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 平成２５年第３回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分） 

 

議長 おはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。ただいまの出席議

員は１２名で、会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、９番松原議員、１０番千葉議員を指名します。 

日程第２、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと

おりであります。この順序により指名します。１０番千葉議員を指名します。

１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉。本日は簡易水道事業整備計画につきまして一般質問したいと思い

ます。生活インフラの基本であります、簡易水道の整備全般につきまして、本

日は時間の限り伺っていきたいなと思っておりますのでよろしくご答弁のほど

期待をいたしております。現在、平取町の簡易水道は、本町地区、それから振

内、中部振内地区、そして貫気別地区と３地区の施設を有しておりますが、水

道管耐用年数の大幅な超過、それに準じた有収水率、まあ有収水率とは、供給

した水量と料金としての実際の収入があった水量の比較でありますけども、そ

の悪化が著しい状態にあります。現在、簡易水道事業として予算を計上し、荷

菜地区の整備から進めておりますが、年間、５千万円前後の整備計画を進めて

いくにせよ、予定されている総事業費、これは長年にわたっての総事業費であ

りますが、２４億円を完成させるためには、単純計算でこの予算の執行を続け

ていくと４８年、おおむね半世紀にも及ぶ事業年数が必要となってくるもので

あります。水道管の耐用年数が４０年くらいであることから、このままの状態

を継続して事業を続けていけば、先の見えないエンドレスな事業となる可能性

が高く、平取町は永久に水道工事を続けるようなことになりかねます。そこで、

今後の整備計画をどのように進めていくものか、私は町民生活に密着した町の

重要課題として、非常に注目をいたしております。また有収率の悪化からか高

額な水道料金が長年続いており、それからも逃れることのできない現状も懸念

しておりますが、平成２７年度から予定されております簡易水道整備計画をど

のように捉えて進めようとしているのか、本日はその見解を伺うとともに、今

後の、財政状況を的確にとらえた簡易水道整備事業の推進方針の考え方につき

まして答弁を求めたいと思います 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい。それでは今のご質問にお答えしたいと思います。まず最初に平取町の簡

易水道の現状について若干ご説明させていただきたいと思いますが、総合計画

の説明時にも申し上げましたとおり、平取町内の３簡易水道の平均有収率は５

０％でございます。簡単に言いますと半分は漏水していると考えていいかと思
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われます。日高管内では一番低い有収率となっております。簡水別の有収率で

