提案や何かがありました部分
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以上で木下君の質

次に、１７番、荻野君の発言を許します。
（１７番荻野節子君

登壇）

○１７番（荻野節子君）

おはようございま

す。

６点目ですが、いろいろな国の事業を研究
し、少しでも余地があれば手を挙げていって

それでは、２点について質問したいと思い
ます。

はどうか。職員も派遣して確保することを考
えてはいかがでしょうか。基金の運用や単独

１番目は、ファミリーセンターの建替につ
いてです。

事業債などの一部負担もあるようですが、事
業を行って無駄なことはないと思います。ス

今回、ファミリースポーツセンターの劣化

ポーツ関係者からも喜ばれ、何より災害時の

調査を行うと当初予算に計上されています。

住民の安全確保にも重要な意義を持つもので

これらの調査が必要なことは当然と思いま

はないでしょうか。ファミリースポーツセン

す。

ターの建替について、どのようにお考えに

１番目に、今回の調査の結果で、次はどう
しようと考えていらっしゃいますか。

なっているか、改めてお尋ねしたいと思いま
す。

二つ目に、建てかえについては考えないの
でしょうか。

２点目ですが、ＪＲ日高線について、お尋
ねいたします。

三つ目に、改修についてはどうでしょう
か。

ＪＲ日高線については、町長の町政執行方
針の中でも、地域住民にとって重要なもの

四つ目、ここは災害時の代替庁舎として指

で、高齢者や通学生の生活の足であるととも

定していると思います。警察署も、津波のと

に、持続可能な活力あるまちづくり、観光拡

きは本部を移すと聞いていますが、現状のま

大など、あらゆる面から必要不可欠なものと

まで代替庁舎とするのは大変ではないでしょ

して、早期復旧を目指すと書かれています。

うか。いつまでどうするか、早く明確にして

これまでの町長の発言、考えに変わりはあり

取り組む必要があるのではないでしょうか。

ませんか。

５点目ですが、災害時に行政の中枢拠点と

二つ目として、７町の町長の協議会の考え

して有効に機能することが求められていると

方は、本当のところ、どうなのでしょうか。

思います。庁舎の耐震化、建てかえを緊急に

３番目として、各町の町長の新聞で見る発

実施する必要があるのではないでしょうか。

言はそれぞれに違いが読み取れると思います

今回、国では市町村役場機能緊急保全事業

が、どうなのでしょうか。

を創設したようです。この事業は、熊本地震

４点目ですが、今後の７町の協議会はどう

を教訓に、役場の業務の継続が確実に行われ

進められるのか。復旧を諦め、次の対策へ踏

るためには、業務を行う場である庁舎、中枢

み込むのでしょうか。

機構が災害発生時においても有効に機能しな

５点目ですが、私は、新日高支庁が振興局

ければならないことが再認識されたことで、

になる、そういうことなどの運動に取り組ん

耐震化されていない市町村において庁舎の建

だように、全町民大会など住民の意見を聞く

てかえなどを緊急に実施するため、国が創設

場をつくり、公共交通機関の役割などを改め

したものです。

て明確にすべきではないかと思います。その

浦河町は、本庁舎は耐震化されています

上に立って現状の打開の方向を明確にすべ

が、代替庁舎は耐震化もされていなく、傷み

き、その手順が必要と考えていますが、どう

も進んでいます。私は、これら国の制度も活

でしょうか。

用して建てかえを考えてはどうかと思います

６点目ですが、私は、まず、日高線の復旧

が、いかがでしょうか。この事業に浦河町も

工事を直ちに始めることだと思います。その

手を挙げ、そのための準備をしてはどうで

間は、利用しやすい代行バスでつないでいく

しょうか。

べき、それを求めていくべきだと思います。

― 12 ―

災害復旧は国の責任です。手もつけず廃線は

も考えておりますので、その判断について

許されないと思います。

は、皆さんと議論しながら、いずれにしても

７点目ですが、私たち日本共産党は、ＪＲ
北海道問題解決のための五つの提案を行いま

一定の方向性を持ちたいなというふうに考え
てございます。

した。五つの提案とは、第１に、日高線の復

ご質問の中にもございましたけれども、大

旧工事を直ちに始めること。二つ目、ＪＲの

災害発生時にファミリースポーツセンターを

鉄道事業を抜本的に見直す方針を撤回するこ

警察、あるいは役場を含めて、そういったよ

と。三つ目は、新幹線の札幌延伸の再検討。

うな緊急時の代替の庁舎にすると。では、そ

四つ目は、国と地方公共団体が地域公共交通

こが、耐震改修も終わっていなくていいのか

の衰退をとめ、維持と改善に責任を果たす。

というのは、まさしくご質問のとおりだとい

五つ目は、国が北海道の鉄道路線を守る責任

うふうに思います。

を果たす。この五つの提案を行っています。

その一方で、ご案内のとおり、浦河町は消

道議会、国会でそれぞれの責任を果たすよう

防庁舎、今度、保安署は上のほうに移転しま

論戦も行っています。国民、住民の足を守

すけれども、消防庁舎、役場、警察というふ

り、地域の発展に力を尽くす、それぞれが責

うに災害発生時の中枢を担うところが、道の

任を果たすべきと思いますが、今後の方向を

発表した大津波には対応し切れない、そう

どうお考えになっているのか、改めて町長に

いったような現状もありますので、そこのと

お尋ねしたいと思います。

ころは非常に重たく考えてございます。でき

以上です。

得るのであれば、消防、役場、ファミリー含

○議長（佐々木孝雄君）

１０時１０分まで

休憩いたします。

めて来年にでも全部新築しますと言いたいで
すけれども、なかなかそういったわけにもい

休憩

午前

９時５８分

きませんので、そこのところは一つ一つ課題

再開

午前１０時１０分

を解決してまいりたいなというふうに思って

○議長（佐々木孝雄君）

会議を再開いたし

います。

ます。

特に、当町のインフラ、たびたび議会の答

池田町長。
○町長（池田

弁の中でお話をさせてもらっておりますけれ
拓君）

荻野議員のファミ

ども、クリーンプラザ、衛生センター、それ

リースポーツセンターの建替について、お答

から下水処理場、あるいは道路、橋梁を含め

えをさせていただきます。

て、一斉にがたが来ているというか、もう耐

まず、建てかえをするか、改修をするかを

用年数を過ぎている。公営住宅はもちろんそ

含めて、その議論のたたき台となるために

うです。そういった中で、どこに重きを置い

は、構造上の根拠、そういったようなものが

て手をかけていくかというのは非常に悩まし

必要だと思いますので、今回の調査でもっ

い、そういう状況にありますけれども、議会

て、その議論のたたき台となる根拠を得たい

ともよく相談しながら、そこのところはしっ

なというふうに考えてございます。

かりと取り組んでまいりたいなというふうに

建てかえがいいのか、あるいは改修がいい

考えてございます。

のか。私自身としては、日高管内で一番大き

でも、この前のご質問の中にあった市町村

なアリーナ面積を持っているファミリース

役場機能緊急保全事業等についても、九州で

ポーツセンターは非常に貴重な財産だという

もって市庁舎が壊れたとか、そういったよう

ふうに思っておりますので、新たに新築する

なことからできたというふうに思っておりま

となると、それだけのアリーナ面積はなかな

すけれども、いずれにしても、建てるとなれ

か確保が難しいのでないのかなというふうに

ば、そういったようなこと、あるいは、環境
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に配慮したという環境省とか総務省のほうの

たいなというふうに思っています。

別な補助の組み合わせが可能かどうかも含め

きのう、テレビでやっていました。ＪＲ西

て、検討を深めてまいりたいというふうに考

日本だと思いますけれども、わずか１.８キ

えてございます。

ロでありますけれども、十数年前に廃線に

それから次に、ＪＲの関係でございます。

なったところが復活した、そういう話が出て

質問の中で、７人の町長が原則全線復旧とい

おりました。そこのところはいろいろ特殊な

うのは、今もそのとおりであります。そこの

事情もあるようでございますけれども、そう

ところは何ら揺らいでございません。ですけ

いったようなこともしっかりと考えてまいり

れども、ごらんのとおり、即時、私どもとし

たいなと思います。

ては、災害復旧と日高線がどうあるべきか、

先般、新ひだか町の酒井町長の呼びかけ

ここの議論は別だよと。災害復旧はしてくれ

で、新ひだかでもって小ぢんまりとした会議

と。その次に、そういう議論があったら、そ

を持ったのですけれども、その中で、もう来

こは協議させてもらいましょうということは

てくれた方が、例えば、今の北海道新幹線、

ずっとこの間言ってきたのですけれども、

函館からの乗車率が二十数％、三十数％、非

言ってみれば、言葉は適切でないかもしれま

常に低いというお話をされていました。それ

せんけれども、人質にとられたような状況、

はメディアの間違いだと。なぜ低いか。それ

災害復旧ですね。そういって放ったらかしに

は、函館から東京まで１００人が仮に、１０

しておくものですから、三十数億円で直るよ

０人ということはないですけども、乗れると

と言ったのが、いつの間にか八十何億円。そ

すれば、途中、仙台から乗る人、青森から乗

れについても、その設計内訳と明細とか、私

る人、盛岡から乗る人の切符を売っているか

どもに情報提供をいただいているわけでない

ら、函館から需要があっても、その切符が手

ので、向こうのほうの言いっ放しでありま

に入らない。ですから、函館から青森まで行

す。それが活字になって流れている。果たし

く間が三十数％、二十数％。それは、乗らな

てそれだけの金がかかるかどうかもわからな

いのではなくて乗れないのだといったような

い。こちらは確認するすべもない。そういっ

ことも学んでまいりました。将来的にこの十

たような状況であります。

数年後、新幹線が札幌延線になれば、その方

ですから、今、ＤＭＶとか、さまざまなあ

のお話では、今の４００億円を超える赤字

の手この手で鉄路を残すということでもって

が、恐らく８０億円か９０億円まで圧縮され

これからも取り組みを進めておりますけれど

るのではないかという見通しの話も聞いてま

も、いずれにしても、ここだけは議会の皆様

いりました。

には私と思いを共有してほしいのですけれど

ですから、今、ＪＲの経営にとってはそこ

も、鉄道というのは非常に大切なインフラな

が正念場でありますし、そういったようなこ

のです。社会基盤なのです。社会基盤を利用

とも含めて、今ようやく道のほうも、まだ本

している我々の側が、その基盤は要りません

腰は入っていないようにも感じますけれど

よという議論はなかなか成り立たないと思い

も、動き始めたようなので、そこのところは

ます。俺は利用していないから要らないとい

しっかりと取り組んでまいりたいなというふ

う方が現実にいらっしゃいます。それはわか

うに思います。

りますけれども、余りにも交通弱者に対する

これもまた別のテレビ番組でありましたけ

思いが足りないのではないか。そしてまた、

れども、ヨーロッパのほうでは、スイスとか

今度日高線が復旧したら、町民の皆さんとと

では、鉄道の下の部分は国が持っていると。

もに大いに利用して日高線を盛り上げるよう

上の部分だけ鉄道会社が運営している。それ

な、そういったような取り組みをしてまいり

も何かというと、やはりインフラだと、そう
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いう共通認識がある。日本の場合はともすれ

と。無理に読み取れば違いが読み取れるので

ば、私はいつもお話をさせてもらいますけれ

しょうけども、無理に読み取り過ぎているか

ども、赤字、黒字のところに論議の中心が行

ら違うというふうに思っているのだろうとい

き過ぎているのではないかと。やっぱり国土

うふうに思います。

あまねく人の移動の自由を保障するという意

山を登るとき、尾根伝いに頂上を目指す

味でも、交通基盤、道路、鉄道、空路、ある

か、沢伝いに行くか、あるいは、交互に景色

いは海路を含めて担保していくのが政治だと

を楽しみながら行くか、いろんな登り方があ

いうふうに考えておりますので、そこのとこ

ると思います。そこのところは、考え方がい

ろはこれからも粘り強く国のほうに働きかけ

ろんな考え方があって当たり前だというふう

てまいりたいというふうに思います。

に考えています。ですけれども、日高線を、

よく、バス転換をすればいいのではないか

何としてもこの日高のインフラを守るのだと

と簡単に言います。バス転換は、極端なこと

いう７人の首長の思いというのは、そこのと

を言えば、あしたからでもできるのです。で

ころでは一致しておりますので、ご安心をい

も、バス転換をしないで、この日高の交通網

ただきたいというふうに思います。

をどうやって担保していくか。今、インバウ

○議長（佐々木孝雄君）

ンドとかと日高も観光客を呼ぼうということ

○企画課長（柳谷健一君）

で、浦河ももちろんですけれども、各町、力

スポーツセンターについては町長の答弁のと

が入っています。ほとんどが、公共交通で移

おりでございますけども、２件目のＪＲ日高

動する人は鉄道で移動しています。鉄道のフ

線について、５点目になります、全町民大会

リーパスとか、そういうものを使って外国人

など住民の意見を聞く場をつくり、「公共交

の方は移動しています。バスの方がないとは

通機関の役割」など改めて明確にすべきでは

言いませんけれども、団体客を除くと非常に

ないか。その上に立って現状の打開の方向を

少ない。そのインバウンドの外国人の皆さん

明確にすべき。その手順が必要と思うがどう

も、最近では観光バスの移動からレンタカー

かということですけども、これも、議員ご提

とかに変わりつつある。そういった状況です

案のとおり、やはり、利用者である住民の皆

ので、やはり、この日高線の復旧について

さんの意見を聞くことは大切なことと思って

は、日高の管内だけでなく、今は苫小牧の１

おります。ただ、ＪＲ日高線については浦河

市３町、胆振東部のほうも連携して新たな組

町１町だけということにはならないと思いま

織を立ち上げていきたいなということの話を

す。やはり、沿線自治体が一緒にやっていか

進めておりますので、そういったようなとこ

なければならないというふうに思っておりま

ろとも連携しながら鉄路を守るということ

すので、今後できる新たな組織に、この辺も

を、これからも力を注いでまいりたいという

提案してまいりたいなというふうに思います

ふうに考えてございます。

ので、ご理解をお願いいたします。

柳谷課長。
今のファミリー

参考でもって、五つの提案ということで

○議長（佐々木孝雄君）

荻野議員。

もっていただきましたけれども、１、あるい

○１７番（荻野節子君）

それでは、ファミ

は、２、それから、４、５。３を除くと、ほ

リーのところですが、今回の調査で建てかえ

とんど私の考えていること、あるいは、日高

が必要なのか、改修なのか、議論をして方向

の町村会が考えていることと全く同じであり

性を持っていきたいと、こういうことです

ますので、そこのところはご理解をいただき

が、調査結果に基づいて議論をしてというこ

たいなというふうに思います。

とですが、その調査結果がわかった段階では

質問の２番目にありました、７町の町長の
考え方が、２、３ですか、違いが読み取れる

議会と話し合うということなのか、そこのと
ころはどうですか。
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○議長（佐々木孝雄君）

山根副町長。

減災事業、これも３２年度なのですよね、事

○副町長（山根博範君）

まず、構造上の劣

業年度が。これは、災害に強いまちづくりの

化調査ということで実施をしてまいります。

ための事業、災害に迅速に対応するための情

そこには当然、実際、耐震が耐え得るのかど

報網の提案、ここのところを使って、この間

うかを含めて調査をしてまいります。その結

は学校のＬＡＮを、Ｗｉ－Ｆｉでしたか、そ

果については、当然所管委員会のほうに報告

ういうものに使ったのではないかと私は見て

をさせていただきます。

いるのだけど、地域の防災力を強化する、そ

次のステップとして、では、それをもとに

ういう事業に使えるのだけれど、財政措置は

実際に総枠として建てかえるのか。あるい

地方債の充当率１００％で、補助金ではない

は、改修でいくのかという議論になってこよ

ですからなかなか大変かなと思うけど、国の

うかと思います。その際には、当然、一般財

事業年度は３２年ですね。私が先ほど提案し

源としてどのぐらいやっぱり私どもが負担を

た市町村役場機能緊急保全事業、これも３２

しなければならないかという部分を、詳細に

年度までなので、これらを、今ある国の防災

いろんなさまざまなシミュレーションをして

事業を使うとすれば、やっぱり、３２年度ま

いかなければならないと思います。これには

でには方向性を出してこれを使えるかどうか

結構時間がかかるというふうに思っておりま

の検討もありますけれども、今の副町長のお

す。

話だと、結構一、二年はかかりそうな答弁か

もちろん、建てかえというふうになれば、

なと思ったのだけど、１年くらいでまとめ、

その場所で建てかえるのか、あるいは、ほか

この２９年度でまとめ、３０年ぐらいから要

の場所で建てかえるのか、新築をするのかと

望していく。今、日本はあちこち災害が、考

いう議論になってこようかと思います。その

えられない災害が起きているので、その点で

場所でまた建てかえるとなっても、ファミ

は、こういう事業を使うとすればどのくらい

リーの機能を、では何年か休むということに

の速度ということになりますか。

なるのか。あるいは、休まないで順次建てか

○議長（佐々木孝雄君）

山根副町長。

えと申しますか、そうしていくのかというこ

○副町長（山根博範君）

まず、起債の過疎

とも必要になってございます。そのために

債にしても緊急防災にしても、また、今回の

は、土地もありませんから、一部ある山等々

役場の機能緊急保全事業の起債にしても、大

を崩していくのかという議論にもなってくる

体５年をまずスパンとして制度設計をしてい

と。そこには、いろんな観点から検討してい

るのですね、国のほうで。ただ、ご承知のよ

かなければなりませんので、まず、結果につ

うに、その５年がその場で終わるというのは

いては報告をさせていただいて、そして、そ

なかなかないというふうに考えてございま

の上で少しお時間をいただいて、その方向性

す。過疎債にしても、当然また延長、延長の

について、また町のほうで検討をし、さまざ

繰り返し。ですから、緊急防災にしてもそう

まな部分の選択肢をもって、また議会のほう

いう状況なのですね。ですから、そういう状

に相談をしていく、こういう順序になろうか

況を見ながら私どもは考えていかなければな

というふうに思いますので、ご理解をいただ

らないのかなというふうに考えています。

きたいと思います。

いずれにしても、その方向を出すだけでか

○議長（佐々木孝雄君）

荻野議員。

なりの議論が要るというふうに思っていま

○１７番（荻野節子君）

今度の劣化調査を

す。役場、議会だけでなくて、利用者の皆さ

するということは、どうするかということへ

んとの議論も必要になってまいりますから、

向かっての第一歩と考えていいと思います

そうなると、２９年度でできるのかといえ

が、その点で、今、国でやっている緊急防災

ば、甚だ自信はないわけであります。最低で
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もやっぱり２年ぐらいは議論としては必要な

いうところで安心しているところですが、そ

のかなというふうに考えています。

このところでぜひ頑張っていただきたいなと

そうしますと、その次の段階として、方向

いうふうに思います。

性が決まったときには次の基本設計という形

それで、酒井町長の呼びかけで新しい会議

になってまいります。基本設計が終わって、

というのはどんな会議だったのか。どんなメ

まだそれもさまざまな議論が必要になってま

ンバーなのか。それは私的な集まりだったの

いります。その次のステップとして、実施設

か、公的なものだったのか、聞いておきたい

計というふうになってまいります。その実施

と思います。

設計が終わってようやく着工という形になり

○議長（佐々木孝雄君）

ますので、少なくとも３２年以降になるとい

○町長（池田

うふうに考えてございます。いずれにして

集まりでございます。当日、管内の２人の町

も、その時々の起債の十分な補助金も含め

長さんが都合が悪くてお見えになりませんで

て、有利なほうを私どもは選択してまいりた

したけれども、５人の町長ほかの方が集まっ

いというふうに考えておりますことをご理解

て、交通政策に見識の高い方から、幅広い観

いただきたいと思います。

点にわたってお話を伺った。その中でもっ

拓君）

池田町長。
公私で言えば私的な

○議長（佐々木孝雄君）

荻野議員。

て、日高線に対する考え方、あるいは、全国

○１７番（荻野節子君）

わかりました。

の、特に北海道の鉄道網に対する考え方、そ

それで、このファミリースポーツセンター

ういったようなことをお聞きして、改めて、

の避難所として特に大きな津波では、場所的

そう簡単には諦めたらだめだなという思いを

にはいいですし、市街地も海岸からすぐです

強くして帰ってきたところであります。

から、上に逃げる場所としてもいいですし、

○議長（佐々木孝雄君）

荻野議員。

さらに、今、まきば通も進んでいけばファミ

○１７番（荻野節子君）

そう簡単に諦める

リーにつながる、そういう設計、つながるっ

ものではないと、私もそういうふうに思って

て、道路をつけないとだめですが、そこにつ

いるところです。ＪＲ北海道の経営の厳しさ

ながるように設計されていると思うので、

は、乗らない住民が悪いみたいなことが言わ

やっぱり、災害の危機管理も含めた代替庁舎

れているけれども、そうではないと私は思っ

というか、場所としてはやっぱり重要なとこ

ています。

ろだと思いますので、私は、そういうことも

この間、国会でも、麻生大臣も、最初の分

含めて、時間はかかるかもしれないけれど

割にそもそも問題があったのではないかと。

も、やっぱり方向を決めて進めていくこと

それで、ＪＲ北海道は、初めから赤字という

が、住民の安全、そして、役場機能も守って

ようなことが心配されていたと。その後、金

いく、そういう上でも大事なことだと思いま

利が下がってますます大変になった。そうい

すので、そのあたりは全力を挙げて取り組ん

うことですし、日高線だけで見れば、急行を

でいただきたいと意見を述べて、これは終わ

なくして、浦河・苫小牧間の料金を２割５分

りにしたいと思います。

も値上げした。そういう時期に道南バスが、

日高線のほうですが、鉄路を残すというこ

札 幌 行 き 、 往 復 ５ ,０ ０ ０ 円 で 走 る よ う に

とでやっていきたいと、そういう町長のお考

なった。それで結局みんなバスに乗るように

え、また、７町の町長も、そういう点では全

なったのではないかと私は思っていますし、

面復旧を、そして、この鉄路を残すという点

３０年前、そういうふうになる前は、役場も

で一致していらっしゃるというところはわか

支方も国家公務員も、出張や転勤は全て列車

りました。新聞の書き方にもよるのか、時々

だったというふうに思います。私事ですが、

不安になるし、そこのところは揺るぎないと

私は小樽から根室へ２日がかりで汽車に乗っ
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て、乳飲み子を連れて転勤しましたから。だ

うことにまでには、まだなっておりません。

から、本当に鉄道がちゃんとしていれば、一

今度、近いうち、胆振の１市３町に声かけ

番安全な乗り物ですから、乗るというのは

して、新しい組織の立ち上げを進めたいなと

はっきりしていますし、そういう自分たちが

いうふうに考えておりますけども、まだ、そ

分割民営化して、ますます不便にしてしまっ

こも１市３町のほうに正式に申し入れしたわ

た。そのことが今のＪＲ全体の問題にもなっ

けでもございませんので、そこのところをど

ているのではないかというふうに思います

うするか。今月の２５日に前回の申し入れを

し、災害復旧で言っても、石北線は、宙づり

受けた、それに対する私どもの考えを持つ、

になった線路を、たった２週間からそこらで

第８回のＪＲとの協議会をセットしておりま

直して走らせましたよね。何で日高線はあれ

すけれども、その中でもってこちらのほうの

ぐらいのところを直せないのかという、今の

考えを申し述べて、その後に日胆でもって力

建設や土木やいろんな技術を駆使すれば、海

を合わせてと、そういったような方向性に

の上だって道路を渡して汽車を走らせるわけ

持っていきたいなというふうに思っておりま

ですから、できないわけはないのに放ったら

す。

かしておいて、それでお金がかかる、かかる

ただ、日胆だけで、私自身の考えですけれ

と町長も言っていたけど、そのとおりだと思

ども、日胆だけでもってやっても、もはや全

いますから、やっぱりちゃんと国にも責任を

道的な問題、そうした中で、私は道の三者委

迫り、もちろんＪＲにも災害復旧をさせてい

員会にまで文句をつける気はありませんけれ

くというのが当たり前のことだと思っていま

ども、個別の路線には言及しないということ

す。

をずっと言っていたのですね。ところが、結

それと、柳谷課長の先ほどの答弁で、住民

果的には、国境に近いところはとか、大都市

の意見を聞くのは大切だと。１町だけという

間輸送はどうのこうのとか、さまざまな表現

ことにはならないということで新たな組織に

で、結果的には日高線の部分にはほとんど触

提案していきたいと言ったのですけど、新た

れられていない。そういったような何という

な組織というのは、先ほど町長が言った苫小

のでしょうか、孫子扱いみたいな、そういっ

牧、胆振東部も含めたことなのか、その新た

たような思いというのは感じておりますけれ

な組織とは何なのか、聞きたいと思います。

ども、そこのところは、麻生大臣の国会答弁

○議長（佐々木孝雄君）

もありましたので、今度中央要請をするとき

○町長（池田

拓君）

池田町長。
ＪＲの中で、５番目

には、麻生大臣のほうにも要請活動しなけれ

ですか、住民の意見を聞く場をつくりという

ばだめだなと。そういったようなことも町村

ことなのですけど、住民の意見を聞く場なの

会内部では話し合われております。

か、住民が意見を言う場なのか、私どもが聞

いずれにしても、あの手この手を使って、

いても、なかなか住民の皆さんと一致すると

諦めるのは簡単、バス転換をするのも簡単、

ころが多いと思いますので、そうではなく

そうではなくて、やっぱり、日高のインフラ

て、今、町村会の中で議論しているのは、例

をどうやって守り、そして充実させていくか

えば、北海道の町村会、市長会、議長会が合

という方向性は、これからも粘り強く国や道

わせて、何らかでもってどうあるべきかの大

のほうに働きかけてまいりたいというふうに

会のようなものを開いたらどうかとか、ある

考えてございます。

いは、関連する苫小牧市以東、東肥振と日高

何か答弁漏れはありましたか。

管内でもって住民の決起集会みたいなものを

○議長（佐々木孝雄君）

荻野議員。

開いたらどうかとか、そういったことが議論

○１７番（荻野節子君）

そういう全体的に

にはなっていますけれども、ではやろうとい

町長たちも考えられているということです

― 18 ―

が、なかなか住民の中にも、もう諦めたほう

ころをぜひ進めていただきたいし、私たちも

がいいのではないかとか、復活してもなかな

あわせて努力していきたい、そのことを述べ

か乗らないかもねとか、そういう否定的な意

て終わりたいと思います。ありがとうござい

見もあるけれど、そういう中でも、やっぱり

ました。

鉄道は残してほしい。そのなくなることが地

○議長（佐々木孝雄君）

域がなくなる、そういうところにつながる、

問を終わります。

そういう危機感を高齢者も含めて持ってい

以上で荻野君の質

次に、１４番米谷君の発言を許します。

る。そういう点では、本当に復旧して廃線は

（１４番米谷友光君

登壇）

認めない、そこのところにみんなが力を合わ

○１４番（米谷友光君）

発言通告書に従

せていく、そこのところが今、大事かなと。

い、森林資源の有効活用について、質問をい

それもあって集まるところをつくったほうが

たします。

いいのではないかという私の思いでしたが、

当町の総面積における８割以上を占める森

そういう中で、できれば全道どこでもこれは

林は、木材生産を初め水源涵養、災害防止、

起きているところなので、大きな集会、さら

景観保持、地域の温暖化防止や町民の憩いの

に日胆でという、そういうところにも努力し

場など、さまざまな機能を持ち、町民の生活

ていってもらえればすごくいいし、私たちも

に深く根づいております。その森林につい

地域でさらに活動が進められればいいなとい

て、とりわけ潜在的価値のある木材資源の有

うふうに思っているところです。

効活用及び可能性について、お伺いいたしま

国会でも道議会でもそれぞれ、党は党の立

す。

場で提案してやっていますが、去年、紙智子

町長は最近、メディアを通じて、町内の民

参議院議員たちが日高線の調査に入ったとき

有林から伐採したカラマツ材を道外へ出荷す

に、できれば国会で、会派を越えて北海道の

るに当たり、浦河港の利用促進を兼ねて船で

議員、国会議員全部でこの問題を取り上げて

の輸送を図るなどの話題や、新年度、木材

国に迫っていきたいと、そういうものをつく

チップを燃料とする木質バイオマスボイラー

りたいというふうに言っていましたが、なか

普及を図るため、本庁舎を含め公共施設６カ

なかそういう点では実現できていないのか

所の暖房に導入するなど、事業計画の策定を

な。でも、国会を見ていると、民進党の議員

発表されています。また、新年度の執行方針

の方も取り上げてやっていらっしゃいます

でも言及されています。これらの具体的構想

し、いろいろな答えも引き出しているので、

や内容、さらには町有林とのかかわりについ

それぞれの立場で頑張ってもらいたいなとい

てもご説明を願えればと思います。

うふうに思っています。

当町における森林面積は５万８,２３０ヘ

自民党の３０年前の国鉄民営化のときのチ

クタール、所管別では一般民有林２万７２８

ラシでは、ローカル線もなくなりませんとい

ヘクタール、そのうち町有林は約８,０００

う約束をしているというふうに、チラシその

ヘクタールあります。その他道有林１万３０

ものは見ていませんが、そういうふうに言っ

３ ヘ ク タ ー ル 、 国 有 林 ２ 万 ７ ,１ ９ ９ ヘ ク

ていますので、本当に日高、そして北海道を

タールとなっています。

守るために、観光を中心にとか、地方創生、

原木加工についても、最盛期には町内に６

本当にそれを実現していくためには、鉄路を

軒の製材工場がありましたが、平成１２年に

守ると、そういうことなので、本当に全員力

は全ての工場が閉鎖をされております。木材

を合わせて取り組んでほしいと、そういうこ

の価格の低迷や林業における労働力不足、経

とで、町長も機会を見て、国にも改めて要請

営コストの上昇など、木材業界は厳しい環境

するとおっしゃっていましたので、そこのと

にあります。このような状況の中、カラマツ
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材原木の道外出荷や木材チップの木質バイオ

製造工場の建設や誘致、木材加工など六次産

マスボイラー普及には、町内の林業にかかわ

業までの経済効果の方向性は。

る業者、団体等には地元産材に大きな期待を

５、町有林の潜在的資源の需要について、

するものと考えます。また、木材生産のため

適期伐採等計画をもって対応すべきと考える

に、間伐、枝打ち、残材処理や造林の施業が

が、町の振興計画にどのように反映させてい

行われ、継続的に森林管理がなされていると

くのか。

思いますが、町有林における伐期を迎えた潜

以上、よろしくお願いいたします。

在的木材資源はどの程度存在するのか。ま

○議長（佐々木孝雄君）

た、樹種別等及びその価値をお教えいただけ

憩いたします。

１１時５分まで休

ればと思います。さらに、過去５年間の販売

休憩

午前１０時５４分

額及び利用方法についても、実績があるなら

再開

午前１１時０５分

ご説明をお願いいたします。これらの町有林

○議長（佐々木孝雄君）

会議を再開いたし

の木材資源の有効活用について、町の構想に

ます。

も当然含まれているものと思いますが、その

池田町長。

具体的活用方法についてもお聞きいたしま

○町長（池田

す。

お答えをさせていただきます。

拓君）

米谷議員のご質問に

さらに、当町には、国有林、道有林と町有

町有林は、ご案内のように伐採の適期を迎

林を含めて森林組合が複数ありますが、これ

えております。元町長の濱口さんの最晩年に

らの団体の施業にかかわる未利用材の再利用

お話をお聞きしましたけれども、池田君、

などについて、どのような構想をお持ちなの

昔、山が裸だったころに、町有林に木を植え

か、その方法、その方向性も示していただき

れば将来的には町の財政が、その木を売れば

たいと思います。

大変豊かになって安定した町政運営ができる

さらには、これらの団体との資源の有効活

のではないかということで、一生懸命木を植

用について、木質バイオマスチップ製造工場

えたのだけども、さあ木を刈るかというころ

の建設や誘致、木材の加工等六次産業までの

には、ご案内のように木材価格が低迷して、

経済効果をされているのかもお聞きいたしま

刈っても下手したら赤字になるような状態に

す。

なったと嘆いておられたのをお聞きしたこと

また、町有林の潜在的資源の需要に、適期

がありますけれども、ただ、伐採適期になっ

伐採等年次計画をもって対応すべきと思いま

ているのは事実でありますし、天然林と違っ

すが、町の振興計画にどのように反映されて

て人工林は、ご案内のように、やはり適期伐

いくのかもお伺いいたします。

採というのが必須でありますので、そこのと

以上のことから、次の５点について質問を
いたします。

ころ、伐採適期を迎えたものをどうやって伐
採し、販売もし、あるいは有効活用するかと

１、町有林の伐期を迎えた潜在的木材資源
の樹種別資源量と、おおよその価値は。

いうところに重きを置いてまいりました。ご
案内のように、荻伏診療所ですとか川沿いの

２、町有林の木材資源の過去５年間におけ
る販売額及び利用方法は。

町営住宅ですとかを建てるところには、町内
の町有林から伐採した木材を利活用してまい

３、町有林の木材資源の有効活用につい

りました。

て、具体的活用方法はどのように考えている
か。

そういった中で、今回、国際的にも大きな
課題になっておりますけれども、二酸化炭素

４、森林組合等林業各団体の施業に係る未

の削減とか、そういうことを目指して、役場

利用材の再利用策として、木質バイオマスの

庁舎も建設して以来３０年、ボイラーをかえ
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ておりませんので、もうそろそろ限界の、限

町有林の面積は、昨年の４月現在で７,９

界と言われている倍使っているのですけれど

３６ヘクタールございまして、うち人工林が

も、本当の限界に近づいてきておりますの

１６.４％で、１,３０２ヘクタール、天然林

で、そういったような意味で、今回、役場、

が８３.４％で６,６１９ヘクタール、その他

消防、それから、生涯学習センター、勤労青

無立木地等で１５ヘクタールとなってござい

少年ホーム、勤労者体育館、町民プールを一

ます。

括して熱供給しようかというもくろみで、環

人工林のうち、トドマツやカラマツなどの

境省のあくまでも補助の該当になればという

針葉樹が１,２３６ヘクタール、広葉樹が、

大前提はありますけれども、環境省の補助を

少ないですけども６６ヘクタールあります。

使って浦河町内の森林資源の有効活用を図ろ

標準伐期齢につきましては、町の森林整備計

うとするものであります。

画におきまして、人工林についてはトドマツ

もとより、なかなか林業は業になりがたい

４０年、カラマツ３０年、天然林の広葉樹に

ような今は位置づけでありますけれども、農

つきましては８０年というふうに定めてござ

業、漁業とともに浦河の大切な一次産業だと

います。

いうふうに考えておりますので、これからも

伐期を迎えた資源量と、おおよその価値に

さらに森林が、林業が活性化するような、そ

つきましては、林地残材の利用も含めまし

して、それが、浦河町内で燃料とかを出す

て、現在の木材市況をもとに換算いたします

と、化石燃料とかですと、お金が、平行の移

と、人工林で蓄積が２５万４７８立米で１５

動でありますけれども、林業とか農業、漁

億５,１００万円。天然林では、蓄積が１２

業、町内でも循環する、そういったような経

８万８,６４２立米で９２億７,８００万円。

済にもなりますので、そういったような意味

合計で、蓄積１５３万９,１２０立米で１０

合いからも取り組んでまいりたいということ

８億２,９００万円ほどになると推計してご

で今回計画し、予算にも提案させていただい

ざいます。

たものであります。

続きまして、２番目の、町有林の木材資源

詳細については担当参事のほうからお答え
をさせていただきます。
○議長（佐々木孝雄君）
○農林課参事（田中

の過去５年間の販売量と、その利用方法とい
うことでございますが、平成２３年度につき

田中参事。

聡君）

ましては木材の売り払い実績はございません

私のほうから

ので、平成２４年以降の分と平成２８年度、

は、町有林の有効活用についてということで

今年度については見込み分のほうでご答弁を

５件の質問がありましたので、お答えいたし

させていただきます。また、伐採年度と販売

たいと思います。

収入の年度でずれが生じる部分がございます

まず、１番目の、町有林の伐期を迎えた潜
在的木材資源の樹種別資源量と、おおよその

ので、収入年度の決算ベースのほうでお答え
させていただきたいと思います。

価値はということでございまして、戦後、全

平成２４年度につきましては販売額２５２

国的に積極的な人工林の造成が行われてきて

万円、平成２５年度は１,０２３万７,５００

おりまして、人工林資源が利用可能な段階に

円、平成２６年度は２８１万８,８００円、

全国的に入ってきていることになっておりま

平成２７年度は９５７万４,８６４円、平成

す。町有林におきましても人工林の造成が行

２８年度の見込みですが、販売額として１,

われており、現在、町有林において人工林の

２６６万４円と見込んでございます。合計で

面積がつくったときに一番大きいものは、１

３,７８１万１,１６８円になると見込んでお

９６４年、昭和３９年ですから、約９２ヘク

りまして、量で言いますと、約６,８００立

タール造林しているところです。

米を販売してきてございます。
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利用方法につきましては、建築用材とパル

用した役場庁舎などの田んぼに木質バイオマ

プ用材、また、バイオマス発電用原料として

スのボイラーを導入いたしますが、それの燃

販売してございますが、そのほか、町内にお

料としての木材利用に取り組むこととしてお

ける利用につきましては、先ほど町長のほう

ります。

からもございましたとおり、平成２５年度の

また、今後につきましても、地元産材の新

アエルのセンターハウス、２６年度以降の川

たな活用策の検討や、地域の特色を踏まえな

沿団地の建てかえ、２７年度からは、新生児

がら実践的な学習の場や憩いの場として、森

に対する記念品として贈呈する木育事業の木

づくりの大切さを啓発しながら、町民の皆さ

工玩具と木製食器のほうに町有林の材が使わ

んにもっと森林に親しんでもらうような取り

れてございます。

組みを関係団体のほうと連携をとりながら進

３番目の、町有林の木材資源の有効活用に
ついて、具体的活用方法をどのように考えて

めてまいりたいと思っておりますので、ご理
解をお願いいたします。

いるかというところでございますが、森林の

続きまして、４番目の、森林組合等林業各

役割につきましても、議員に先ほど言われて

団体の施業に係る、未利用材の再利用策とし

いたとおり、さまざまな多機能な、こういっ

て、木質バイオマスの製材工場の建設や誘

た機能がございます。その役割につきまして

致、木材加工等第六次産業までの経済効果の

も、従来の木材供給が主体の林業から、人々

方向性はというご質問でございますが、林地

のやすらぎや憩いを与える場として、また、

未利用材におけるチップの生産施設につきま

水源涵養や二酸化炭素減少など地球温暖化防

しては、現在、江別市にある木質バイオマス

止に貢献するなどといった、国民の生活と深

発電所のほうに原料を提供するため、日高に

くかかわる森づくりのほうへと、だんだんと

ある森林組合で平成２８年１月にチップ生産

変化してきている状況にございます。そのよ

を行っております。

うな中で、町有林につきましても、町民の貴

この施設につきましては、生産計画は年間

重な財産として、木材としての活用のほか、

１万３,０００立米で、原料の出荷は様似町

時代の変化とともに、先ほど言った多面的な

から、今の工場から半径５０キロメートルの

広域的な機能を向上させていくという部分も

範囲で新ひだかからえりも町までの範囲で集

必要なこととなってきてございます。

荷を行ってございます。その範囲の中におき

森林資源の活用につきましては、雇用の場

まして、各林業事業者や各森林組合と原料供

の確保や経済の循環、町内資源の有効活用か

給の協定を結んで稼働して生産を行っている

らも大変重要な課題であるというふうには、

状況でございます。

町としても考えてございまして、具体的な部

新たな木質バイオマス発電施設の建設が全

分につきましては、アエルのセンターハウス

道でもいろんなところで進んでおりまして、

や町営住宅などの木造の公共施設への提供や

木質バイオマス原料の全道的な需要はまだま

利活用、あと、木々に対する親しみや魅力を

だ足りないというふうに考えてございます

感じてもらい、豊かな心を育む木育事業の推

し、言われております。浦河町におきまして

進、また、自然とのふれあい、憩いや安らぎ

は、新たなチップ生産施設を建設する場合な

の場としての提供、林地未利用材等の有効活

どにつきましては、原料供給における日高南

用と、町有林の二酸化炭素吸収量をオフセッ

森林組合とのすみ分けや、競合しないような

ト・クレジットして発行し、また、販売を

調整がどうしても必要になってくるというふ

行っているところでございます。

うに思ってございます。

先ほどまた町長のほうからお話ありました

ただ、そういたしましても、町といたしま

とおり、環境省の関連団体の補助事業費を活

しては、そういった森林資源を活用した事業
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化については、雇用の場合や、先ほど町長が

めてございますが、この年数につきまして

申し上げたように、経済の循環、そういった

は、あくまでも指標として定めている部分で

部分で有効活用が大変重要であるというふう

ございまして、標準伐期齢に達した時点で伐

に考えてございますので、もしそういった可

採をしなければならないということではござ

能性がある場合については、町としても積極

いません。また、森林整備計画のほうでは、

的に協力したいというふうに考えてございま

森林が持つ公益的機能を十分に発揮できるよ

す。

う、それぞれ機能別の区域に応じた施業方法

また、六次産業化につきましては、残念な

等をいろいろ定めてございます。また、適切

がら、先ほど言われたとおり、現在、町内に

な人工林資源の循環利用を維持するため、一

製材工場がないという部分が非常にネックな

部伐期に到達した人工林につきましては、皆

状態となってございまして、難しい状況でご

伐し再造林を行うほか、標準伐期の倍までの

ざいます。ただ、議員ご指摘のように、未利

高齢期の間伐という方法もございます。長伐

用材の再利用という部分でそういった可能性

期施業というのですけど、そういった部分に

ができないかという部分については、これか

取り組んで資源の平準化を図るということに

らの本当に検討課題とさせていただきたいな

しているところでございます。この長伐期施

というふうに思っていますので、ご理解をお

業につきましては、収穫が遅くなる分、太い

願いします。

木が生産されると。そういった部分のメリッ

５番目の、町有林の潜在的資源の需要につ

トや、森林整備に係る造林の費用が先延ばし

いて、適期伐採等計画性をもって対応すべき

で経費が安く済むといった部分や、保全機能

と考えるが、町の振興計画にどのように反映

や生物の多様性をもたらすなど、長期にわた

させていくのかというご質問ですが、森林整

り公益的機能が維持されるというメリットが

備に関する計画につきましては、伐採や造林

ございまして、また、この部分も間伐等補助

など整備保全等の基本的な指針を定めた森林

金が認められているということもございま

法に基づく、浦河町森林整備計画を定めてご

す。

ざいます。この計画は１０年を１期とする計

実際に施業を行う際に、具体的な場所や量

画で、現在の森林整備計画は、平成２７年度

などの伐採計画につきましては、各所有者ご

から平成３６年度までの計画期間となってご

との５年間の計画である森林計画ということ

ざいます。

で定めてございまして、町有林につきまして

木材等の林産物の持続的、安定的かつ効率

も、その計画に基づきまして間伐等を行って

的に供給する観点から、森林の健全性を確保

いるところですので、ご理解をお願いいたし

し、木材需要に応じた樹種や太さの材木を成

ます。

育させるといったような適切な造林や保育及

以上です。

び間伐の促進に努めていくことが重要となっ

○議長（佐々木孝雄君）

米谷議員。

てございます。当町における森林整備につき

○１４番（米谷友光君）

再質問をさせてい

ましては、利用期を迎えた人工林資源を活用

ただきます。

しつつ、適切な森林整備を図るため、比較的

いろいろと話を聞いていますと、本当に

林齢の高いトドマツやカラマツなどの人工林

ちょっとまだ、木材業界は決して、今回のカ

を対象とした搬出間伐を実施してございま

ラマツの道外出荷やチップ材、これからの計

す。

画ですので、どのようにやるかは未定だとい

標準伐期齢につきましては、先ほど言った

うふうには思います。

とおり、トドマツ４０年、カラマツ３０年、

その中で、ほとんどがトドマツ、カラマツ

広葉樹８０年というふうに森林整備計画を定

で、ほとんど広葉樹がないというふうに説明
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があったかとは思うのですけれども、現在、

ことだったものですから、今後もそのような

今回の道外の出荷は、新聞報道によりますと

形で続けていけるのかなという思いもあった

カラマツということなのですけども、今後

ものですから、浦河町の持っている８,００

も、要するに樹種的には、やはりカラマツと

０ヘクタールの森林を生かして今後のという

トドマツが主な伐期を迎えた中で出荷するよ

ふうに思いもあったのですけども、それはや

うな形にはなるのでしょうか。

はり、これからある程度、今回はある程度補

○議長（佐々木孝雄君）

助的なものもあって、やっているのかなとは

○農林課参事（田中

田中参事。

聡君）

浦河港から出

思うのですけども、まだこれから続けられる

ていく分についてはカラマツ材ということで

というものはないでしょうか。わかる範囲内

やって、新聞報道されているところなのです

で。

けども、人工林のほうで、今、積極的に町の

○議長（佐々木孝雄君）

ほうとしてはやっております。

○町長（池田

拓君）

池田町長。
かつては浦河港から

天然林につきましては、過去に何回かにわ

たくさんの木材が搬出されていた時代もあっ

たりまして大きい皆伐を行っているのです

たのですけども、ここ何十年かはそういった

ね。２回、３回と行っています。また、そう

ようなことがなくて、それで、関係機関に働

いった部分から、太い木というのが今、少な

きかけをして、今回はこういう実現の運びに

くなってございまして、それと、その積極的

なって、今、浦河港で一番の課題というの

に皆伐を行った時代から比べて、先ほどのお

が、木材を積み込むクレーンがないのです

話からある、価格が低迷していると。大体、

ね。そういったクレーンは、今、苫小牧から

一番ピークは昭和５５年ごろなのですけど、

実際積み込むときには、運んできて積み込む

そこから比べて４分の１以下になっている現

のですけれども、それでもって、今回、それ

状にございます。この分につきましては、搬

を港から搬出して、そのクレーンのほかにど

出や施業の費用等を含めて、道路をつくる維

ういったような課題があるか、その課題が

持費を含めて、どうしても補助金があっても

言ってみれば乗り越えられる、対応できる課

ペイできるかどうかというレベルの部分でご

題であれば、これからも関係機関のほうに、

ざいますので、町といたしましては、伐期は

浦河港の利用については積極的に働きかけて

来ているのですけど、とりあえず今出す分で

まいりたいというふうに考えてございます。

は、確かに、価格が上がるまではもったいな

○議長（佐々木孝雄君）

いというような判断をしておりますので、そ

○１４番（米谷友光君）

れまでの間の手入れというか長伐だとか、す

た。そうですね、積み込む機械というのも必

り切りだとか、そういった部分をしてほかの

要ですよね。それはそのとおりだと思いま

細い木を太らせるような整備をしていくとい

す。どのように積んでいるのかなと私も思っ

うことで、これまでの議会答弁でも回答して

て、今度はぜひ見学に行きたいなというふう

いるところでございます。

に思います。

米谷議員。
よくわかりまし

○議長（佐々木孝雄君）

米谷議員。

先ほどもカーボン・オフセット・クレジッ

○１４番（米谷友光君）

要するに、浦河町

トのお話もあったのですが、今、これはどの

の町有林からトドマツ、カラマツを出荷する

ような状況になっているかだけ、ちょっとご

のは、木材の価格の低迷ということで、大分

説明をお願いいたします。

厳しいのだなということなのだろうと思いま

○議長（佐々木孝雄君）

して、今回、本当に浦河港からのカラマツの

○農林課参事（田中

木材が、ある程度、何千本というのが何でも

町のほうでそういったオフセット・クレジッ

船で２隻ですか、ある程度の量が行くという

トを発行いたしまして、そこから、数は少な
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田中参事。

聡君）

平成２５年に

いですけれども、現在まで、今ちょっと数字

あとなのですけども、先ほどもバイオマス

が、細かい数字がないですけども、１００ト

のチップの生産ということで、今回、先ほど

ン前後で販売はしてきております。ただ、昨

も町長からも説明はあったのですけど、これ

年、その中でも、伊勢志摩サミットがござい

からのことになるのかもわかりませんが、当

まして、全国的にそういったクレジットを

町には木材工場もありませんので、今後、そ

持っているところも提供してほしいというこ

ういう木材のボイラーなんかを進めていくに

とで、５０トンほど昨年、浦河町としても協

当たって、今後、本当にチップ工場等の計画

力した実績がございまして、そういった部分

等というのですか、どのような考え方が、考

では実績を上げてきているのですけど、今の

え方というか、方向性があるのか、答えられ

段階では、二酸化炭素を削減するというのは

る範囲でお願いしたいと思います。

当然、日本全国そういった部分があるのです

○議長（佐々木孝雄君）

けど、実は、クレジットについても、競合す

○町長（池田

るライバルといいますか、浦河町については

場、町内に１カ所くらいは欲しいなというの

森林系のクレジットで、ほかの町について

は私の思いであります。ただ、ご案内のよう

は、例えば、省エネ化したボイラーとかも含

に、様似の鵜苫小学校の跡に立派な工場もあ

めて、いろんな部分のクレジットがございま

りますので、何でもかんでも浦河でというふ

す。そういった部分の単価がまた異なりまし

うに考えるのがいいのか、あるいは、そう

て、企業にとっては同じクレジットです。１

いった近隣町と力を合わせて林業の振興を

トンは１トンですので、安いほうに向かって

図っていくのがいいのかもといったような課

しまうというような傾向もございまして、そ

題もありますので、そういったようなところ

ういった部分の販売を拡大するというのが、

は慎重に判断しながら進めていきたいなとい

今のところ、これからどうやって売っていく

うふうに考えておりますけれども、できるの

かというのが検討課題というふうに思ってお

であれば、かつては、ご質問にもありました

ります。

ように、５軒も６軒も製材工場があって、

拓君）

池田町長。
チップ工場、製材工

○議長（佐々木孝雄君）

米谷議員。

チップ工場もあったということ、歴史的な経

○１４番（米谷友光君）

あと、先ほども聞

過も考えれば、１軒ぐらいずつは欲しいなと

いたのですけども、要するに、林業の労働力

いう願いはありますけれども、何でもかんで

不足、後継者不足というか、今、日本も全国

も浦河でという考え方もどうかなという思い

的に何か人材不足に陥っているように聞いて

も正直ありますので、そこのところはよく考

おりますし、浦河町でも本当にあちこちで人

えていきたいなというふうに考えてございま

が足りないみたいな話もよく聞くのですけど

す。

も、そういうことを含めて、人材育成なんか

○議長（佐々木孝雄君）

米谷議員。

というのはどのように考えられているのか、

○１４番（米谷友光君）

わかりました。

お聞きいたします。
○議長（佐々木孝雄君）

あとは、これから、木質バイオマスボイ
通告以外なので、

ラーなのですけども、ある程度燃料的にも２

注意します。

割も３割も安くなるような報道もありました

米谷議員。

けども、今後、浦河町内の公共施設として、

○１４番（米谷友光君）

失礼いたしまし

た。

そういう形が出て、これを進めていくような
考え方があるのかどうかだけ、ちょっとお願

３番目の有効活用、具体的な方法というの

いいたします。

はどのように考えているかというあれでし

○議長（佐々木孝雄君）

た。

○町長（池田
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拓君）

池田町長。
基本的には、例えば

ファミリースポーツセンターですとか、そう

いかと思います。

いったようなところを含めて、町内で賄える

それでは、１問目の赤心の森整備、管理は

エネルギーは町内で賄いたいなというふうに

と題しまして、皆さんは赤心の森を知ってい

考えておりますけれども、他方、それにかか

ますか。聞いたことはあっても、実際に行っ

わって商いをされている方もいらっしゃいま

たことはないという人が結構いるのではない

すので、そこのところとのバランスをどのよ

かと思います。元濱口光輝町長さん時代に、

うに図っていくか、こういったような部分に

赤心の森整備に植林をされました。清閑な環

ついてはしっかりと検討していかなければな

境であり、景観にすぐれた赤心の森、住民参

りませんので、そこのところはよく話し合い

加の植樹祭も行われました。昭和６０年から

も進めていきたいなと考えておりますけれど

平成３年、将来は桜の観賞地、また、保健保

も、できるのであれば、町内で賄えて、結果

養場として利用されることが望まれていまし

的に二酸化炭素の排出が削減できる効果も期

た。このため、平成元年から平成２年にかけ

待できる、あるいは、今の原油価格のままだ

て、森林総合利用を図り、皆さんがこぞって

と燃料費も削減できる、そういったような一

自然に親しむことができるように、車道や遊

石何鳥のメリットもありますので、こういっ

歩道の開設など整備を行いました。ここは広

たような方向には進めてまいりたいなという

葉樹も多く、森林浴、探鳥コースとしても最

ふうに考えてございますが、乗り越える課題

適な場所ですと、現在設置されている看板に

もありますので、急速に全部一気にというふ

書いてあります。私自身も、植樹祭にも何回

うには考えてございませんけれども、徐々に

か参加したことが記憶にあります。現在では

はそういった方向性に持っていきたいという

植樹をしてから２５年以上経過しており、町

ふうに考えております。

民の観賞、観察、花見などはできるのか、ま

○議長（佐々木孝雄君）

米谷議員。

た、整備されているのかということでお伺い

○１４番（米谷友光君）

わかりました。

します。

聞きますと、本当に１５３万立米ですか、

１としまして、赤心の森については、濱口

金額にしますと１０８億円を超える価値とい

町長さん時代から桜の木の植樹がされ、長い

うふうに言われております。ぜひ、木質バイ

年月が経過しております。当時の濱口町長さ

オマス等、また、本当に原木で出荷できるの

んの話ですと、池を掃除し、いずれは花見の

であれば、ぜひ浦河町のこれからの産業の一

できる場所にしたいと伺っておりましたが、

つとして考えていただければというふうに思

整備はされているのか。

います。

２番としては、町政執行方針には、森林公

ということで、終わります。ありがとうご
ざいました。

園、ピスカリの森は入っていたが、赤心の森
は計画にないが、今までどおりの草刈り程度

○議長（佐々木孝雄君）

以上で米谷君の質

の管理しかしないのか。

問を終わります。

次に、２問目の質問に移ります。元浦川河

次に、１番櫛桁君の発言を許します。
（１番櫛桁秀男君
○１番（櫛桁秀男君）

川の早期改善・改修を……。

登壇）

○議長（佐々木孝雄君）

私の質問は、通告に

沿って３問の質問をさせていただきます。

高線ではないですか。
○１番（櫛桁秀男君）

今回は、日高線につきましては４名の議員

櫛桁議員、次は日
日高線でしたか。済

みません。

さんが質問しておりますので、結構重複する

２番、日高線問題、早期解決を。

ところがあると思いますので、その辺につき

この問題は、２７年１２月議会にも熱い気

ましては答弁のほうで簡略化されてもよろし

持ちで可能性にかけて質問させていただきま
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した。災害に遭ってから既に２年と２カ月た

も災害をもたらすことが多くなりました。

ちましたが、一向に解決策が見つからず、そ

昨年は特に、北海道に３回にわたり大雨を

れどころか、災害と全く違う地区も一緒くた

降らせ、日高の交通網は寸断される事態とな

に赤字路線の廃止案を打ち出してきておりま

り、約丸１日通行できず、迂回路でさえ１２

す。災害の復旧費以外の車両の老朽化とか、

時間以上通ることができず、国道より奥に

新しい案、または、今後についても十分検討

入った道道を利用した記憶がございます。初

もされず、どちらかといいますと、私には一

めの災害が復旧する前に、追い討ちをかける

方的としか思えなく、これではいつまでたっ

ように、また２回、３回と災害に遭っており

ても結論はないのかと考えます。

ます。

今回、複数の議員が質問しておりますの

日高線の清里付近、また、日勝峠はいまだ

で、また、皆さんも、個人的なセミナー、行

に復旧しておりません。現在では、ただの異

政がやっているセミナーはほとんどないよう

常気象では済ませるのではなく、災害になる

な気がするのですが、あちらこちらでセミ

前に事前にできることは最大限努力し、災害

ナーがされており、私も２回ほど勉強会に出

を最小限に抑えるといいのではないでしょう

ております。その中で感じたことなど、今後

か。

にいろいろと思いもありますので、質問させ
ていただきます。

このことから、３点について質問させてい
ただきます。

１番といたしまして、浦河町として町民と

１番として、上野深水門より上流の川の蓄

の話し合いが持たれたことはあるのか。ま

積度、流木、砂利、川の流れに影響のあると

た、持つ気はないのか。

ころの撤去を土木現業所に要請していただき

２番として、管内町長の考えは、報道など
で聞いておりますが、ＤＭＶの考えで検討に

たい。また、今後、砂利上げがあるとも聞い
ていますが、どの範囲か。

入ったとありますが、７町の考えは本当にこ
の考えでいいのか。

２番としまして、３年前のベッチャリの一
部牧場付近の河川、築堤の決壊箇所の早期完

３番として、現在、ＪＲ北海道について

全復旧をお願いしたい。

は、国も検討特別委員会などをつくるという

３番目といたしまして、大量に蓄積され

か、この辺、私はちょっとニュアンスの間違

た、砂利の町民に払い下げの希望者がおり、

いがあるかもしれませんが、そんなことを聞

昔のように許可をお願いできないか。

いたことがあるのですが、できたのか。聞い

○議長（佐々木孝雄君）

たことがありますが、日高線については、災

○農林課参事（田中

害により２年以上も全く復旧されず、全道の

と管理につきまして、私のほうからは２点に

鉄路とは違うことから、一日も早い災害復旧

ついてご答弁させていただきたいと思いま

を、根強く要請をお願いしますということで

す。

す。

田中参事。

聡君）

赤心の森整備

１番目の、赤心の森については、濱口町長

あと、４番目、日高線全面開通と同時に、

時代から、桜の木が植樹され、長い年月が経

札幌直通便、朝夕の実現に向けて要請を、こ

過しております。当時の濱口町長の話です

のことによって利用者がふえると考えます。

と、池を掃除し、いずれは花見のできる場所

それでは、３問目の質問です。元浦川河川

にしたいと伺っておりましたが、整備はされ

の早期改善、改修を。

ているのかという部分のご質問について、答

ここ最近の気象状況は異常というぐらい、

弁させていただきます。

いや、異常とは言われているのですが、頻繁

赤心の森につきましては、昭和６０年度に

に災害が起き、大量の雨を降らせ、世界的に

緑化思想の普及と桜の名所づくりをとのこと
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から、赤心社の山林を町が借り受けまして、

いというふうに考えてございます。これは、

桜と自然環境に親しみやすい散策や森林浴

大体２００メートルぐらいの予算を見て掘削

等、保健休養の場とするための森林整備を

するというふうに考えておりますので、ご理

行ってきたところでございます。

解をお願いいたします。

植樹祭につきましては、昭和６０年から平

○議長（佐々木孝雄君）
拓君）

池田町長。

成３年度までに合計７回、参加者延べ人数６

○町長（池田

ＪＲ日高線について

４３人の方々によって、桜やトドマツなど、

の四つのご質問にお答えをさせていただきま

合計２,７８０本が植樹されております。ま

す。

た、平成元年と２年には、環境林整備事業と

まず、１点目の話し合いの関係であります

して、林内の通路や遊歩道の設置、ほかに、

けれども、町民全体を対象とした話し合いの

桜１,１００本、トドマツ７,５００本、ツツ

場は設けてございません。町議会における全

ジ類ほか３９０本など、平成元年と２年だけ

員協議会、あるいは、広報うらかわ２月号で

で合計８,９９０本の植樹を行っているとこ

の情報の提供、数自治会ではありますけれど

ろでございます。

も、町長との懇談会でＪＲ日高線についての

その後も森林の成育状況を見ながら必要に
応じまして除間伐を行い、現在、約３０年

状況説明の要望をいただいたときに、意見交
換をしているところであります。

たって、植樹した樹木たちも大きくなりまし

利用者の皆さんの意見を聞くのは大切なこ

て、毎年５月上旬には桜の花が満開になりま

とというふうには考えておりますけれども、

して、見事なという状況でございます。

この日高線の問題は、浦河町のみならず日高

平成３年には鳥獣保護区に指定されまし

沿線自治体全体の問題というふうに考えてお

て、平成４年に簡易トイレと案内板を設置し

りますので、先ほどもご説明させていただき

ております。さらに、平成５年に園内表示看

ましたけれども、今後できるであろう日高、

板を設置してございます。その後につきまし

あるいは胆振東部を含めた、そういった中で

ては、平成２６年に、平成４年につけました

もってこういった趣旨があることを提案して

簡易トイレが破損したものですから、簡易水

いきたいと、このように考えてございます。

洗式のトイレに入れかえをしてございます。

それから、２番目のＤＭＶの関係でありま

その間、広場や遊歩道、園内通路の草刈りに

すけれども、これはある意味、私どもから動

つきましては毎年行ってきたところです。

かないＪＲ北に対する変化球と申しますか、

２番の、町政執行方針には、森林公園、ピ

そういったような意味合いで提案をさせてい

スカリの森は入っておりましたが、赤心の森

ただきました。あくまでも、ＤＭＶであって

は計画にないのか、今までどおり、草刈り程

も鉄路を守るという原則は全く変わっており

度なのかという部分のご質問ですが、赤心の

ません。今、最大課題になっております大狩

森につきましても、森林公園、ピスカリの森

部とか、そういったようなところが非常に金

と同様に、ほかに望洋の森というのもあるの

がかかるということなので、そうであるなら

ですが、それも含めて環境林の維持管理とい

ば、ＤＭＶ等を活用すれば、そこのところを

うことに努めていくこととしてございます。

飛ばしてできるのでないかと、そういった意

新年度につきましては、赤心の森として広

味合いで日高の鉄路を守るという変化球を投

場、遊歩道の草刈りを２ヘクタール、園内通

げているというふうに判断していただければ

路の草刈りを２,４８０メートル行う予定と

なというふうに思います。

しておりまして、ほかに、排水不良箇所改善

ただ、私どもとしても、全道で３９キロ、

ということで、通路外の側溝を機械でちょっ

そのうちの１３キロあるというふうにお聞き

と掘って、排水が流れるような形で整備した

しておりますけれども、いわゆる鉄道事業者
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が海岸を整備しなさいよという延長が、日高

も、そういう話なのです。

線だけで１３キロある。大狩部がまさしくそ

それで、やりとりやりとりしているうち

うだということなのですけれども、行ってご

に、いやいや、実は廃止にしたいのだと。と

らんになった方はおわかりになったかなと思

いうか、外交でムービング・ゴールポスト、

いますけれども、ああいったような国土保全

動くゴールポストだよと話題になりますけど

を一鉄道会社に任せておくのはどうかなとい

も、まさにそのとおりなのです。だから私

う思いもありますので、そういったような部

は、果たしてＪＲ北をこれからも相手にしな

分については、国のほうに別な意味で働きか

ければならないのですけども、そこだけを相

けを強めてまいりたいというふうに考えてご

手にして日高線の復旧がなるのかな。町民の

ざいます。

皆さん初め沿線の皆さんがじれったい気持

それから、３点目なのですけれども、一日

ち、そこも非常にわかります。管内の首長の

も早い災害復旧、そこのところの思いは、櫛

中には、先ほどのご質問にもありましたけれ

桁議員と私どもは全く同じ思いであります。

ども、もうどうなのだという、そういったよ

先ほど、荻野議員の質問にもお答えをさせて

うな厭戦気分、それがあるのも事実です。で

いただきましたけれども、災害復旧と日高線

すけども、繰り返しになりますけども、イン

あるいはその１３路線をどうするかというの

フラを整備するのは、私はもちろんですけど

は、全く別次元の話なのです。それをこれ幸

も、議会議員の皆さんも、それが皆さんの仕

いと人質にとったような形でやっていくとい

事なのです。やめるのはいつでもできるので

うのは、本当に私は許されないというふうに

す。そういう意味で、ここで議論していても

思っています。

あれですけども、ぜひともこれからもそう

そもそもこの協議会も、私は何回か協議会
の中でお話をさせてもらったのですけども、

いった意味で後押しをしていただければなと
いうふうに考えてございます。

ちょっとだんだんエンジンがかかってきたの

それから、４点目、日高線の全面開通と同

で、ちょっと長くなるかもしれません。そも

時に。これについても、私は直行便をあれし

そも災害復旧を、３８億円かかるからＪＲだ

てくれというのは、管内の担当者の中からＪ

けでできない。では、どうするか。それでで

Ｒには提案させてもらいました。答えはすご

きた協議会なのです、災害復旧するための。

い答えなのです。言ってみれば、鉄道の車両

私どもが何回も、道はもちろんですけども、

を更新するお金がない、だからできない。も

国会議員やら国交省のほうに足を運んで、そ

う一つは、今は急行とか特急を走らせている

れでようやく特別といいますか、それぞれ３

ところに、言ってみれば遅い普通列車を走ら

分の１ずつ持って、国が３分の１、道が３分

せるわけにはいかないよと。わかりやすく言

の１、そして事業者が３分の１持って復旧し

えばですよ。そういったようなことをもう少

ましょう、そういう話が出てきたのです。そ

し紳士的に書いていますけどもね、文章は。

の次は、いやいやといって、何回かここで

そういうことなのです。

も、議会でもお話をさせてもらいましたけど

ですけども、さっきの港湾のご質問でもあ

も、いやいや、国のお金が入ったものをすぐ

りましたけど、浦河港の港湾使用料、かつて

やめたってできないのだから、乗客をふやす

は全道で屈指の高さだった。議会の皆さんの

方法を考えてくれと。それで今度は、私ども

同意をいただいて条例を直しまして、北海道

はそれを受けて、担当の企画課長、管内に集

の平均くらいの港湾使用料に直しました。そ

まって何回も協議して提案をした。言ってみ

の結果どういったようなことが起きたか。私

れば、こったらものではふえないよと。簡単

は驚いたのですけども、対前年度よりも使用

に言えばですよ、そうは言いませんけれど

料は高くなったのです。だから、商売という
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のは難しいものだなというふうに思いまし

９,８１４.８平方メートル、掘削量が１万

た。

８,０２８立方メートル。３工区が、掘削面

同様に、地方ローカル線の運賃は高く設定

積１万３,３５３.８平方メートル、掘削量が

されていますけども、高く設定すればいいと

８,７１０立方メートル。全体では、掘削面

いうものではないのですよね。やっぱり、損

積７万２,９５２.８平方メートル、掘削量４

して得とれというのは、私は商売はわかりま

万 ４ ,５ １ ４ 立 方 メ ー ト ル と な っ て お り ま

せんけれども、そういったようなことも必要

す。

なのではないかなというふうにＪＲには訴え

２級河川の堆積土砂及び砂利の除去及び立

ていきたいなというふうに思っています。課

木伐採につきましては、その状況により今後

題はいっぱいありますけども、諦めるのはい

も要望してまいりますので、よろしくお願い

つでも、今日でも明日でもできるわけですか

いたしたいと思います。

ら、諦めないでやっていきますので、ぜひと

２点目の、ベッチャリの一部牧場付近の河

も背中を押していただければなというふうに

川、築堤決壊箇所の復旧についてでありま

思います。

す。

○議長（佐々木孝雄君）

これをもって休憩

１回目の決壊は、平成２３年９月の大雨に

いたします。会議は午後１時から再開いたし

よる被災があり、同年度に延長１９０メート

ます。

ルの復旧工事を完了したものであります。そ
休憩

午前１１時５７分

の後、その下流側が昨年７月の大雨により被

再開

午後

１時０１分

災を受けたものでありまして、この箇所につ

会議を再開いたし

きましては、災害復旧事業として復旧延長１

○議長（佐々木孝雄君）
ます。

２１メートルについて４月に着工し、１１月

本間技術長。
○建設課技術長（本間正寿君）

に完了する予定とされております。
それでは、

３点目の、砂利の払い下げの件につきまし

私のほうから、櫛桁議員ご質問の３点目、元

ては、ことしに入ってから同様の相談が地域

浦川に係る３点にわたる質問にお答えいたし

から出され、室蘭建設管理部と協議をしてい

ます。

たものでありますが、河川敷地からの土砂等

１点目の、上野深水門より上流の堆積土砂

の採取につきましては、砂利採取取得業者ま

や砂利の除去及び立木の伐採についてです

たは道の維持管理委託業者以外は認められな

が、２級河川全般の計画的な堆積土砂、砂利

いという見解でありますので、ご理解をいた

の除去や立木の伐採については、機会がある

だきたいと思います。

ごとに要望しているものです。当該箇所の堆

以上です。

積土砂等除去につきましては、昨年、地域か

○議長（佐々木孝雄君）

らの要望もあり、町も現地を確認し、室蘭建

○１番（櫛桁秀男君）

設管理部に要望していたものであります。そ

きます。

櫛桁議員。
再質問させていただ

の結果、ことし実施する（仮称）掘削工事代

赤心の森整備につきましてですが、私もつ

行事業の区域として選定されたものでありま

い最近行って見てきたのですけども、確か

す。本年度実施する箇所についてであります

に、毎年草刈りとか、そういった小さな整備

が、町道野深ナイザワ線にかかる上野深橋付

はされているようなのですが、トイレも確か

近から上流側に３工区を予定しております。

に、手洗いのついたトイレにかわっておりま

１工区が、掘削面積２万９,７８４.２平方

した。ただ、桜がこれだけ３０年経過して、

メートル、掘削量が１万７,７７６立方メー

本当にそこで桜の花見ができる状態かといい

トル。２工区目でありますが、掘削面積２万

ますと、ちょっとそれには、僕はいろいろ見
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て、桜の木がどことどこにあるのかなという

ものですから、いずれはそういったことが行

ぐらい、どっちかというと広葉樹の木のほう

われるのかなと期待していたところではあっ

が育ちが早いような状態にありまして、きっ

たのですが、しないということでわかりまし

と途中での管理というか、その辺は広葉樹の

た。

ほうが伸びが早かったのでしょうかね。せっ

あと、底上げといいますか、水が山から道

かくたくさん植えたはずの木が、目立つ場所

路に、道路が水浸し状態になっているところ

もあるのですけども、結構どこにあるのかな

が何カ所かあるのですよね。その何カ所とい

というぐらい見づらくなっておりました。

うか、ちょうど駐車場と湖畔のところに柵が

それとあと、沼も、もとはここを赤心社が

あって、見る場所なのですけど、そこは普通

水をためてということだったのですけど、こ

山へ行くから、長靴を履いて行けばいいので

の辺も整備されるということだったのです

しょうけども、みんなが長靴を履いていくわ

が、ここについては、沼の掃除なんかの計画

けでもないので、革靴で行って花見をすると

はあるのかないのか、ちょっとお聞きしたい

か湖を見るというような状態にはないところ

のですけど。

があるので、そういったところの改善もして

○議長（佐々木孝雄君）
○農林課参事（田中

田中参事

聡君）

いただきたいと思うのですが。ただ底上げだ

沼の掃除の仕

けではなくて、きっと砂利を入れなければな

事なのですけども、あれはもともと沼という

らないのかな、どうなのかなと思って、この

か湖沼なのですけども、つくったのが、昔、

間、雪のあるときに行って見たのでは、余り

赤心社さんで水田をやるときに、ケバウ川か

地べたが見えなかったのかなと思ったのです

ら雨水を引っ張っていたのですが、それが足

けど、その辺はどういうふうに認識している

りなくなったときのための補完をするために

でしょうか。

この沼をつくって水田用に使うという目的で

○議長（佐々木孝雄君）

つくったというふうに伺ってございます。

○農林課参事（田中

田中参事。

聡君）

とりあえず、

今現在では水田農家がいらっしゃらないも

ことしについては２００メートル、山から出

のですから、全く利用はしていないのです

てきた差し水的な部分を掘削して、そういっ

が、今、議員も現地を見たと思うのですけ

た道路に水がたまった部分の排水環境を改善

ど、山側の沢からの水とかの土どめ的な部分

したいなというふうには考えております。ま

の要素のほうが、今は強くなってございま

た、そうやってみて、今、議員がおっしゃら

す。確かに水質的には悪いのですけども、そ

れたとおりに、砂利が必要だとか湖畔のとこ

ういった部分で、沼を掃除するという形にな

ろというのは、予算の範囲で臨機応変に、修

るところに住んでいる野鳥類だとか、そう

繕費を持っていますので、対応していきたい

いった部分の動物の生態系を変える可能性と

というふうに考えています。よろしくお願い

かもあるものですから、鳥獣保護区にもなっ

します。

てございますし、実際によくなるかどうかは

○議長（佐々木孝雄君）

別として、ちょっと難しいかなという感じは

○１番（櫛桁秀男君）

受けております。

な、予算の範囲で臨機応変にやってくれると

以上です。
○議長（佐々木孝雄君）
○１番（櫛桁秀男君）

櫛桁議員。
大変期待できるよう

いうことで、地元の人も、これを聞いていた
櫛桁議員。

ら喜ぶと思います。

わかりました。当初

あともう一つ、私が感じたことで、一番上

は、町長の濱口さんは、そこで沼を掃除して

の大きな駐車場というか、見晴らしのいい見

きれいなところで、そこは景観のいいところ

晴台みたいなところがあるのですよね。もと

だということで力を入れられたと聞いていた

は、そこができたころは、行って車をとめて
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見ても、本当に高台から一望できる場所だっ

きっとあっちには回答はあるのでしょうけど

たのです。今はもう、幾ら見ようと思って

も、いきなり廃線しますとも言えないでしょ

も、周りの木が伸びてしまって、景観は余り

うから、そういうあの手この手で変えてきて

見えないですよね。ですから、その辺はどう

いるのだというふうに聞こえましたので、そ

いう扱いがいいのか、見晴らし台のすぐそば

れには負けることなく根強く、ここは災害な

の木を伐採するのがいいのか悪いのか、その

のだということを改めて、もちろん町長も

辺はちょっと難しいところなのですけども、

やっていますので、そういうことで、私、こ

せっかくつくったかなり広いところの駐車ス

れについては、まだこの後も２人おりますの

ペースなので、こういうところも保全管理は

で、再質問はしませんので、今後も根気よく

何らかの方法がないか、今後検討していただ

請願とか要請をしていっていただきたいと思

きたいと思います。

います。よろしくお願いいたします。

それと、桜を見る時期には行ったことはあ

それでは、３問目のほうなのですが、元浦

りますか、咲いている時期に。どうですか。

川の河川ということで、河川なんかも、これ

○議長（佐々木孝雄君）

は町の河川ではないものですから、どうして

○農林課参事（田中

田中参事。
駐車場の周り

も土木営業所の河川でありまして、前にも、

の部分なのですけども、桜を見たことがある

平成２３年と言いましたか、同じ場所より

かどうかを含めて、見て通ってはいるのです

ちょっと下流のほうが今回はなったのだとい

けど、そこまで注意して見ていなかったとい

うことで、頻繁にここは、復旧工事をやった

うのが実情かと思います。そういった部分に

かと思うと、またなるのですね。なぜなるか

ついては、当然うちも、高枝ばさみ等も含め

というのは、業者の人でなくても、地域の人

て職員で対応できるものは職員で対応して、

はもう言っているのですよね。水の流れを変

それでも足りない部分については業者に委託

えればいいのだと言っているのです、簡単

するとかということもできますし、過去にも

に。川の流れをそこにぶつけるからなるのだ

林道の周りの覆いかぶさった木とかも含めて

と。僕的にも、その人の言うとおりにそうだ

対処していきますので、そういった部分で

と思うので、なぜその流れを変えられないの

やっていきたいというふうに考えています。

か。一番初めになったときも、前の日に重機

○議長（佐々木孝雄君）

がいたから、ここの河川の流れを変えれば何

○１番（櫛桁秀男君）

聡君）

櫛桁議員。
どうもありがとうご

ざいました。

とかなるよと言っていたのにやらなかったと
言って、すごく現業所の方にいろいろ言って

せっかくのつくった場所であって、そし

いましたが、こういったことは、やっぱり未

て、いいところがありますので、きょう聞い

然に防げるものは最小限に先に手を尽くすこ

ていた人はどんな場所かなと思って行く人も

とによって防げるのだなと思いますので、今

いると思いますので、できればことしやって

後もこういったことというのはあると思うの

いただきたいと思います。よろしくお願いし

ですよ。ただ、お役所の人って、どっちかと

ます。

いうと、ならないと予算がつかないとか、

次は、日高線のほうの再質問をさせていた
だきます。

なってみなければわからないとかと、こうい
う言い方をする人もいるので、それも一理か

日高線については、荻野議員の質問でもい

な。ならなければお金を使わないで済むので

ろいろ、町長からの思いもいっぱい、大体同

すから、そういう言い方もあるのかなと思い

じような自分の思っていることと一緒であり

ますけども、そうではなくて、地域に住んで

まして、ただ、国というよりＪＲが、思った

いる人とか昔からいる人というのはそこには

ようになかなか回答を出してくれないと。

詳しいわけですから、仕事をやるときには地
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権者の方々からも聞き取りをよくされてやる

す。よろしくお願いいたします。

ように、今後お願いしていただけたらなと思

いいです。以上です。

います。いいです。ここはそういうことでお

○議長（佐々木孝雄君）

願いします。今言われたように、予定も聞き

問は終わります。

ましたので。

以上で櫛桁君の質

次に、３番武藤君の発言を許します。

ただ、私がもう一つお願いしたかったの

（３番武藤拓也君

登壇）

は、砂利の払い下げは以前はやられていたこ

○３番（武藤拓也君）

発言通告書に沿っ

とがあったのですよね、もとはね。これは、

て、２件の質問をさせていただきたいと思い

その当時から法律は変わっていないと思うの

ます。

ですけど、変わったのでしょうかね。どうな

１点目に関しては、何度か出ているＪＲ日

のでしょうかね。わかれば教えてください。

高線のことであります。ＪＲ日高線の代案と

○議長（佐々木孝雄君）

なるＢＲＴについてということで、お伺いさ

本間技術長。

○建設課技術長（本間正寿君）

経過とし

せていただきたいと思います。

て、砂利をとる、とらないという法律的なも

ＪＲ日高線が被災して２年以上たちまし

のは変わっていないとは思うのですよ。それ

て、ＪＲ北海道からバス転換ということで言

で、昔許可したときに、河床の低下を招いた

い渡されたという状況だというふうに認識し

り、そういうことがあって、１０年とかそれ

ております。今、沿線自治体としてどう対応

以上前くらいに一応ストップというか、全河

していくのかというところが大変注目を浴び

川的に砂利をとらせないということにして、

ているところですけれども、報道を見れば、

そして、その後に結局今みたいな管理できな

全線復旧は断念したのかなと、ＤＭＶとして

いようなというのか、たまってくるような状

提案したのかなというふうに受けとめられて

況があちこちに見られてきたと。それで今の

しまったのではないかなというふうに思うと

河床掘削代行事業という、北海道もお金がな

ころです。

いものですから、その砂利をとるために、公

ただ、今、町長から何度か答弁いただいて

募をして選定してとらせているという、これ

いるところでは、断念したというわけではな

をずっと要領を決めて施行してきたというこ

く、全線復旧というところでしているのだと

とが実際の今の状態だと思いますので、そう

いうお話でしたので、ここは非常にほっとし

いうことで、今の段階では民間には払い下げ

たというか、安心して、今後も引き続き対応

をしていないという見解ですので、ご理解い

していっていただきたいところだなというふ

ただきたいと思います。

うに考えております。ただ、一部町長の間で

○議長（佐々木孝雄君）
○１番（櫛桁秀男君）

櫛桁議員。

も、消極的というか、なってしまっている部

わかりました。

分もあるというふうに聞いておりますので、

ただ、この地権者は、この河川があること

もし仮に断念という話になってしまった場合

によって被害に遭ったりとか、河川に土砂が

は、廃線による住民や来訪者への影響を最低

たまったことによって、またいつか何かがあ

限にするですとか、よりよい公共交通を実現

るのではないかということで、いろいろと

するべく、自治体としても策を講じていくべ

なっているわけですから、ふだんからそこに

きではないかなというふうに考えておりま

住みついていて、そうして、たまってどうし

す。

ても必要、川底が上がってそういう状態に

今までの中で言うと、代案としてＤＭＶ、

なっている場所なのですから、ぜひとも今後

いわゆるデュアル・モード・ビークルという

もこういった場所に限っては許可願いたいと

ことが、報道を見れば挙がってきていったの

いうような要請をしていただきたいと思いま

かなというふうに思うのですけれども、この
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鉄道と道路の両方を走れるＤＭＶということ

方に使ってもらうという意味でも、ＢＲＴの

に関しては、実現性ですとか利便性において

ほうがよいのではないかというふうに考えて

も、余りいい案とは思えないのではないかな

おります。

というふうに考えておりまして、開発費用の

それから、バスの特性ということで申し上

割には、乗務員にも二つの免許が必要になっ

げますと、専用道路ということもあるのです

てくるですとか、スピードも確保できるのだ

けれども、専用道路以外でも既存道路を活用

ろうかということが問題点として考えられま

した移動ということが可能になりますから、

す。

例えば、今まで懸案であった新千歳空港への

現状の代行バスを見れば、単なるバス転換

アクセスみたいなことですとか、あるいは、

というふうにしても利便性を確保できるとは

えりも町への路線の延伸ですとか、そういう

思えないという現状の中においては、当町と

こともＢＲＴを導入すると可能になってくる

して、その代案といいますか、もしだめに

のではというふうに考えますので、この点、

なってしまった場合ということを考えたとき

メリットとしては大きいのかなというふうに

に、日高線跡のＢＲＴ、バス・ラビット・ト

思います。

ランジットというふうに言われていますけど

このように、ＤＭＶというふうに提案する

も、その転換ということも自治体として考え

ぐらいだったらＢＲＴのほうがいいのではな

ていくことも重要なのではないかというふう

いかという提案を、ぜひ日高町村会ないし新

に考えております。

たにつくる組織ですとかというところで検討

ＢＲＴというのはバス高速輸送システムと

していただきたいなというのが、一番の趣旨

呼ばれまして、バスが専用道路などによって

でございます。それで、ＢＲＴにもし転換に

優先的に高速で移動できる仕組みというふう

なるとすれば、その区間はバス専用道路にな

に聞いております。

るわけですから、地域内の公共交通機関、バ

気仙沼は、東日本大震災では、その被災後

ス移動のところもある程度その道路を活用し

にレール跡地として専用道路を設けて導入し

ながらできるのではないかということも踏ま

たという実績があって、日高線もある程度長

えてご検討をいただきたいなというところ

い期間このように被災してという状況におい

を、ご提言申し上げたいというふうに考えて

ては、一つの考え方としてあり得るのではな

おります。

いかというふうに考えられると思います。

ただ、私自身も含めてですけれども、拙い

メリットとしては、定時性が余り失われず

なりに考えた代案にすぎないわけですから、

高速で移動できるというところと、利用者の

やはり交通の専門部署のない町レベルの行政

利便性をある程度維持したまま鉄道同様の扱

や議会だけではなかなか対応も難しいところ

いになるというところが一番重要なところか

があるかと思いますので、そういうことは

なというふうに考えます。実際にはバスなの

しっかりと認めつつ、新たに有識者の助言や

だけれども、ＤＭＶと同様として、体裁とし

調査研究も請いながら、国や道に任せきりに

て鉄道を残し、路線図だとか時刻表もそのま

するということではなく、自治体レベルとし

ま、東日本大震災の例で言うと残っていると

ても、きちんと広域交通を考えていくという

いう現状があります。

ことが必要なのではないかというふうに考え

そして、利便性においても、ＤＭＶですと

ておりますので、その点はどのようにやって

速度に限界があったり、入り口に段差があっ

いったらいいのかということの調査、シンポ

たり、バス以上に揺れてしまったりというと

ジウムを日高町村会として考えていくべきで

ころもあるというふうに聞いておりますの

はないかというふうに考えて、その点も実施

で、引き続き、苫小牧への通院のお年寄りの

するべきではないかというご提案もしたいと
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思います。

り、子育て環境の満足度全体につながって、

以上の観点から、５点にわたって質問とい
うふうにさせていただきたいと思います。

ひいては浦河で子育てをしたいという若い世
代が残ったり戻ってきたり、また、転勤族の

１点目として、全線復旧は日高町村会の判
断として、断念したのかどうか。

子育て世帯を引きつけて来ていただけるとい
う部分もあるのではないかというふうに思い

２点目として、全線復旧が困難ということ

ます。これは、実際にＮＴＴデータ経営研究

であれば、ＤＭＶではなくＢＲＴを検討する

所というところの調査によれば、地方移住し

べきではないか。

ての子育てを検討する場合、最も魅力を感じ

３点目として、バス専用道路は、ＢＲＴが

ていることとして、自然環境を生かした幼稚

走行しない時間帯、これは地域のバス路線と

園、保育所があることということの結果が出

しても活用し、自家用車がなくても生活でき

ております。

るようなまちづくりも目指すことができるの
ではないか。

ところで、近年では、忍耐力、自尊心、協
調性、創造性といったなかなか数値にあらわ

４点目として、単なるバス転換ではなく、

れてこない能力、学力ではない能力として、

建設的にどのような公共交通がよいのか検討

非認知能力ということの重要性に関する研究

する調査やシンポジウムを日高町村会として

が進んでおります。２０００年のノーベル経

実施するべきではないか。

済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教

５点目として、今現在、代行バスで困って

授という方がいらっしゃるのですけれども、

いらっしゃる住民は現実にいらっしゃるわけ

研究で明らかにしたことによると、学力テス

ですから、こういう方々の対応を、中長期の

トの点数などで示される賢さ、つまり、これ

公共交通のあり方、全線復旧とは別に、今現

は認知能力というふうにいうのですけれど

時点で困っている方の対応というのも同時に

も、自己肯定感や創造性、規範意識、主体

考えていくべきではないのか。その改善を検

性、協調性などといった見えない能力、これ

討してはどうかということをお聞きします。

を非認知能力といって、この高さが人生に対

それから、２件目ですが、幼児・児童の遊

する影響力が大きいという結果が出ておりま

び環境についてということで質問をさせてい

す。

ただきます。

では、その影響は何なのかといいますと、

当町では、昨年策定した総合戦略に基づい

離職率や離婚率、高校や大学の退学率、喫煙

てさまざまな子育て支援を進めているところ

習慣だったり生涯賃金、こういった項目に及

であります。また、学力においても地道な工

ぶ影響があると。こうした数値は、個人のそ

夫を重ねてきており、一定の改善が見られて

れぞれの人生の問題ということよりも、地域

いるのではないかというふうに考えておりま

や社会に与える影響が大きいとして、この非

す。

認知能力を伸ばすことによって、特に幼少期

しかし、総合戦略策定の際に実施したアン

の環境が一番大きく左右されてしまうわけで

ケートの結果を見てみると、子育て世代から

すから、この幼児教育こそが最も有益な社会

子供の遊び環境に対する満足度という値が低

投資なのではないか、未来への投資なのでは

くなっておりまして、これが町政の評価に対

ないかということを提言されていらっしゃい

する影響度も高い重点改善分野というものに

ます。以降も、このような幼児教育の大切

入っております。当町の子育て環境に対する

さ、遊び環境の大切さということは調査が進

満足度を見てみますと、３３％とかなり低い

んでおりまして、国としても現在改訂中の幼

かなというところです。遊び環境という課題

稚園教育要綱において、育むべき能力として

にしっかりと向き合って改善することによ

「学びに向かう力」という文言で、この非認
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知能力は盛り込まれております。幼児期まで

以上です。

に育ってほしい姿として、自立心や共同性、

○議長（佐々木孝雄君）

規範意識、こういった項目を挙げて、みずか

○町長（池田

ら工夫しながら創造性をもって諦めずにやり

線の関係について、私のほうから答弁をさせ

遂げる力というものを育てていこうというふ

ていただきます。

うに示しております。

拓君）

池田町長。
武藤議員のＪＲ日高

まず、１点目の日高町村会の判断として断

ベネッセ教育総合研究所の調査によります

念したのかということでありますけれども、

と、子供の遊び込む経験によって、この学び

繰り返しになりますけれども、断念はしてい

に向かう力が増大するという結果が出ており

ないということであります。ＤＭＶというの

ます。幼児期に徹底的に遊び込むことによっ

は、先ほども申し上げましたけれども、大狩

て、この力を育むことができるというふうに

部と豊郷の２カ所のところが非常に金がかか

なっております。

ると。そこでもって難色を示しているのであ

長野県は、この子育て環境の充実というこ

れば、ＤＭＶというのを利用して、鉄路は残

とに力を入れておりまして、早くからこうし

して、そこでもってやったらどうかという提

た流れに着目しながら、豊かな自然環境を生

案をＪＲ北海道のほうにしていこうかという

かした自然保育の認定制度というものをつく

ことであります。ですから、その段階で、Ｄ

り、屋外での遊びを奨励し、認めるという制

ＭＶはどうだ、ＢＲＴはどうだ、トロリーバ

度をつくっております。自然環境の中で子供

ス、あるいはこれはどうだというのは、なか

の主体性を最大限に尊重して遊ばせ、失敗の

なか提案力としては説得力に欠けるのではな

中から自分で学びとってもらう、こういう考

いかなと。

え方で臨んでおります。

今、私どもで町村会として考えております

このように、幼児・児童の遊びに注目し

のは、ＤＭＶというのを、先ほどの櫛桁議員

て、一層の遊び環境の充実を図っていくべき

のご質問の中にもお答えさせていただきまし

だというふうに考えておりますけれども、ま

たけども、ある種変化球として投げている

ずは当町の現状について伺います。

と。それで、それからまたなかなか恐らく今

１点目として、当町として子供、特に幼児

の段階で返ってくる答えはかなり厳しいだろ

の遊び環境の重要性についてどう考えている

うな、しょっぱいだろうなというふうに思っ

のか。

ています。

二つ目として、長野県の自然保育認定制度

その次に、では、どういったような方法が

の基準を仮に当町の幼稚園や保育所に当ては

あるか。キャッチボールの中でもってしから

めた場合、どの程度認定されるように把握し

ばというときには、こういったような部分に

ているか。

ついては、提案というか、検討はさせていた

３点目として、町民アンケートの結果を見

だきますけども、今の町村会は、あくまでも

れば、子育て世代からは遊び環境の一層の充

鉄路は残す。鉄路は残した中でもって、ＪＲ

実が求められているけれども、改善点をどの

北海道をその気にさせる方法はないかという

ように考えているか。

ことで提案をしているということを、ご理解

４点目として、児童の学童保育や遊び環境

いただきたいというふうに思います。

においても、十分とは言えないのではない
か。現状をどのように認識しているのか。

ただ、今の段階でどういったような公共交
通がよいのかという公共交通のあり方という

五つ目として、機構改革案が出ているが、

のは、もちろん、ご案内のように鉄路だけで

こうした子供環境の把握はどこの課が担って

はありませんので、それはそれでまた別の場

いくというふうに考えているのかです。

面なのかなと。この日高の、あるいは浦河町
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内の公共交通をどうするのかというのは、Ｊ

ありましたら、率先してＪＲ北海道のほうへ

Ｒと絡めていったほうがいいのかというより

要望していく考えでありますので、ご理解を

は、別の方法のほうがいいのではないのかな

お願いしたいと思います。

というふうには、別な場面、別なステージで

以上です。

考えたほうがいいのではないのかなというふ

○議長（佐々木孝雄君）

うに、私自身は今の段階では判断しておりま

○保健福祉課長（小野多圓君）

す。

幼児・児童の遊び場についてのご質問にお答

ともあれ、何回も申し上げていますけれど

小野課長。
私からは、

えいたします。

も、非常に厳しい状況であることは変わりは

まず１点目の、当町として子供、特に幼児

ありません。大阪で言えば、冬の陣が終わっ

の遊び環境の重要性についてどう考えている

て夏の陣が終わって、今度は春の陣か秋の陣

かというご質問でございます。

になるぐらい、非常に状況は厳しい状況であ

ご指摘のとおり、国は、幼稚園の幼稚園指

りますけれども、やっぱり、日高管内の住民

導要領、そして、保育所の保育指針というの

の公共交通、特に交通弱者の足をどうやって

を示しておりまして、各施設はこれを踏まえ

守っていくか。繰り返しになりますけども、

て、どのような方針のもとに保育を具体的に

諦めるのは簡単ですけれども、粘り強く国や

提供するか、毎年年間計画というものを立て

国会議員に働きかけてまいりたいと、このよ

ます。そして、国から示されているこの大き

うに考えておりますので、ご理解をいただき

な柱として５点ありまして、これは保育所で

たいというふうに思います。

あっても幼稚園であっても一緒であります。

○議長（佐々木孝雄君）

１としては健康、そして、２として人間関

○企画課長（柳谷健一君）

柳谷課長。
ＪＲ日高線の代

案となるＢＲＴについてということで、今、

係、３として環境、４、ことば、５、表現の
５分類となっています。

町長答弁があったのですけども、４点目の、

子供の成長に合わせて１年間を、これを４

単なるバス転換ではなく、建設的にどのよう

期に分けて、さらにクラスごとに計画を立

な公共交通がよいのか検討する調査やシンポ

て、その進捗状況を時折見ながら保育を行っ

ジウムを日高町村会として実施すべきではな

ている状況にあります。その中の三つ目の環

いかということなのですけども、荻野議員等

境という分類においては、「身近な環境に親

にも言っているとおり、やはり意見を聞くだ

しみ、自然と触れ合う中で、さまざまな事象

とか、勉強するだとか、そういうことは本当

に興味・関心をもつ」として、幼稚園指導要

に大切だと思っております。町長も再三言っ

領や保育指針に示されておりまして、残りの

ているように、この後、新たな組織が立ち上

四つの柱とバランスを考慮しながら保育を

がる予定でございますので、そちらのほうに

行っているわけです。幼児期に自然と触れ合

ぜひ提案してやっていきたいなというふうに

うことは大切なことと認識しておりますが、

考えておりますので、ご理解をお願いしたい

特に、屋外の遊びの環境を重視するというよ

と思います。

りかは、この五つの柱が欠けることなく保育

それから、５点目の、代行バスで困ってい

が行われるべきと考えております。

る住民もいる。中長期の公共交通のあり方と

次に、長野県の自然保育認定制度の基準を

は別ではあるが、その改善も検討してはどう

仮に当町の幼稚園や保育所に当てはめた場

かということでございますけども、当然、代

合、どの程度認定されるかというご質問でご

行バスにつきましては、利用者が利用しやす

ざいました。

いものにしていかなければならないというふ

信州型自然保育認定制度実施要項による基

うに考えております。利用者等からの要望が

準では、３歳以上の子供の屋外での体験活動
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が１週間で１５時間以上行われる場合に、特

間性等というテーマのほかに、もう二つござ

化型、そして、これが 1 週間で５時間以上の

います。二つ目としては、知識と技能の基

場合ですと普及型という基準に当てはまりま

礎、そして、三つ目として、思考力・判断

す。町立保育所で申し上げますと、多いとこ

力・表現力等の基礎として、三つのテーマを

ろで１週間に１２時間と、積極的に実施して

示しております。そして、これを個別に取り

いるという特化型に近い保育所もあります。

出して身につけさせるものではなくて、遊び

民間でもほぼ普及型に該当している状況にあ

を通して総合的な指導を行うものとなってお

ります。

ります。さらに、先ほど説明申し上げた現在

次に、三つ目の質問でございます。町民ア

の五つの柱は今後も維持される見込みと聞い

ンケートの結果を見て、改善点をどのように

ておりますので、保育計画に基づきバランス

考えているかというご質問でございます。

よく実施する必要があると考えております。

ご指摘のとおり、アンケートの改善分野で

また、町立の保育現場における課題をお話

は、子供の遊び場の整備となっています。ま

ししますと、園外保育も非常に大切でありま

た、４年前に子ども・子育て支援事業計画策

すが、友達の関係を築く力の弱さ、そして、

定の前段として行いました就学前幼児と小学

集団生活をする上での必要な家庭の子育て、

生児童の保護者を対象に行いました調査で

心の育ち面の弱さに関して、かつては保育所

は、地区を小学校区ごとに集計しておりまし

の入所前にできていたことを最初から教える

て、自由記入式のさまざまな意見をいただい

場面がふえているという状況であります。体

たものを若干紹介いたしますと、子連れで出

づくりや外遊びよりも時間をかけている状況

かけやすく楽しめる場所の整備ですとか、

にあり、町としては、今後も子供の状態や成

「医療体制の確保」であるだとか、保育にか

長に合わせた保育を提供することが必要だと

かる費用の負担軽減を希望する回答の割合が

いうふうに考えております。

上位を占めておりました。

今後は、限られた保育時間を用いて、園外

また、町では、保育以外に子供が自然と接

保育の内容をより効果的なものになるように

するさまざまな屋外の事業を行っておりま

検証しながら進めてまいりたいというふうに

す。一つには、親子で行われる子育て応援講

考えておりますので、ご理解をお願いいたし

座などで、大人とあわせて栗の拾い方、調理

ます。

を学ぶとか海浜で遊んだり、牛の乳搾り体験
など、社会教育事業として年間１００組が参

次に、四つ目の学童保育、遊び環境につい
てのご質問でございます。

加している状況にあります。

小学校入学後の児童の遊びについて、私ど

また、未就園児に対する子育て支援事業と

も行政が全てを把握し、その環境を整えてい

して、１.１歳から就学前までの親子を対象

くということは非常に難しいと考えておりま

に、毎月屋外活動を中心に行うわんぱく広場

す。共働きやひとり親世帯など、保護者が帰

というのがありまして、昨年度は毎月実施し

宅するまでの時間や、通学バスを待つ時間な

ておりまして、年間６４２名が参加し、遠足

ど、安心して過ごすための場所について、現

ですとか川遊びや森での遊びを行っていま

在、児童館と放課後児童広場と称して、各小

す。

学校区に１カ所、教育委員会社会教育課が設

議員ご指摘の保育指針や幼稚園指導要領

置し、運営しております。施設での過ごし方

は、再来年、平成３０年度に改正される予定

を見てまいりますと、宿題をする子や、絵を

です。昨年末に出されました幼稚園指導要領

描いたりブロック、ボードゲーム等で遊ぶな

の改善要領の答申でございますけれども、ご

ど静かに過ごすお子さんと、体育館や遊戯ス

質問にもあったとおり、学びに向かう力、人

ペースでスポーツや球技など、体を思い切り
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動かす子供さんがいらっしゃいます。さら

す。

に、暖かくなってまいりますと、屋外の遊具

今の現状の段階で、全線復旧まで目指すと

で遊ぶ子供さんもいらっしゃいます。放課後

いうところで、一つの道具としてＤＭＶとい

児童対策事業は、各施設３名体制のスタッフ

うご説明で、なるほどなというところで、ま

が運営しておりますが、基本的に、見守りを

ずは理解したいところなのですけど、その報

しながら、子供たちの安全に目配りをしてお

道を見た限り、そこでＤＭＶを提案するのか

ります。また、当町の放課後児童対策事業を

というのが、率直な住民側の思いというとこ

利用するためには登録が必要で、登録をした

ろを感じたわけですね。結局、ＤＭＶにして

日から利用可能という仕組みになっておりま

も、速度の関係ですとか乗り心地の面で、で

す。

は、それになったからといって、今までどお

今まで説明申し上げたことについては、小

り便利に使えるのかというところは、やっぱ

学校区ごとに設置しておりますが、施設をふ

り疑問に感じてしまうところであって、それ

やす必要がある、あるいはまた、運営時間や

ならばというところでＢＲＴを今ちょっとご

運営日数をふやす必要があるかということに

説明したので、今後さまざまな機会で、町村

関しましては前向きに検討してまいりたいと

会なのか別の組織を立ち上げるのか、さまざ

考えておりますが、職員数の問題や施設自体

まな場面で議論になってくるかと思いますの

の問題をクリアしていく必要があります。さ

で、そのときに一考いただければいいのかな

らに、授業が終わって自宅に戻らなくても利

というふうに考えております。

用できる学校の空きスペースを活用した児童

一口にＢＲＴといってもさまざまなやり方

広場は、利用する児童が移動の際に事故に遭

があると思うのですけれども、例えば、今一

遇する可能性を減らすことができるため、有

番懸案となっているのは大狩部のあたりの被

効な事業形態と考えておりますが、半面、学

災箇所かと思うのですけれども、例えば、気

校が休業中の利用や運営時の時間の制限など

仙沼ですと、かなりの部分が流されてしまっ

の課題もありますので、ソフトとハードをあ

たところをバス専用道路にして、そこを走ら

わせてクリアすることができないか、検討を

せますよという形でしたけれども、例えば、

進めていきたいというふうに考えておりま

新冠のところまでは日高道の事業区間という

す。放課後児童対策事業は、今後、保護者の

こともあって、今後静内くらいまでは延びて

ニーズが高まっていく事業と捉えております

くることが見込まれるのかなということは想

ので、関係課や関係機関とも協議を重ねて、

定されるわけですね。ですから、そこの静内

少しでも充実していけるように展開していき

のところまでは日高道を活用したＢＲＴにし

たいというふうに考えております。

て、それより南は鉄道の跡とかというさまざ

最後の質問でございますが、機構の関係で

まなやり方は考えられるかと思いますので、

ありますが、現在、保健福祉課が所管してい

そのあたりも鑑みて検討いただければなとい

る保育と教育委員会社会教育課で所管してい

うところです。

る学童保育に関しては、新年度から子育て医

また、それから、直接日高線沿線だけでと

療課が所管する予定となっておりますので、

いうところもどうかなというところもありま

ご理解をお願いいたします。

したけれども、なかなか外の方というか、日

以上です。
○議長（佐々木孝雄君）
○３番（武藤拓也君）

高管内外の方からは、利用者は少ないのだか
武藤議員。

ら、そんなのはなくなっても正直困らないの

それでは、１件目の

ではないのみたいな言われ方をされてしまう

ＪＲ日高線の代案となるＢＲＴについてのほ

わけですから、例えばここも、なぜ利用者が

うから再質問をさせていただきたいと思いま

少ないのかと考えた場合に、確かに管内の方
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もそうかもしれないですけれども、外からい

ですけれども、こちらの立場としてお伝えし

らっしゃるお客さんからすると、日高線とい

たいことはしっかりと伝えていくという姿勢

うのは様似で基本的には盲腸線になってし

を見せていただきたいなということで質問さ

まっているというか、そこからのアクセスは

せていただいたのですけれども、いかがで

なかなか難しいので、こちらまで足を延ばす

しょうか。

ということにはならないのかなという場合も

○議長（佐々木孝雄君）

あるというふうに聞いておりますので、帯広

○町長（池田

側へのアクセスも含めて、その周遊化、ダイ

に置きかえて考えれば、いわゆる毛細血管だ

ヤの一体化みたいなことも当然考えていかな

と思うのですね。大動脈や大静脈ではない。

ければならないのかなという部分もあります

だけれども、大静脈や大動脈は毛細血管がな

ので、その点も十分に検討の材料に入れてい

いと成り立たないわけなのですね、ご案内の

ただきたいという思いで質問させていただき

とおり。それは、ＪＲ北海道だけではなく

ました。

て、ＪＲ東にしても東海にしても西にして

拓君）

池田町長。
まず、日高線を人体

あと、４点目の、さまざまな調査やシンポ

も、いわゆるローカル線と称されるところは

ジウムも検討してはどうかというところに関

ほとんど赤字です。私のあらわし方が決して

しまして、別の場面で考えていくべきではな

正しいとは思わないですけれども、そこで人

いかなという町長の答弁もいただきましたけ

を集めてきて、ＪＲ東で言えば、山手線は大

れども、私、先日も、３月２日に新冠で行わ

変な黒字になる。それを集めてくる部分もき

れました日高の公共交通を考えるシンポジウ

ちんとカウントしないと、あそこは、ただ山

ムというところに出席してきまして、その冒

手線だけならばえらい赤字だと思いますよ、

頭で、今回、こういう場を開いたのだけれど

ほかにつながっていなかったら。それが公共

も、管内の７町長に出席いただけなくて大変

交通だと思います。それがいわゆる社会的基

に残念だと。それで、進行の方からは、ここ

盤、インフラだと思います。

に来ないということは、考えていらっしゃら

日高自動車道にしても、赤字か黒字かで

ないようだみたいな言い方をされていたわけ

いったら、道内の自動車道や高速道路の多く

ですね。私はそれを率直に聞いて非常にくや

は微妙なところだと思います。だけども、そ

しいかなと。そんなことはないのになという

こで車を集めてくるから成り立つわけですよ

部分を感じていたというところが一つありま

ね。そういったような考え方が必要なのでは

す。また、そのシンポジウムの中の前提とし

ないかなというふうに思います。

て、バスになれば利用性も向上するのだみた

それで、先般のシンポジウムの話は、特に

いなことですとか、日高道の延伸が来ている

はお答えはいたしませんけれども、首長が首

わけだから、それで問題が解決するのだみた

長として参加するには、一個人と申します

いな物言いも一部ありました。そういうこと

か、そういう関係でもってご案内いただいて

を前提に話している状況に対して、主催の団

も、これにはなかなか参加しづらい面がある

体の方のお考えがどうかはわかりませんけれ

ということもご理解をいただきたいなという

ども、そうではない考え方できちんとやって

ふうに思います。

いるのだということを幅広く住民の方にお示

それから、先ほどからの繰り返しになりま

しするということについては、やはり町村会

すけれども、専用のバスを走らせる、いろん

ですとか別の場面できちんとお伝えをしてい

なパターンは、これから最終的にだめだとい

くということが必要になってくるのではない

うふうに判断した場合には、考えなければな

かと思いますので、その点を十分に検討し

らないとはもちろん思いますけれども、今の

て、ぜひそれに対抗するというわけではない

段階では、やはり一縷の望みがあるのであれ
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ば、簡単に諦めないで頑張らなければだめだ
というふうに思います。

１件目については以上で終わりたいと思い
ます。

そのためには、先ほど櫛桁議員のほうから

幼児・児童の遊び環境についてですけれど

のご提案もありましたけれども、町民が、あ

も、今ご答弁いただきましたように、基本的

るいは日高管内の住民が、あるいは日高線沿

には、町の考えとしては、バランスのいい子

線の住民が盛り上がっている、そういったよ

育てをしていきたいということなのかなとい

うなことの発信というものもやっぱり必要な

うふうに捉えました。

のだろうなというふうに思います。そのため

ただ、先ほどちらっと申し上げた長野県の

にはどういう形がいいのか、このことを含め

事例が全ていいかというと、それはそれぞれ

て、どういう盛り上げ方、どういう形がいい

自治体の判断ですとか、いろんな考え方があ

のか、住民の皆さんとともに中央省庁に押し

りますので、それが全てだというつもりは毛

かけていくのがいいのか、道に働きかけるの

頭ございません。ただ、長野県の先ほどのご

がいいのか、いろんなパターンがあると思い

説明をちょっと補足でいただきましたけれど

ますけれども、そこのところは、メディアに

も、基本的に長野県の場合ですと、１週間に

よってこういう動きがあって、日高は諦めて

１５時間以上だと特化型、ここは自然保育を

いないのだぞということを発信するというよ

やっているのですよ、５時間やっていれば普

うなことは、皆さんの力をかりてこれから取

及型でやっているのですよという位置づけ

り組んでいかなければならないというふうに

で、それは認可型だろうが認可しているとこ

思います。

ろだろうが、幅広く横にそろえて認めていく

繰り返しになりますけれども、簡単に諦め
るわけにはいかないし、諦めたら終わりだと

のだという姿勢を見せたというところなので
すよね。

いうふうに思っていますので、よろしくお願
いしたいと思います。
○議長（佐々木孝雄君）
○３番（武藤拓也君）

先ほども答弁にありましたように、当町の
保育園、幼稚園の環境を見たときに、これは

武藤議員。

意外と、資料もいただきましたけれども、本

基本的に、全線復旧

当に自然、外での遊びというのは非常に実は

に向けた動きというのは私もぜひ応援してい

充実していて、本当に幾つかのところは限り

きたいというふうに考えておりますので、そ

なく特化型に近い、本当に外で意欲的に遊ば

の点はしっかり抑えとして頑張っていきたい

せいるのだという現状があるということは、

なと思いますので、引き続きお願いしたいと

私はようやく初めて知ったのですけれども、

思います。

そういうことを見たときに、都市部の方、特

私も何度か住民への報告会をやって、今、

に想定しているのは、振興局の例えばお子さ

公共交通はこういう状況なのですよと、皆さ

んも一緒に来てもらいたいなという部分なの

んが年をとったときにこれはどうしますかと

ですけど、これだけ浦河は自然環境が豊かな

なって、ようやく関心を持っていただけると

ところで、外遊びをやっているのですよとな

いうような状況があるのも事実です。ただ、

かなか伝わっていない部分もあるのではない

そういう場をつくっていかないことには、そ

かというふうに思うわけです。そうすると、

の重要性ですとかご理解いただくふうにはな

このあたりの今こうやって子育てをしている

りませんので、それは主体的に説明したりで

のですよという状況をわかりやすく見える化

すとか、そういう場を設けていくということ

してお伝えしていくと、それを望む方という

が必要かなと思いますので、そこの点だけ抑

のもきっといらっしゃるでしょうから、そこ

えていただきだければというふうに思いま

ら辺のところを、何も認定制度をして、こう

す。

やって自然保育をやっているのですよという
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言い方でなかったとしても、保育の実情を、

ですと、子育てを認定している幼稚園、保育

こういうふうに浦河は充実してやっているの

所というのは、ポータルサイトをつくって各

だと。それで、よそから来たお母さん方にお

園での活動の様子というのを紹介しているそ

話を聞くと、どうですか、何か問題を感じた

うなのですけれども、一番やってよかったと

りしていますかというふうに聞きましたとこ

いうふうに言われる言葉が、預けているお母

ろ、札幌はなかなか、待機児童の話もありま

さん方がそれを見て、自分の子供はこうやっ

すけれども、見比べると、幼児までは本当に

て毎日遊んでいるのだなとか、こういう状況

伸び伸びといい環境で育てられていて、本当

でやっているのだなということがわかって非

にありがたいというお話を聞くこともあるの

常に安心したというか。それがきっかけに

ですよね。だから、そのあたりのことは、も

なって、親御さんと保育者さんとの信頼関係

うちょっとしっかりよその方に対しても伝

ができてきたという部分のお話を伺っていま

わっていくと、それこそ、町長も人口減少、

す。だから、そういうメリットも踏まえてぜ

少子化のところで一番課題だというふうに

ひご検討いただけるといいのかなと。

おっしゃっていましたけれども、一つの打開

保育者さんに対して依頼関係ができます

策としてなるのではないかなというふうに思

と、保育者さんは日々頑張っていらっしゃる

うのですけれども、例えば、見える化ですと

と思うのですけど、ちゃんとやっているのか

か、外にこういうふうにやっているというこ

しらですとか、どういうふうにやっているの

とを見せていく考えはないでしょうか。

か。少し不安になってくると、もっとこうし

○議長（佐々木孝雄君）

てくれないのかとか、うちの子はこういうト

小野課長。

○保健福祉課長（小野多圓君）

確かに、議

ラブルがあったのだけどみたいな話にもなっ

員のほうから指摘を受けたいわゆるコマー

てくるのかなと思うので、やっぱり信頼関係

シャルということで言うと、保育所であれ

をつくるというのは大事だと思うので、その

ば、そこに通っていらっしゃる保護者さんと

あたりを考えていただきたいというふうに思

か、あるいは、子供さんに対してのお便りで

います。

すとかＰＲというのはあるのですが、そうで

それから、４点目になりましょうか、児童

はない方に対するコマーシャルの仕方として

の学童保育や遊び環境においてもというとこ

は、例えば未就園児の方であると、子育て支

ろなのですけれども、やはり、いろいろお話

援センターが定例的に毎月発行している「え

を聞いてみると、幼児までの環境というのは

がお」という広報ＰＲ誌があるのですよね。

非常にいいのだというお話を聞くのですけ

それのみなのですね。あとは、機会を通じて

ど、小学校に上がった後の遊び環境という

さまざまな、あるたびに保護者に伝わってい

か、学童保育も含めて、小学校の壁ではない

る程度なのですけれども、そのあたりについ

ですけどもあるのだというお話をちらほらと

ては、しっかりと改めて多く広くの方に見て

いうふうに伺っているところです。

いただけるような検討をしてまいりたいと思

例えば１例で申し上げますと、当町で進め

いますので、よろしくお願いいたします。

ている子育て支援住宅をやる西幌別の地区で

○議長（佐々木孝雄君）

すけれども、学童保育をやっているわけです

○３番（武藤拓也君）

武藤議員。
前向きに検討いただ

けるということで。

よね。そうすると、中長期のお休みになった
ときに、やはり預かっていただけないという

長野の事例で申し上げますと、よその人に

ことがあったりすると。子育て支援住宅にど

ＰＲするというのも、もちろん一つの考えで

ういう方が入るかはわかりませんけれども、

やっているという部分もあるらしいですけれ

例えば、町中から引っ越して子育て住宅に入

ども、一番やってみて反応が、長野県の場合

りますとなったときに、今までだと児童館と
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かほかのところで預かってということもでき

もしれないですけれども、そうやって一体と

たのに、あら、あの学童保育は中長期休みに

なって、小学校に行ったら遊び環境ががらっ

はやっていただけないのかしらというふうに

と変わってしまうというみたいなことになっ

なると、思っていたのと違う環境が生まれる

たりですとか、一体となって考えていただけ

わけですよね。ですから、ハードはハードと

るような方向でやっていただければなという

して整備していくのはもちろん大事なのです

ふうに思いますので、引き続き私のほうも子

けれども、そのあたりは、ソフト面も含めて

育てとか遊び環境、今回で初めてわかった部

子育てを応援できる地域をつくっていくとい

分もたくさんあるので、勉強してまいりたい

う意味では、そこら辺の工夫もやっぱり必要

なと思いますけれども、一緒にそういう、や

になってくるのかなと。

はり、昔と子育ての環境は大分変わってきて

やはり、小学校に上がったお子さんとか

いる部分はあると思うので、時代に応じた対

を、そういうときに預ける場所もなくて、お

応を一緒に考えていきたいなと思いますの

じいちゃん、おばあちゃんに頼むのもちょっ

で、よろしくお願いします。

と気が引けてというときに、例えば町場に預

○議長（佐々木孝雄君）

山根副町長。

けたりとか会館に遊ばせたりということもあ

○副町長（山根博範君）

武藤議員が今ご指

るらしいですけれども、例えば、東町のふれ

摘のように、昔と今はどんどん変わってきて

あい会館にとりあえず午前中、預けに行きま

いると。昔は、隣近所が子育てをしたという

したとなったときに、昼１時間、お昼に１回

時代が、どんどんそういった時代でなくなっ

閉めてしまうというか、１回出なければいけ

てきている。でも、やっぱり私たちの目指す

ないという状況があって、１回迎えに行かな

ところは、そういった大切な部分というもの

ければいけないわけですよね、例えば西幌か

を目指していかなければならないのかなとい

ら。また午後になると預けに行ってというこ

うのが、まず一つあるのですね。やっぱり、

とが出てきてしまうと。そうすると、預かり

地域で子育てを見守っていくという取り組み

場所として遊ばせておける環境として、なか

は、多分忘れてはならないことだと思いま

なかそろっていないという状況が生まれたり

す。それはご指摘のとおりだと思います。

して、細かなところを見ていくと、一工夫す

それから、今回、学童保育の問題について

ればもうちょっと何とかなるのではないかな

も、例えば、行政の人間がご指摘を受けれ

というのが幾つかあるのかなというふうに思

ば、なぜ学校で休みの期間中はあいていない

います。

のかとなるのですね。そうなるのです。とこ

私が聞いているのは、あくまで幾つかのお

ろが、学校側から言えば、管理の問題だと言

話ですけれども、こうやってアンケートで遊

うのですね。子供のためと、それから、管理

び環境の不満みたいなことが出てくるという

と、どっちが大切だという感覚はあるので

ことは、何らかそういう部分があるのかなと

す。でも、実際なかなか改善できないという

思いますので、細かくこのあたりのニーズ、

問題もあることも事実なのです。そこは十

困り感というかを丁寧に見ていっていただき

分、これから子ども課が一体的に掌握をしま

たいなと思います。

すので、子供にとって何が一番いいのかとい

これ以上の質問ということではないですけ

うまず大前提の上で、一つずつ改善を図るも

れども、今後は子育て医療課の部分で、社会

のをふやしていきたいなというふうに考えて

教育課と一緒にそちらのほうに変わるという

ございます。

ことですので、そのあたりは何というのです

例えば、学童保育、放課後児童広場につい

か、幼児と学童という社会的には制度という

ても、かつては２人だったのですね、見てい

か、ステップがあったりという部分はあるか

る人が。でも、どんどん帰りが遅くなったり
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だとか、いろんな問題があって、子供もふえ

うに感じつつも、これから若い子育て世代が

てきたということで、３人にしているのです

どういったようなことを期待するのかを含め

ね。そういうようなことも含めてどういう改

て、しっかりと取り組んでまいりたいなと。

善方法があるのかを、そこは取り組んでまい

いずれにしても、若い世代が安心して子供を

りたいというふうに思いますので、引き続き

産み育てるまちをつくりたいという思いは変

議員の皆さんと一緒に、大事な子供たちです

わりませんので、その中でどういう方法論が

から、未来をしょって立つ子供たちですか

あるのか、そこのところはしっかりと検討を

ら、そういった部分を少しでも充実させても

進めてまいりたいと考えておりますので、よ

らいたいと思うので、ご理解をいただきたい

ろしくお願いします。

というふうに思います。

○議長（佐々木孝雄君）

○議長（佐々木孝雄君）
○町長（池田

拓君）

池田町長。

○３番（武藤拓也君）

感想を。学童保育の

部分です。

武藤議員。
町長からも感想とい

うことでいただきましたので、私も一言申し
添えて終わりたいなというふうに思います。

今の時代と昔の時代を置きかえてみれば、

町長がおっしゃったように、昔の子供たち

小学校に入ってからですよ。学校から帰って

は自分でつくったものだというのも、非常に

きたら、周りに、隣近所には遊ぶ同世代が

よくわかるというか、それこそ、自分たちで

いっぱいいたということもあるでしょうけれ

足りないならつくっていくというような子供

ども、親から、例えば何を用意して、かにを

たちを育てていくのが一番いいだろうという

用意してくれたことは、私に関して言えば、

ふうに思うのですよね。そういう自立性とい

あるいは私の友達に関して言えば、誰もいな

うか創造性を発揮してというところも、研究

い。そして、例えば、ブランコも家から縄を

によりますと遊び込む体験が大事、遊びが大

持ち出して自分でつくるものだし、あるい

事だというふうに出ておりますので、どっち

は、家から材料を持ち出して、木の上にツ

が卵でどっちがひよこかという話もあります

リーハウスというほど大げさなものではない

けれども、そうやって子供たちがどんどん遊

けども、それをつくったり、そういうものは

んでいけるような環境というのも一緒につ

全部子供たちが自分たちでやったのですよ

くっていけたらなというふうに思いますの

ね。恐らく、今の子供たちも、そういうふう

で、そのために知恵を絞っていかれればなと

にやっているほうが伸び伸び育つのではない

いうふうに思いますので、引き続きよろしく

かなとは思いますけれども、残念ながら隣近

お願いいたします。

所になかなか同じような子供がいないだと
か、別な環境があるのだろうと思います。

以上です。
○議長（佐々木孝雄君）

施設的な整備で言えば、例えば、おもちゃ

以上で武藤君の質

問を終わります。

というのでしょうか、遊具だとかを整備して

２時２５分まで休憩いたします。

も、子供はすぐ飽きると思うのですよね。子

休憩

午後

２時１３分

供の飽きない遊びはどういう遊びがあるの

再開

午後

２時２６分

か、その中でも、危険性の少ない遊びはどう

○議長（佐々木孝雄君）

いう遊びがあるのかは、これは、ボランティ

ます。

ア団体として子供会だとかいろんな団体があ

次に、１０番武中君の発言を許します。

りますので、そういうところでも研究しても
らいたいなというふうには考えますけども。
武藤さんの質問を聞いていて、これがジェ

会議を再開いたし

（１０番武中憲士君
○１０番（武中憲士君）

登壇）

１件について質問

させていただきます。

ネレーションギャップなのだろうなというふ
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浦河も少子高齢化が進んでいます。その影

響は、漁業の後継がだんだん少なくなってい

１点目ですが、昆布、小型機械船等の漁業

て、荻伏漁港、東栄漁港、浦河港と地元の船

経営体の減少をどのように捉えていますか。

がだんだん減っている状況をつくっていま

２番目として、そこへの行政の立場でどう

す。とても寂しい光景になってきています。

かかわっていくのかをお伺いします。

町長は、この状況をどう感じておられるで
しょうか。

３点目ですが、漁協でも漁業者の実態を資
料化していますが、町では、どの程度資料化

浦河町の経済基盤として、漁業、軽種馬を

として持っているのか。家族後継者、また

含めた農業、商業、それぞれがかかわり持っ

は、他の形での後継者へ将来的に継承される

て成り立っているところが大きいと理解して

実態などをどの程度押さえているか。また、

います。そんな中、漁業について見ますと、

現在の経営者の将来の考えや意向について等

生産額の変動は、気象条件等の影響が大きく

の調査はしているのかをお伺いします。

左右する年度で増減がありますが、漁業者の

４点目ですが、直近の状況意識調査をし

努力で貢献している状況だと判断しておりま

て、実態の把握と検討をすべきと考えます

す。経営体数である漁船の数は、昆布を含め

が、どう考えておられますか。

大きく減少しています。漁船の減少は、浜の

５、経営体（漁業者）の数の減少は漁業全

活気を減退させるとともに、生産組織の機能

体の衰退につながると考えますが、町の考え

低下や漁場の管理等にも大きく影響している

を改めてお聞きしておきます。

ものと考えます。また、魚価への影響も避け

６点目ですが、現状は、漁業者の平均年齢

られません。漁船の数を一定程度残す努力が

もかなり高くなっていますし、高齢漁業者も

必要となっているものと考えます。

増加しています。自身の経営の将来を考え始

漁業権の継承は一定のルールの中で行われ

めている漁師の方もいると想像します。突然

ますが、船、資材、倉庫も含めばらばらに処

廃業する状況も起こり得ます。船、資材、倉

分され、経営自体は廃業になっています。本

庫等がばらばらに処分されている実態もあり

来、すぐに事業ができる状況、船、資材、倉

ます。船、資材、倉庫等が一括でスムーズに

庫等の一括継承での継承が望ましいと考えま

継承されることで経営体の減少を抑える手段

す。そこで、そのような継承が進む体制づく

になると考えます。漁協と連携をとってその

りを進める必要があると思います。元来、漁

体制づくりを進める考えはないのか、お伺い

業は親から子への継承が行われていました

します。

が、そのような状況は減っております。いろ

７点目ですが、漁業の継承には、漁業権の

いろな原因や環境など、さまざまなことがあ

継承に一定のルールがあり、なかなか新規の

ります。

継承には解決が必要なことは十分理解してい

そんな中、漁業協同組合が主体であり、行

ますが、漁業の将来像等を明確にしていく中

政が率先することにはなかなかならないと思

で、既存漁業者の理解をいただけるような環

いますが、既に後継者対策として、財政的な

境づくりを進める必要があるとともに、漁業

支援施策が一定の効果として、十数名の新規

継承が少しでも進むような行政のかかわりを

での若者の漁業への参入があることを踏まえ

期待しますが、どうお考えでしょうか。

ると、経営体、漁師の数の減少を食いとめる

８点目ですが、漁業にも技術や技、地域の

ために、漁協との連携で役割の分担を持った

特性などを伝授する機会、期間、要するに、

制度を含めた体制づくりをすべきと考えま

今、いちごでやっている研修というような意

す。

味合いですが、必要です。新規漁業者支援制

そこで、何点かについて質問させていただ
きます。

度を拡充して一定の期間の継承準備ができる
制度の創設や、継承補助制度、要は、継承し
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たときに資材、船、倉庫等が移られるときに

だけに限らず、農業、林業等の浦河町の一次

ある程度の資金が要るという部分では、そこ

産業も同じような検討を進めなければいけな

に一定の制度上の補助制度をつくってはどう

いだろうなというふうに思っています。その

かということも必要と考えますが、どう考え

中でもって、特に昆布ですと、一番難しいの

ますか。

は選葉だと思うのですけれども、選葉を含め

９、さきに触れましたが、親から子への継

て、学ぶべき、覚えるべき技術というのは非

承が少なくなっている中では、将来的には、

常に多いというふうに感じております。それ

全道、全国に向けた情報発信で、意欲のある

を、さあすぐ、昆布小屋と船と船外機等を渡

方、関心のある人へ、全道、全国から募集を

したから、おまえ頑張れよと、それではなか

かけた中で引き継がれるという状況も必要に

なか経営が成り立たないだろうなと。ご質問

なってくると思いますが、その辺をどのよう

にありましたように、やっぱり何年間かは、

に考えるか、お聞きします。

昆布の干し方やら選葉を含めて技術伝承をし

以上について、順番に答弁願えればと思い
ます。お願いします。
○議長（佐々木孝雄君）
○町長（池田

拓君）

なければ、なかなかスムーズにソフトラン
ディングして経営継承はしていけないだろう

池田町長。

なというふうに考えております。それがどう

武中議員の、漁業の

いったような方法があるか、あるいはまた、

事業継承を進めるためにということでのご質

国のほうでもってそれに合致するような、う

問にお答えをさせていただきます。

まく活用できるような制度があるかどうかを

まず、船の件数が年々減っている。そし

含めて、喫緊の課題だというふうに考えてお

て、組合員の平均年齢も非常に高いという現

りますので、漁業協同組合とも十分協議をし

状を考えれば、浦河の一次産業の柱の一つで

てまいりたい。漁業協同組合のほうでも、そ

ある漁業、このまま手をこまねいていてはい

このところの危機感は私どもと共有しており

けないということで、新規の就漁対策、町独

ますので、近いうちにそういう場を設けてい

自で、国の制度は使いづらいものですから、

きたいなというふうに考えてございます。

打たさせていただきました。ご質問にありま

もう一方、これは私の持論でありますけれ

したように、それなりに効果はありますけれ

ども、昆布も、高齢化が進んで、例えば、一

ども、それだけではだめだというふうに考え

段２０キロ持つのは大変だと。今は１５キロ

ております。

も検討されているようでありますけれども、

例えば、一例ですけれども、かつての本

かつては３０キロ、それが２０キロになった

町、東町地区の昆布をとっている戸数、最大

のは、もう半世紀以上前だと思うのですね。

のときには１０８件くらいあったのですけれ

それが、これだけ高齢化が進んできて、真昆

ども、今は恐らく３０軒前後であろうという

布とか利尻昆布は１５キロになっているの

ふうに思います。そのぐらい急激に昆布を採

に、なぜ日高昆布は２０キロなのだろうな

集している業者が減っております。

と、そういう思いもあります。

わかりやすくお話をするために、昆布に特
化してちょっとお話をさせてもらいます。

それから、かつては一等昆布と五等昆布、
あるいは雑昆布だったら、かなりの値段の開

そういう中で、このままではだめだなとい

きがあったのですけれども、今はかつてほど

うことで、担当課のほうには、ご質問にあり

の開きもなくなってきています。そういう中

ましたような経営の継承、親子間の継承でな

でもって、１、２、３、４、５、あるいは、

くて別人に当たる場合の継承と、これは大き

雑までの、そういったような細かく選葉をす

な課題だから研究・検討せよということにつ

る必要があるのかどうか。これはもちろん、

いては指示を出してあります。これは、漁業

ユーザーであります日昆とか、そういった団
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体とも協議をしなければいけないことだと思

合員資格、漁業権取得の条件緩和を実施、ま

いますけれども、そういう余りにも細かいこ

た、国や道に働きかけ、漁船や機器類の購入

とが、やっぱり新規就漁者にとっては入りに

費の補助制度の創設などもされてきたところ

くいハードルの高い部分だとも思っています

でございます。

ので、そういった不易流行という言葉もあり

２点目の、行政の立場でのかかわりの部分

ますけれども、ずっと保っていく部分はしっ

ですけども、行政の立場として、町では漁業

かり保って、それぞれの時代に合った昆布生

振興策として、各種事業への支援を中心に

産のあり方というのを、浜、あるいは流通を

行ってきたところであり、今後も漁業者、漁

交えて、考えていかなければならないだろう

協、関係機関との連携をとりながら進めるも

なというふうに考えております。少なくとも

のでございます。漁業担い手対策としては、

今のままでもって、この浦河の、あるいは、

先ほども出ておりましたが、漁業担い手支援

日高の昆布の生産量あるいは生産高が守れる

事業におきまして、２４年から２８年度まで

というふうには感じておりませんし、守れな

に３４名に支援を行っておるところでござい

いということは流通業界、ひいては消費者の

ます。

期待に応えられないということにもなってい

３番目の漁協の資料の部分ですけども、漁

きますので、そういったようなことのないよ

協で持っている漁業者の実態の資料について

うに、どういった手だてがあるか、これにつ

は、漁協から提供いただきまして共有するよ

いては、しっかりと漁業協同組合あるいは漁

うにしております。後継者の実態について

業者の皆さんの声を聞きながら検討を重ねて

は、必要に応じ漁業から聞き取りを行い、現

まいりたい。そんなに残された時間は多くは

在後継者がいる経営体数につきましては３５

ないというふうに考えておりますので、ご理

件、浦河が１５件、荻伏が２０件というふう

解をいただきたいと思います。

に伺っております。経営者の意向についての

詳細につきましては担当課のほうからお答
えをさせていただきます。
○議長（佐々木孝雄君）
○水産商工観光課長（真下

基礎的な実態につきましては、日高振興局で
以前行ったものがありますが、町独自の調査

真下課長。
修君）

は実施したことはございません。
武中議

４点目の状況意識調査をしたほうがよいの

員の漁業の事業継承の関係のご質問、詳細部

ではという部分につきましては、議員ご指摘

分を私のほうからご答弁いたします。

のとおり、意識調査による実態の把握につい

まず、１点目の漁業経営体数の減少につい

ては必要と考えております。今後、漁協や関

ての問題ですけども、過去１０年の統計から

係機関と、実施に向けた協議検討を進めたい

言いますと、漁協の組合員は５３人減ってお

というふうに考えております。

りまして、現在、２８年度当初で２５０人。

経営体の減少については漁業全体の衰退に

昆布の着業者は３２人減っておりまして、１

つながるということの町の考えにつきまして

１４人となっております。親が子に仕事を継

は、町長も申したとおり、危機感を持って対

がせるときの判断要素は、安定的である程度

応しているということでございます。

の所得が見込めるかだと考えると、当町の漁

６番目の船、資材、倉庫等が一括でスムー

業経営体の減少は不安定な経営状況を示して

ズに継承されるようにということでございま

いるものであると考えております。所得向上

すが、現在、スムーズに漁業継承を阻害する

のための付加価値向上など漁業政策に取り組

要因として、船、資材、倉庫等がばらばらに

んでおりますけども、効果的な解決策が見出

処分されている実態があるということは、ご

されていない状況であります。漁業協同組合

指摘のとおりでございます。船・資材・倉庫

では、漁業に入りやすい環境整備として、組

等の一括継承につきましては、漁協とも協議
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することを考えたいと思います。しかし、例

あることから、漁業者、漁協、関係機関との

を挙げて申しますが、例えば、ご主人がとり

話し合いが重要であろうと思います。情報の

昆布と拾い昆布をしていて、事情によりやめ

共有を密に行い、よりよい体制がとれるよ

ることになった場合、奥さんは引き続き拾い

う、協議、検討を進めていきたいと考えてお

昆布をしたいという場合になれば、とり昆布

ります。

を別の人が継承し、船と資材は別の方に、拾

以上でございます。

い昆布の部分の浜と倉庫については奥さんが

○議長（佐々木孝雄君）

武中議員。

そのまま使いたいというようなことが起こっ

○１０番（武中憲士君）

再質問をさせてい

て、漁業種類によっては一括継承できないと

ただきます。

いう場合も想定されております。

今回、漁業の部分で、少子高齢化の高齢化

７番目の漁業権の継承の部分でございます

という部分では、組合員の平均年齢が極端に

けども、後継者がいればスムーズに進むと聞

というか、毎年少しずつ上がっていく中で、

いておりますけども、新規参入者への継承と

新しい方の参入が少ないから当然上がってい

なると、組合員資格の取得、漁業権の取得ま

くという部分では、かなりの高齢化になって

ではできたとしても、着業となると漁場の割

きた部分で、その状況の中で、ある程度将来

り当てという問題が、割り当て数の限りがあ

を見据えた中で、大体これぐらいをめどに漁

るという部分で漁場の確保が難しい問題であ

業をやめるのだみたいな状況が発生している

るというふうに聞いておりまして、ここの部

のだと。実例もわかっていますけども、実際

分では町が直接かかわれない部分であるとい

の実態がわからない中では、ある程度意向調

うふうに考えております。

査なりをした中で、この漁業経営体が将来的

８番目の漁業の技術、地域特性などの伝授

に引き継がれるものか、そのまま解体される

についてですけども、議員のおっしゃるよう

ものかという部分を踏まえた中で、いろんな

な仕組みづくりが理想であると思いますし、

部分で進めるべきではないかなという前提が

そういった制度をつくりたいという思いがあ

あります。

ります。漁業者が自身の後継として受け入れ

そうした中で、先ほど町長もおっしゃって

た場合は、全ての技術を伝えてもらえるとい

いましたけども、現実問題、例えば、昆布だ

うふうに思いますが、漁業者は一人一人が経

けで１年間の生計が保てるかという部分で

営者であり、皆さんそれぞれの技術、考え方

は、昆布と違う漁船漁業なりという部分で浜

があることから、ひとり立ちするまでに何十

は１年間の生活を営んでいるというのが現状

年もかけて培ってきた匠とも呼べる技術を新

なわけです。

規参入者へ快く教えてもらえるような取り組
みも必要だと考えております。

そうした中で、現実問題、今、新規就漁で
ある程度若い方が入ったけども、ほとんどの

９番目の全道、全国に向けた情報発信の部

方が乗り子さんだったり、一部子供として継

分でございますけども、北海道には北海道漁

承する方もいますけども、新たに就業でき

業就業支援協議会、全国的には全国漁業者就

る、要するに、昆布の漁業に参入できるかと

業者確保育成センターなど、漁業をやってみ

いったら、なかなか乗り子のままで昆布とい

たいと思う方の相談窓口があることから、当

う状況にないという状況があります。

町としても、地域の受け入れ体制が整備され

そうした中では、結局どうなるかという

れば活用していきたいというふうに考えてお

と、今言ったような、高齢者の方が持ってい

ります。

る機械船はそのまま一定の時期にやめました

最後になりますけども、これらの問題につ

みたいな状況が発生しているというのがちょ

きましては町だけでは進めていけない課題で

こっとある中、将来的にはもっと進むのでは
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ないかという部分では、明らかにあと３年後

の部分について行政的に何かないかという部

にはやめますと。でも、昆布はとりますと、

分では、大いにかかわって、積極的にかか

さっきの状況が発生するのだと思います。

わっていける部分があると思うのですけど

そうした中で、では、昆布の受け皿が浜に

も、共同漁業権の行使の範疇の中での組み合

はないのかといったら、各浜がある程度減っ

わせというのは、やはり行政の部分ではない

た中で、昆布を就業とできます、その船も引

というふうに思います。

き継げますという組み合わせができるのだと

ですけれども、俺のほうは関係ないよと

思うのです。一つの経営体の塊をごっそりで

言っているわけではなくて、そこを乗り越え

はなしに、ここはこの方にいきますけども、

ていかないと、浦河の漁業がなかなか将来的

昆布もあわせて権利として与えられますみた

に展望が開きにくいということは十分認識し

いな状況で、生活ができる状況を担保できる

ていますので、私は、行政は行政の立場で

という制度は誰かがつくらないと、今の状況

もって漁業協同組合のほうには働きかけをし

だとなかなか難しいと私は思っています。

ますけれども、ぜひとも組合員は組合員の立

そうした中では、既存の漁業者の意識調査
なり将来設計なりという部分では、早急に資

場で漁業協同組合のほうに働きかけをしてい
ただきたいなと。

料をもって、この漁業があいて、では、これ

そういったようないろんな組み合わせの中

をどうしていくのかというときに、結びつき

で、夢の持てる漁業、力強い漁業に向けて、

を持っていくなり、今、乗り子として新規漁

きちんと新規就漁者あるいは漁業後継者が安

業者になられた方の将来像を、何年後にはこ

心して取り組んでいけるような、そういった

の船があきますので、その船の継承として物

ような形をつくっていきたいなというふうに

事を考えませんかみたいな進め方をしていか

思いますので、質問のところはまさしくその

ないと、今ある経営体がスムーズに継承され

とおりだというふうに思いますので、これか

ていくという部分では難しいのかなという状

らもよろしくお願いしたいと思います。

況があると考えているのですけども、その辺

○議長（佐々木孝雄君）

武中議員。

については一言あれば。

○１０番（武中憲士君）

そうなのです。私

○議長（佐々木孝雄君）
○町長（池田

拓君）

池田町長。

は、だから、継承できる制度をつくってい

まず、ご質問のとお

り、そういったようなところが課題だという

く、要するに、継承させるまでつくってくだ
さいという話ではないのです。

ふうに考えてございます。

その部分でちょっと具体的な話になります

私は、とり昆布も拾い昆布も合わせて昆布

けども、例えば、新規就漁で一定程度の財政

に特化して、昆布でもウニでもいいですけど

的支援が８万円だったり、条件によっては住

も、というお話をさせてもらったのは、その

宅費が出たのかな、その中で今、町はやって

次の漁業の組み合わせ、例えば、自分で機械

いますよね。そのときに、例えば、組合員で

船をもって刺し網をする、船の乗り子にな

はなくて、漁業に入るきっかけが、例えばこ

る、さまざまな組み合わせがあります。それ

こに３年後にやめる方がいますと、やめる方

をどうやっていくというのは、そこから先と

というか、やめる計画でいますという方がい

いうのは行政の役割ではないのかなというふ

たときに、ここに乗せますと。でも、何が成

うには思っています。その組み合わせを、本

り立たないのかというと、乗せる側、今、事

人と相談してこういう組み合わせで、こうい

業をやっている方が第三者を船に乗せて賃金

う漁業権を付与するよと、その中でもってど

が払えるかどうかという部分では、払えない

ういう組み合わせをするのだ、そのときにこ

ので、結局そのままでいってしまうという傾

ういったようなことが隘路になるので、ここ

向もあるのだと思うのです。
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そうした中で、ある程度の研修期間を設け

分だったり、一番は漁業権の継承順番という

ますみたいな中で、新規就漁のお金をある程

のですか。基本的には実績評価が大きくて、

度割り増しした中で、２年間なら２年間の範

ある程度あいた漁業権に関しては、過去大分

囲でその方の船に乗りますと。ただし、それ

先に、前より漁業権を希望していた方に行き

は、乗った給与という形を行政的な支援の中

ますというのがルール上ちょっとありますの

で賄っていけば、要するに、高齢者の方をイ

で、そうした中では、漁業者の団体の方の理

メージしていますけども、高齢者の方が体力

解が必要だというのは十分わかるわけで、そ

的にいろんなことができなくなった状況の中

うした中では、一定程度の状況の中で、今の

で、将来後継する方が船に乗ることによっ

漁業の状況をもうちょっとわかりやすい状況

て、事業もある程度活発になるのではないか

にした中で理解を得られる環境づくりという

と。そうした中で、２年後にその方がやめた

ものも大変必要だと思うのです。

ら、２年後か３年後かはわからないですが、

そうした中で、間違いなくどんどん減って

やめたときに、今乗ってくれていた方がそっ

いっている機械船だったり昆布の磯船といわ

くりとその部分を引き継げるという部分で

れる部分だったり、もっと言うなら、昔の状

は、一定程度、さっき言った新規就漁の資金

況だと作業がしやすい、昆布に関しては干場

の充実を図って、そういうことにも使えます

の上に倉庫がありますという状況が、干場は

よとか、何を言わんとするか、８万円では多

ここだけど倉庫は全然別のところですよみた

分無理なのでしょう。それをもうちょっと上

いな状況を防いでいけて、より効率がよい状

乗せするなりという部分で、行政が乗っかれ

況の中で継承ができていくのではないかとい

る部分はあるのではないですかというのが一

う気がしてならないわけです。

つ。

そうした中では、改めて言いますけども、

結局、その事業が継承されたときに、資材

結局、現状の認識はデータとしてはあるけど

が本当に無償で譲渡できるものなのかどうか

も、それぞれの漁業者の意向という部分はな

という部分で、そこもなかなか微妙なので、

かなか今把握されていないのではないかとい

継承するときに、ある一定程度補助的な要素

う部分では、先ほど、やっていくということ

を持てますよと。これはよその町村でやって

をおっしゃっていましたので、やっていただ

いますから、そういった部分で絡まりながら

きたいというのが一つ。

物が進むと、全てとは言わないけども、一つ

それから、いろんな中で、要するに生産性

でも二つでもそういうふうな継承が行われて

がちょっと低い部分では、生活がなかなかで

いくのかなという。その前提は何かといった

きないという部分に関しては、いろんな組み

ら、親から子への継承がなかなか難しくなっ

合わせの中で、そこは解消されるのではない

てきた状況の中では、浜の状況を把握した中

かと期待がある中では、漁協との協議の中で

で、そこに少し制度上の手だてをすると、そ

制度を載っけた中でそういうものができる状

ういう新しい形が生まれるのかなという部分

況。

と、もう１個、行政に絡まっていただいて、

それから、開かれたというか、要するに、

漁業の将来性のある程度グランドデザインを

情報的に発信されていない部分で、後継者を

描いていただいた中で、漁業者の理解を得ら

探しますといったところで、いないわけです

れないとなかなか解決しない部分も、町長は

よね、なかなか。そうした中では、いろんな

よくご存じでしょうけども、あるわけですよ

情報発信の中で、いろんな地域間でも継承で

ね。

きるという部分で体系をつくっていただきた

先ほどの答弁の中で、お魚を捕れる範囲、

いという部分で頑張っていただきたいという

漁場の割り当てだったり何だったりという部

ことで、質問した部分に関しては、ある程度
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前向きにそっちでやってもらえるという認識

以前にも浦河町職員の適正化についてとい

でいいのかどうか、最後にこれは確認してみ

うことで質問させていただきましたが、今

たいと思います。

回、町職員の定数管理と職員数計画について

○議長（佐々木孝雄君）
○町長（池田

拓君）

池田町長。

ということで、１問目に質問させていただき

隘路を並び立てれば

ます。

たくさんあるわけですよね。共同漁業権の関

今回、１２年ぶりの機構改革もあるとお聞

係して、昆布に限って言いますね。船の関

きしていますので、こちらについて確認させ

係、干場の関係、昆布小屋の関係、あるい

ていただきたいと思います。

は、船外機の関係、そこに残債があったらど

浦河町職員の年齢別構成の状況を見ます

うするのだ、あるいは、組合の借金があった

と、過去のさまざまな時代の側面から、大幅

らどうするのだ、さまざまな関係がありま

な人員削減、または、退職者の不補充で職員

す。ですけども、それを乗り越えていかない

定数を削減したことによりまして、職員の年

と浦河の漁業は立ち行かないよということで

齢構成がいびつになっている層が見られま

ありますので、さまざまなことはありますけ

す。町のホームページでも引き出せるのです

れども、そこのところはしっかりと前向き

けれども、浦河町職員の給与、定員管理など

に、行政としてはアプローチしていきたい。

の状況について、これを見ますと、３０代か

ただ、いかんせん漁業協同組合の考え方もあ

ら４０代の職員の方たちの年齢層が下がって

りますので、相手のあることですので、そこ

いるような状況が見受けられます。

のところは、そういったような共通の方向性

また、この課題を解決するには、民間から

が持てるように漁業協同組合のほうにも働き

の中途採用ですとか、組織運営によって補正

かけてまいりたいと、このように考えてござ

されていくことが必要なのですけれども、浦

います。

河町におきましては、現実問題として補充し

○議長（佐々木孝雄君）

武中議員。

切れていないのが現状だと思います。また同

○１０番（武中憲士君）

いろんな考え方が

時に、団塊世代の大量退職に伴う退職者の経

ある中で一つ提起できたかなという状況の中

験値を中心とした行政ノウハウの継承や、人

では、今後の推移を見守りながら、改めて

脈などのネットワークの消失が生じるのでは

ちょっとずつ、意見を発せられる場があれば

ないかという現実もあります。

発していきたいと思いますので、よろしくお

このように、行政ノウハウですとかそう

願いいたします。

いったことの継承がうまくいかないと、行政

終わります。

の継続性という点から考えましても、大きな

○議長（佐々木孝雄君）

以上で１０番武中

君の質問を終わります。

穴が生じるのではないかと心配です。一定の
年齢層の職員が手薄となって、これからの幹

３時１０分まで休憩いたします。

部職員の担い手も不足することが懸念される

休憩

午後

３時０１分

再開

午後

３時１２分

浦河町の職員構成の状況を見ても、もう既

会議を再開いたし

に始まっていますけれども、地方創生をやり

○議長（佐々木孝雄君）
ます。

のではないでしょうか。

抜くためにも、そしてまた、これから５年

次に、７番飯田君の発言を許します。
（７番飯田美和子君
○７番（飯田美和子君）

後、１０年後の町行政や幹部職員の担い手の

登壇）

ことを考えますと、その機能を果たしていけ

通告書に基づきま

るのかということがとても心配です。

して、２件について質問させていただきま
す。

また、このような恒常的な人員不足から、
単純ミスがふえる懸念もあります。このこと
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が大きな事故やミスにつながる可能性も高く

回の機構改革や地方創生での成果が求められ

なるのではないでしょうか。いわゆるヒヤ

る中、今の職員体制で今後推移してゆくの

リ・ハットです。ゆとりのない環境、ゆとり

か。

のない人員、またはオーバーワーク、超過勤

２、町職員の年齢別構成について３０代か

務から、体の疾患や精神疾患を病む職員も出

ら４０代の職員が極端に減少していることに

てくるのではないかと心配です。地方公務員

ついて町としてどのように対処しようとして

の長期病気休暇者は毎年増加の傾向をたどっ

いるのか。ひずみを補うためには社会人枠の

ていますけれども、全体数の約５２％が精神

登用や臨時職員の正職員化など考えられると

疾患で病む公務員の割合になっているそうで

思うが町としての考えは。

す。今日の新聞にも載っていましたけれど

３、この３０代から４０代の極端に減少し

も、果たしてこれがいいのかどうかというこ

ている職員層がこのまま推移すれば、退職者

とが問題ではありますが、残業月１００時間

の経験値の継承や行政ノウハウ、または、人

未満へということでの繁忙期の上限で、事実

脈などのネットワークの喪失になるのではな

上青天井になっている残業時間の上限に初め

いか。行政の経験値の継承や継続性について

て法的な強制力が設けられることになりまし

町はどのように考えているのか。

たけれども、みんながみんな１００時間で体

４、条例定数と現職員数の乖離から、職場

調を崩すかといえば、そうではなくて、それ

環境や職員数に、ゆとりを感じることができ

以下でも実際には悲しい事件は起きて、民間

ないように思うが、現在の環境下で時間外労

の会社での超過勤務による自殺の件は１００

働や仕事量の増大で体調を崩す職員もいるの

時間以下で起きているわけですから、職員の

ではないか。町として職員の健康診断やスト

仕事と休息のバランスというのはとても大切

レスチェックなどの結果を把握し対処してい

なことだと私は思っております。

るのか。

また、どこの自治体もそうなのですけど

５、今回の機構改革では課をふやさないと

も、財政難から正職員を採用できないという

いうことのようだが、なぜ課をふやさないの

現実から、臨時職員が大変ふえているのが現

か。行政サービスとしてどのようなメリット

状です。浦河町の職員数の推移におきまして

があるのか。また今回の機構改革の体制によ

も、平成２８年度は、職員数２７６人中、正

り時間外労働の削減や職員の負担は軽減され

職員が１６０人、臨時職員は１１６人と、総

るのか。

数の４０％に達しているところです。そうは

６、人口減の現在ではあるが、やはり町民

言いましても、仕事が減っているわけではあ

第一の行政サービスが何より大切だと思う

りません。さまざまな多様化する社会の現状

が、行政サービスを行う上で今後の町職員の

から、仕事の内容はふえている一方です。ま

定数管理と職員数計画についてどのように考

た、正職員をふやさないということで臨時職

えているか。

員を雇っているということですけども、これ

続きまして、２番目の質問、コミュニティ

は、公務員の定数にカウントされない非正規

スクールについて質問させていただきます。

公務員がふえてきているというのが、どこの

コミュニティスクール、皆さんもお聞きに

自治体でも現状だと思います。

なったことがある言葉だと思うのですけれど

さまざまな浦河町の側面もあるにせよ、今

も、コミュニティスクールは、学校運営に当

後について、町の考え方について質問をさせ

たって、保護者や地域の方々の参画の仕組み

ていただきます。

として、それぞれの立場で主体的に地域の子

１、職員数の条例定数は２０６人だが、こ

供たちの成長を支えていく学校づくり、地域

こ数年は１６０人前後で推移しているが、今

コミュニティづくりを進めていくのが目的で

― 52 ―

す。そのために、学校運営協議会を設置し

ことに効果があるという報告の一方では、事

て、教育委員会から任命された皆さんが意見

業予算の確保ですとか、担当する係の人員の

を出し合っています。

不足のほか、委員の発言で学校運営が左右さ

学校運営協議会を設置するコミュニティス

れるのではないかという不安があると言われ

クールが制度化されたのは平成１６年です。

ています。問題や課題があるものの、国とし

文科省では、コミュニティスクールを平成２

ては学校のコミュニティスクール化に取り組

８年までに全国の公立小学校の１割に当たる

むことを目標としているのが現状です。

約３,０００校に拡大することを目標に掲げ

また、文科省によると、協議会と評議員の

ております。平成２８年４月現在で２,８０

いずれを置くかは、地域の実情に応じて選択

６校が指定されています。また、区域内全て

して、学校評議員制度について十分な活用の

の公立小中学校を指定している教育委員会

実績を有する教育委員会においては、今後、

は、２７年から２８年に比べて３５市町村増

学校運営協議会への移行について、積極的に

の１１４市区町村にのぼります。

検討していただくことが望まれるとされてお

コミュニティスクールによって、地域住民

ります。

が積極的に学校に協力する環境がつくられ

こういったいろんな背景を踏まえて、町と

て、子供の課題解決に成果を上げているとい

してコミュニティスクールの導入についてど

うケースが多くなっていると聞いています。

のようにお考えになっているのか、お聞きし

また、このコミュニティスクールには、校長

たいと思います。

先生及び地域住民や保護者などから構成され

１、今現在、文科省は全国の公立小学校に

る学校運営協議会が設けられ、地域、保護

おいてコミュニティスクールの設置を１割に

者、学校が一体になってよりよい学校教育と

当たる約３,０００校に拡大することを目標

特色ある学校づくりを推進し、地域に信頼さ

にしているが日高管内における状況はどう

れる学校づくりを行うことが求められていま

なっているのか。浦河町としてはコミュニ

す。

ティスクールの設置についてどう考えている

この学校運営協議会の役割は、必須項目で

のか。

ある校長の作成する学校運営の基本方針を承

２、既に設置した自治体を見て、子供の側

認すること、任意の学校運営に関し教育委員

面や教師の側面、開かれた学校としての側面

会または校長に意見を述べることができるこ

についてどのような成果があるか。また、課

と、学校の教職員の任用に関して教育委員会

題点をどう考えているのか。

に意見を出すことができるなどの、３点が地
方教育行政法で規定されています。

３、もしコミュニティスクールを設置する
ということになれば財政面や人的な手だては

コミュニティスクールの対応はさまざまで

国や道などからあるのか。また、係や人員体

すけれども、実際、コミュニティスクールを

制についてどのように想定はしているのか。

実施している学校の調査では、８０％以上の

４、学習指導要領の改訂スケジュールから

学校が、先ほどの記載されている項目に対し

段階的にコミュニティスクールが実施される

て効果が出ているということですけれども、

ということが示されているが、国が進めるよ

コミュニティスクールを導入することで、地

うに全ての自治体がこのコミュニティスクー

域のお祭りなどに参加する子供がふえたり、

ルを設置しなければならないのか。

保護者の学校への苦情や意見の提案、相談、

以上、４点についてお聞きします。

協力に変化が出てきたというお話もありま

○議長（佐々木孝雄君）

す。

○総務課長（浅野浩嗣君）

しかし、コミュニティスクールを導入する

浅野課長。
それでは、飯田

議員の一つ目のご質問、町職員の定数管理と
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職員数計画について、こちらについてお答え

て、あるときぷっと正職員になるということ

申し上げます。

はなかなかないなと。そういった皆さん方も

まず、一つ目のご質問ですけども、今回の
定例会におきまして、機構改革に係る条例の

試験のほうも受けていただければと思ってお
ります。

改正ということでご提案申し上げていますけ

３番目でありますけども、職員数の少ない

ども、今回の機構改革につきましては、最小

年齢層、今も言いましたけども、こういった

限の改編といいますか、改革ということで考

ようなひずみが出ているというのは、ある時

えておりまして、職員の数もほぼ同じ体制で

期、職員の採用を抑制しまして、そういった

考えているところであります。

ことからひずみが生じていることと思ってお

職員につきましては、ここ数年といいます
か、欠員補充ということで行ってきましたけ

ります。議員おっしゃられるようないろんな
懸念が出てくるかと思います。

ども、職員の数、平成６年がピークでありま

お話がありました退職者の経験値の継承と

して、そのときは２４１名おりました。その

か行政のノウハウ、また、人的ネットワーク

間に、今日に至るまで、老人ホームの民間移

ということはあるのですけども、こういった

譲等がありまして今の数になっていますけど

ことは、日ごろから先輩、後輩ということで

も、大体３割ぐらいの減少であります。

一緒に仕事をしておりますので、そういった

今後は、新年度から新しい、大幅な改正で

中での直接的、間接的な指導によりまして、

はありませんけれども、機構改革の中で総合

そういった事業の継続性とか人材育成をする

戦略、また、第７次の総合計画を進めていき

ことも必要だと思っています。

ますけども、そういった中での事務事業を進

戻るようなことになりますけども、そう

める中で、これで配置がいいのかなというこ

いったことから、改めまして、年齢的にバラ

とで検証しながら、中には増員が必要、ま

ンスのとれた組織体制、これは大変重要であ

た、減らしてもいいかなという課も出てくる

ると考えておりまして、先ほどの社会人枠も

のかなということで、その辺は日々検討しな

使いながら、また、毎年の採用についても、

がら対応していきたいと思っております。

そういったことも考慮しながら進めていきた

二つ目の、職員の年齢構成でありますけど

いと考えております。

も、議員ご指摘のように、ちょっとといいま

４番目なのですけども、現在の定数、それ

すか、大分ゆがみが出ているところでありま

と、実際の職員数とでは、お話がありました

す。実際見てみますと、２０代と３０代が少

ように、大分乖離があるわけであります。し

なくなっています。特に３０代の係長職、こ

かし、その定数の範囲内で、その時々の状況

れが少ないのが現状であります。

といいますか、そういった中で、これまでも

そういったことから、ここ数年社会人の経

適正に配置していると考えております。その

験者、そういった枠を設けまして、町村会の

差だけをもって、ゆとりがないなとか、大変

試験とは別個に採用を行っており、いわゆる

だなというのも一概に判断できないかなとい

年齢構成の平準化、これを図っているところ

うことだと思っています。

であります。今後ともこういった対応をして
いきたいなと考えております。

ただ、そうは言いましても、それが原因か
どうかということはまた別なのですけども、

なお、臨時職員の正職員化ということなの

職員の中には体調を崩す者もあります。肉体

ですけども、基本的には、公募によって行い

的に、また、精神的にということで崩す者も

ます町村会の採用試験、また、今言いました

おりますけども、同じ職員に仕事の負担がか

社会人の採用試験、これを受けてもらうこと

からないようにということで、そこは配慮し

が基本になりますので、そのまま臨時でい

ながら職員の配置を考えているところであり
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ます。

すけれども、意外になかなか目配りができて

あと、今年度から、ストレスチェックとい

いないということもあります。管理職がそう

いまして、職員の精神的な状態、メンタルヘ

いった中での中心になるのですけれども、そ

ルス、それをチェックする試験といいます

ういったことで、新年度におきましては、こ

か、そういった検査を行いました。これは臨

のストレスチェックをさらに生かして、なお

時職員も含めて全体で行いまして、うちの場

かつ職員研修の中でも、管理職を主に対象と

合ですと２３４名全員に行ったところであり

したメンタルヘルス、よい職場環境づくりと

ます。その結果でありますけども、その中

いうことでの研修を深めていきたいというこ

で、ある数値以上だと、ちょっと複雑なので

とで考えております。

すれども、高ストレスということで判断され

あと、５番目なのですけれども、今回の機

ます。その高ストレスというのが２３４名の

構改革は、課の数はふやさないということを

うち３０名ということで判断されました。全

基本に行ったところであります。必要最小限

体の１割を超える数でありました。うちの産

の改革ということで先ほども申し上げました

業医の先生から、これはちょっと高いかなと

けども、そのため、全体の数は同じでありま

いうことでのお話もいただいているところで

すので、現状維持の数ということで行ったと

ありまして、この点につきましては十分配慮

ころであります。課の数をふやすと、トータ

しながら、今後の人員配置、採用についても

ルで同じですから、一つの課の職員が少なく

考えなくてはいけないかなということで考え

なる。課は、では、何人以上がということが

ております。また、先生のほうからは、そこ

なかなか言いにくいのですけども、一定の数

の中の３０人の中で、またなおかつ、ちょっ

以上いないとなかなか、日ごろの業務もあり

と今の部署ではということも考慮しなければ

ますけども、いざというときに力としてなか

いけないなという者も何人かおりまして、そ

なか動きにくいところがあります。そういっ

ういったことも含めながら、配置については

たことから、今回は全体の課の数はそのまま

十分、このストレスチェックの結果を考慮し

で、総体の職員数も考えると課の数は同じだ

て行っていくことで考えております。

ということで判断して行ったところでありま

あと、ストレスチェックを行いまして、

す。

個々の結果はここで個人情報ということがあ

あと、時間外労働、今、国の働き方改革と

りまして、本当のごく一部の者しかわからな

いうことで、今日も飯田議員からもお話があ

いですけども。あと、課ごとでの傾向といい

りましたけども、残業時間についても、国の

ますか、課も基本的に１０人以上いないとな

ほうでも新たな指針を出すようなことである

かなか見通せないということもありまして、

と思います。時間外労働、また、職員一人一

似たような職種の課でグループをつくりまし

人の仕事の負担ということなのですけども、

て、それぞれのグループの傾向を見るとい

これは、人事異動の前にもう既に行いました

う、そういった結果も出ておりますので、そ

けども、管理職からそれぞれの課の状況を聞

れは管理職のほうに渡して、個々のというこ

いて、ヒアリングですけども、これを行いな

とではなくて、お宅の課の職員全体の傾向は

がら、課の人数もそうですけども、人事的な

ということで渡しております。これを配慮し

ことでのそういった人員の配置を行っており

ながら日ごろの職場環境、うまくやってくれ

ます。

よということでの、その辺の相談はしている
ところであります。

ただ、そうは言いましても、急な突発的な
事故とか、今日も地震がありましたけども、

いずれにしましても、そういった日ごろの

あれがもっと大きかったらいろんな対応が出

人間関係といいますか、同じ職場であるので

てきます。そういったことや新規事業という
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こともこれからありますので、そういった中

間で全公立小中学校の１割、約３,０００校

では、一定程度の時間外労働も出てくるのか

に拡大すると目標を掲げております。

なということでも判断しているところであり

平成２７年１０月の中央教育審議会では、

ます。そうは言いましても、職員のワークラ

全ての公立学校がコミュニティスクールを目

イフバランスといいますか、そういったこと

指すべきであり、教育委員会が積極的に設置

にも考慮しながら進めていきたいと思ってお

の推進を進めていくような制度的位置づけの

ります。

見直しをすべきである旨の提言がされており

最後になりますけども、当町も人口減少、

ます。

それに伴います地域経済の縮小、そして、財

そして、平成２９年２月７日、学校運営協

政環境の悪化、そういったことがあります。

議会の設置規定を任意設置から努力義務に改

そうですけども、持続可能な安定した行政

正する法律案を閣議決定しており、今後の国

サービス、これを行うためには計画的な定員

会の動きを見守ってまいりたいと考えており

管理、これは必要であると考えているところ

ます。

であります。将来におきましても、複雑化、

また、北海道の動向ですが、国の計画を踏

多様化する町民ニーズに対応した効率的で効

まえ、平成２５年３月に策定された北海道教

果的な財政運営、これができるよう、これま

育推進計画（改訂版）において、国と同様

での定員管理の実績、また、今後の行政需要

に、５年間で小中学校の１割、約１４０校に

の動向等を勘案し、組織機構改革や事務事業

拡大することを目的として推進しておりま

の見直し、さらには、良好な職場環境づく

す。

り、こういったことも検討材料にしながら、

１点目のご質問の、日高管内における状況

なかなかすぐ判断は難しいのでありますけど

と浦河町としての設置についての考え方につ

も、必要で適正な職員数を今後検討してまい

いてであります。

りたいと考えておりますので、どうぞご理解
ください。
○議長（佐々木孝雄君）

日高管内については、平成３０年度の設置
予定をしているところが２町、設置時期は未

新保課長。

○教育委員会管理課長（新保慶二君）

定ですが設置に向けて検討を進めているとこ
コ

ミュニティスクールに関するご質問につい

ろが１町、そのほかは検討中などとなってお
ります。

て、ご答弁いたします。

当町の考え方ですが、平成２９年度から２

コミュニティスクールに関する目的につき

年間の予定で将来を見据えた学校のあり方を

ましては、議員のご質問の中にもあったとお

地域で検討してもらうため、中学校区ごとに

りであります。コミュニティスクールとは、

学校の関係者と地域の関係者で構成する地域

学校運営協議会を設置している学校のことで

の学校教育のあり方を考える会を設置する予

あります。学校運営協議会は、地方教育行政

定としております。この会における主な検討

の組織及び運営に関する法律第４７条の５に

課題の一つとして、コミュニティスクールの

基づく制度で、教育委員会規則で定めるとこ

設置について想定をしております。会議は年

ろにより置くことができるとされておりまし

３回の開催を予定しておりまして、検討課題

て、任意設置規定というふうになっておりま

に沿った勉強会や先進校の視察を行い、検討

す。

を進めることとしております。国や道、日高

コミュニティスクールに関する国の動向で

管内の動向を見ますと、将来的には具体的な

すが、平成２５年６月に閣議決定された国の

設置についての検討が必要になると考えてお

第２期教育振興基本計画では、ご質問にあり

りますが、まずは、設置を予定しております

ましたとおり、コミュニティスクールを５年

地域の学校教育のあり方の会議における検討
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を進め、地域の意見を聞いてまいりたいと考

間、運営の充実で２年間の計４年間とされて

えております。

おり、補助対象経費の３分の１が補助される

２点目のご質問の、既に設置した自治体を

ということになっております。この事業は平

見て、子供の側面、教師の側面、開かれた学

成２９年度も継続されて実施される予定と

校の側面についてどのような成果があるの

なっております。なお、北海道の補助制度は

か、また、課題点をどう考えているかについ

ありません。また、人的な手だてについて

てであります。

は、導入の促進時における教職員の加配の制

文部科学省の事例集からということであり

度がありますが、北海道全体の枠の関係か

ますが、子供の側面では、地域行事に参加し

ら、希望どおりに配置されるのは難しいとい

たり地域社会に関心を持ったりする子供がふ

うことで聞いております。

えた。子供の勉強に対する構え、姿勢が変

次に、係や人員体制についての想定につい

わった。さまざまな活動の充実に子供の学習

てですが、コミュニティスクールの設置につ

効果が上がった。時間を守る、整理整頓、挨

いて協議していない段階ですので、今のとこ

拶や返事など、当たり前のことがしっかりで

ろ想定はしておりません。コミュニティス

きる子供がふえた。いじめや不登校がなく

クールの設置について具体的な検討に入った

なったなどであります。

段階で、必要に応じて検討してまいりたいと

教師の側面では、地域の方の学校に対する

考えております。

思いがわかった。地域の学校という意識が向

４点目の、コミュニティスクールを必ず設

上した。やりがいを感じるようになった。学

置しなければならないのかとのご質問につい

校支援ボランティアの活動により、指導体制

てですが、先ほども申し上げましたとおり、

の工夫や学習指導の効率が図られ、教師が子

法的には現在のところ任意設置となっており

供と向き合う時間が生み出された。

まして、現在、国会で審議中の改正案も努力

開かれた学校の側面では、地域や保護者の

義務となっておりますことから、必ず設置し

学校への関心が高くなった。生きがいづくり

なければならないというものではありませ

や地域コミュニティの活性化に貢献した。学

ん。しかし、１点目のご質問にご答弁申し上

校行事に参加する保護者、地域の方がふえ

げましたとおり、国や道内の動向を見ます

た。子供を地域で育てようという意識が高

と、将来的には具体的な設置についての検討

まった。学校と地域、家庭が目標を共有し、

が必要になると考えております。当面の当町

実現に向けて協働するようになった。小中連

における取り組みとしましては、平成２９年

携が強化されたなどが挙げられております。

度から設置を予定しております地域の学校教

課題点についてですが、学校の支援にかか

育のあり方を考える会を通じ、地域の意見を

わる人材の確保や育成、それから、制度の趣

聞いてまいりたいと考えておりますので、ご

旨の周知も含め、地域、家庭と学校をどうつ

理解のほどよろしくお願いいたします。

なげていけるかが課題となっていくものと考

○議長（佐々木孝雄君）

飯田議員。

えております。

○７番（飯田美和子君）

１番目の再質問を

３点目の、コミュニティスクールを設置す

させていただきます。

る場合の国や道からの財政面や人的な手だて

先ほど浅野課長のほうからご説明いただき

はあるのか。また、係や人員体制について想

ましたけれども、２０代から３０代までの年

定しているのかとのご質問についてですが、

齢構成の部分が足りないというか、職員数の

まず、財政面の措置は、国の補助金がありま

状況としては少なくなっているということで

す。コミュニティスクール導入等促進事業と

すので、ここの、これからもふやしていくと

して、補助期間は原則、導入の促進で２年

いうことですけれども、どれぐらいの目標と
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いうか、今少ないうちのどれくらいを埋めた

けど、そんなに下がっているわけではないで

いという、希望としてどういうふうに、この

すね。ところが、財政基盤としては、どんど

少ない部分に関してどれくらい埋めたいと

ん人口が減ってまいりますから、そこの部分

思っているか。今後について、毎年そんなに

では苦しくなっているのが事実なのです。

そんなに採用できるわけではないかもしれま

そうしますと、私どものほうとして、では

せんが、将来的な目標というか、そこの部分

どこを、財政基盤として何をやめていくかと

についての、少なくなっている部分について

いうことを考えていかなければならない。で

の補充について、お聞きしたいと思います。

も、やっぱりなかなか町民のサービスという

○議長（佐々木孝雄君）

山根副町長。

のはやめづらいのですね。そうすると、町の

○副町長（山根博範君）

基本的に、今は欠

人件費という部分をできるだけ効率的に運営

員補充という考え方でもっていっておりま

をしていかなければならないということが、

す。そういった中で、どんどん年齢が高い人

やっぱり最初に発想として出てくるのです

がやめていく数がやっぱり多いですね。そう

ね。

なれば当然若い世代を採っていかなければな

そういうことがあるものですから、抜本的

りませんので、平均年齢的にはだんだん下

に各課からヒアリングしたときに、足りな

がっていくという考え方でおります。

い、足りないの嵐なのですけども、そういう

一番課題なのは、今回も社会人枠を募集し

部分はなかなか解決をさせてあげられないと

ていったのですけども、なかなかこういう好

いうのが実情なのです。そういうことを踏ま

景気の状況、全体的にという意味ですけど

えて全体的な考え方で少しずつはふやしてい

も、役場の試験になかなか募集が少なくなっ

きたいとは思いますけども、なかなか一遍に

てきているというのがまず一つあります。

解決がつかないということもご理解をいただ

それから、私ども行政を預かる者として、

きたいというふうに思っています。

例えば、法律を読み込む力だとか、いろんな

○議長（佐々木孝雄君）

飯田議員。

施策をつくる上での起案をする力だとか、そ

○７番（飯田美和子君）

ありがとうござい

ういった最低限の力が必要となりますから、

ました。

ある一定の学力がないと、なかなか採用しづ
らいのですね。

多分、本当に人口が減っていく中で、サー
ビスを続けなければいけない仕事はあるけ

それから、このごろ、いろんな精神的な病

ど、人はそんなにいっぱい採用できないと。

気も含めて病気を発症されて休む職員もいる

そういった循環の中で、それで、４番目、

のですけども、そういうことを考えて見てみ

さっきお答えをいただきましたけど、体調を

ますと、どちらかというと若い職員がそうい

崩す職員も出てきているということなのです

う状態になるのが多いのですね。もっと言え

が、こういった状況ですから、ゆとりをつく

ば、働き盛りの３０代、４０代の後半の人が

るというのは難しいかもしれないですけれど

なるのかなといったら、実はそうではないの

も、職員の体調管理というかワークライフバ

ですね。そこもやっぱりデータから上がって

ランスについて、これからは、そういった状

きている以上は、何らかの手だてをしていか

況ではある中でも、少しでもゆとりがある環

なければならない、そういうふうに考えてご

境、ゆとりのある仕事状況とか、そういった

ざいます。

ことも必要だと思うのですが、それについ

我々も、基本的にかつては臨時職員、正職

て、先ほど、職員研修などを深めていきたい

員を含めて給与費といいますか、全体の人件

というお話もありましたし、産業医などにい

費の部分は１４億円を超えていた。今は１４

ろいろと働きかけていきたいというようなお

億円程度ですから若干下がってはいるのです

話ではありましたけども、ここの部分につい
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て具体的な案があれば教えていただきたいの

も、時代の流れによって、それこそ課の数だ

ですが。

とか仕事の量だとかは変わってくるとは思う

○議長（佐々木孝雄君）

山根副町長。

のですけれども、人口がこれぐらいになった

○副町長（山根博範君）

何をもってゆとり

ときはこういうふうにしていくみたいな、基

とするかという部分も、ここで考えなければ

本的な考え方というのはこれからつくられる

ならない時代に入ってきているのかなという

のでしょうか。ちょっと最後だけ、そこだけ

ふうに考えてございます。

お聞きして終わります。

と申しますのも、例えば、昔の部分でいけ

○議長（佐々木孝雄君）

山根副町長。

ば、先輩に連れられてお酒を飲む機会が圧倒

○副町長（山根博範君）

基本的には、定数

的に多かったのですね。だけど、そんなに仕

管理、定員管理計画というのですけども、そ

事がきついという感覚はなかった。だけど、

この部分をつくっていくというのは非常に大

今は、さまざまな法制度の中で、やらなけれ

事的なことだというふうには思っています。

ばならない、いろいろ考えなければならない

ただ、では、現状の定数でよしとするのか、

ときに、考える力というものを養っていかな

あるいは、もう少し各課の状況を聞いて、何

ければならない。そうしないと、自分がどこ

人か上乗せしたものを定数とするのか、考え

で手を抜くかといいますか、言い方はちょっ

方はさまざまだと思うのですね。

と悪いですけども、そういうこともできなく
なってしまう。

私ども行政で皆さん方に提案をするのは、
なぜそこまで、例えば、今の定数を毎年変え

そう考えますと、仕事をする力、それか

ていくのか、条例でという問題と、ある程度

ら、余暇を楽しむ考え方も含めて、全体的に

余裕を持った分は、なぜそこに余裕を持たせ

自分の一日をどう制度設計といいますか、設

ているのかという部分、やっぱり、地元のふ

計していくのか、暮らしを支えていくのか、

だんの仕事のやりよう等の部分も検証しなが

自分自身でというものをきっちり意識を持っ

ら提案をしていかなければならないと。そう

てそれぞれが取り組んでいかなければならな

すると、言ってみれば単純にはいかないとい

い。あるいは、役場の組織として、そういう

うこともご理解をいただきたいというふうに

考え方を植えつけていかなければならないだ

思います。

ろうというふうに思います。それは、産業医

それから、いろんな施策というものが今後

の先生も含めていろいろなご意見をいただき

たくさん必要となってくると思っています。

ながら、改善するものは改善してまいりたい

私どもの職員が求められるのは、やはり計画

と、そのように考えてございます。

する能力といいますか、そこが必要となって

○議長（佐々木孝雄君）

飯田議員。

きます。というのは、一つのものをやり遂げ

○７番（飯田美和子君）

ありがとうござい

る、こういう大事なものを施策とするといっ

ました。

た場合に、きちっと計画をもってそのアク

この質問については最後になりますけれど

ションプログラムをつくっていかなければな

も、最後に、浦河町は一生懸命、今、人口減

らないのですね。そうしないと、人事異動を

対策をしているところではありますが、これ

したときに、新しい人は、またゼロから始め

からいろいろ人口が減ってきているというこ

るのですね。そうではなくて、途中までこう

とを考えますと、町職員の定数管理や職員数

いう検証をしてここまで来たのだということ

計画についてしっかり検討していかなければ

がきちっと伝えられるような、そういう職員

いけないのではないかなということをすごく

の仕事の仕方というものも変えていかなけれ

思っているところですので、こちらのほう

ばならないと考えています。そういう意味で

は、誰が例えばそこのポジションについて

は、管理職の指導能力というものも非常に大
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事になってまいりますし、私どもの責任とい

もらって、どういう考え方がいいのかという

うのも非常に大きいものだというふうに思い

ところを聞いて、その意見をもとに長期的な

ます。それも含めて全体的な定数のありよう

考えを教育委員会で将来的にまとめていけれ

というものは、同時にこれからも検討してま

ればいいかなというふうに考えております。

いりたいというふうに思いますので、ご理解
をいただきたいと思います。
◎

会議時間延長の宣告

○議長（佐々木孝雄君）

以上です。
○議長（佐々木孝雄君）

飯田議員。

○７番（飯田美和子君）

その地域の学校教

育を考える会の中でさまざまな課題を検討し

報告いたします。

て、そのうちの一つにこのコミュニティス

間もなく定刻の午後４時になりますが、飯田

クールも入ってくるということですけれど

議員の一般質問が議了するまで会議時間を暫

も、これは最後に、ぜひそういうふうにして

時延長いたしますので、ご了承願います。

ほしいということで希望として話をさせてい

飯田議員。
○７番（飯田美和子君）

ただきますが、子供のためにやろうとするこ
職員数の定数管理

のコミュニティスクールにしても、さまざま

については、再質問を終わらせていただきま

な、小中一貫教育ですとか、この考え方の中

す。

で検討されるということですけれども、子供

続きまして、コミュニティスクールについ

のために一番いい方向になるように、決して

てなのですけども、先ほど新保課長のほうよ

急がずにゆっくりと時間をかけて話し合って

り、私の１番の質問の中から、中学校区ごと

いただきたいなというのを希望とさせていた

に地域の学校教育を考える会、これを設置し

だきまして、質問を終わらせていただきたい

ますよということで、教育長の方針にも載っ

と思います。

て書かれていたところですけれども、これ

以上です。

は、先ほども言いましたけど、コミュニティ

○議長（佐々木孝雄君）

スクール設置についての課題を検討していく

問を終わります。

以上で飯田君の質

とさっきおっしゃっていましたけど、この中
で何度かもまれて話し合いをされて、やるか

◎

散会宣告

どうかについてだとか、地域の実情について

○議長（佐々木孝雄君）

だとか、検討されるということでよろしかっ

これをもって散会とし、明日は午後１時に再

たですか。確認です。

開いたします。

○議長（佐々木孝雄君）

新保課長。

○教育委員会管理課長（新保慶二君）

それでは、本日は

お疲れさまでした。
地域

の学校教育のあり方を考える会についてです
が、昨今、結構大きな教育課題が国のほうか
らも出されてきまして、それを一つ一つ協議
する方法もありますけど、この際、いろんな
テーマを出して、地域の中で話し合ってもら
おうというような考えでおります。大きく
は、先ほどお話をしましたコミュニティス
クールの導入について、それから、小中一貫
教育、それから、学校規模の適正化といいま
すか、統合だとか、そういうことについて、
決めるというよりも、いろんな意見を出して
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散会

午後

４時００分