は、本町簡易水道が６１．６８％、中部振内簡易水道が４５．７９％、貫気別

簡易水道については２３．０５％という数値になっております。三つ合わせて

平均値をとりますと５０．００％という数値が出てまいります。水道使用料に

つきましては、１０トンあたり、３０６０円になっておりまして、これもまた

日高管内では、一番高い金額となっております。北海道でも４番目に高い水道

料金になってございます。これが平取町の３簡易水道の現状かと思います。そ

れでご質問に対するお答えでありますが、まず、漏水対策でありますが、町内

の簡易水道につきましては、中部振内簡易水道の本管、平成８年にやった分を

除いてそれ以外につきましては、昭和２３年から昭和２５年に布設されたもの

であります。約６４年、経過してございます。材質はほとんど鋳鉄であります

が、この鋳鉄管の耐用年数は約４０年でございます。耐用年数過ぎてからも２

０年ほど経過しているというのが現状であります。平成２２年度に荷菜地区に

おきまして、漏水事故が多発したことから、平成２３年度よりですね、年間５

千万ほどの事業費で、荷菜地区の本管の布設替えを行ってきております。２３

年、２４年度と２か年終わりまして、あと２か年ですね、２５年度、２６年度、

事業費同じく５千万程度でいきまして、２６年度で荷菜地区はおおむね終了す

る予定でございます。その後の整備計画、平成２７年以降についてどうするか

ということでございますが、場当たり的に整備を進めていくということは当然

好ましくありませんので地域の状況、布設年度等を十分把握しながら、整備を

進めていくということが肝要と考えておりますので、平成２５年、２６年度の

２か年において、平成２７年から向こう１０か年の長期整備計画を策定する計

画を立てたところであります。計画策定の予算措置もしたところでございます。

整備につきましては基本的には２４年度同様、国庫補助３分の１を得ながら、

残りについては、過疎債、水道債といった起債を使って進むというかたちにな

ろうかと思います。次に水道料金の軽減対策でありますが、平成２５年度の予

算説明でもご理解していただけると思いますが、平取町の給水単価、１トン当

たりの収益につきましては、２４年度実績で２９０円となっております。１ト

ン当たり要するに２９０円で売っているというかたちになります。これに対し

て給水原価ですね、１トン当たりの経費、水１トンをつくる経費が幾らかとい

いますと、約３８０円かかっております。そういうことで差し引きしますと、

経費の方が９０円多くかかっているというのが、現状でございます。そういう

ことからいきますと、給水原価の算式については、今の単純に簡易水道の経費

の総額から起債の償還分を引いたなかでも１トン当たり３８０円かかっている

ということですので、総支出経費からいきますと１トン当たり５１０円の経費

がかかっているということでございます。そういうことで将来的に経費が収入

より下回れば、水道料金を軽減することは可能でありますが、今現在水道の起

債残高１１億円ございます。そういうことで起債の残高につきましては、年間

６千万ほど、償還していっておりますので、このことはしばらく続くと思われ
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ますので、そういうことからいきますと水道原価が給水単価を下回るというこ

とは、ありえませんので、当面の間、水道料金を軽減するというのは、現実的

には難しいかなと考えてございます。どうしても軽減するということであれば、

一般会計からの繰入金を増やさなければ、下げるということはできないという

ことになろうかと思います。以上でございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

実情というか現状認識というのは私も所管の常任委員会のなかでも説明受けた

とき、長年にわたってこういった状態がやっぱり続いているということは強く、

受けとめておる次第でございます。ただし、何回も言うようですけども生活の

基盤である水道水の安定供給は、これはもう必要不可欠であるとともに、やは

り今現在の財源の状況を含めてですね、今後の平成２７年度からの事業整備計

画については、しっかりと今、建設水道課長から答弁あったとおりですね、取

り組んでいく必要があろうかなというふうに思っております。特に最近は経済

も低迷しているということでございますけども、私は町内の建設業界全般の活

性化を図るという意味におきましても、施工箇所が１か所に集中することなく、

できることなら複数箇所あるいはその企業体などを形成しながら単年度の事業

費を今現在の財政状況のなかから最大限可能な限り捻出することが、私は求め

られているのかなというふうに考えております。また最近、よくテレビとか新

聞でも出ておることなんですけども、日本は地震の活動期に入ってるんでない

かなという一部学者の見解もあるわけですけども、当然のことながら、水道管

の場合は、地下の埋設管でございますので、老朽化が万が一大きなこの地区震

災に見舞われた場合は、漏水箇所の激増にもつながり、ピンポイントでつない

できても、水圧等のコントロールがやっぱりできなくなって手がつけられない

状態を生む危険性も私は平取町の簡易水道は孕んでるなというふうに受けとめ

ておりますけども、大変私も大きな心配をしております。整備のスピード化を

実現するためには、当たり前のことでありますけども、現在、先ほど言われま

した年間約６千万前後の一般会計からの財政支出をさらに増額しなければなり

ません。問題はその財源の手当の方策にあると私は考えております。国庫補助

が水道整備の場合は３分の１しか確保できない水道整備事業でありますけど

も、あくまでも財政支出としての比較的な見地からではありますが、比較的優

良な先ほど言いました過疎債とか水道債含めてですね、起債を計上しながら、

国庫補助、それから一般財源、そして残りは起債ということで、三つ巴でいく

検討もしながら、私は進めていく考えもあっては良いのかなというふうに思っ

ております。いずれにせよ、水道整備事業の見通し方向転換は、私は必至だと

考えておりますが、理事者側のご答弁もこのことに対しまして、求めたいと思

います。 
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議長 川上町長。 

 

町長 それでは私のほうからご答弁を申し上げたいと思いますが、施政方針でも申し

上げましたけれども、上水道施設については、配水管の老朽化に伴う漏水事故

が毎年発生しておりまして、特に漏水の著しいことから、配水管の布設替えを

計画的に行ってきてございます。しかしながら、まだその必要な更新速度に至

っていないのが現状でございます。そういったことから、課長のほうからも答

弁がありましたように、本年度より２か年かけて配水管の長期計画の整備計画

を策定しながら、平取町の上水道施設整備を老朽化の著しい箇所から整備する

とともに、財政的にどの程度投資をして整備が可能かまとめながら、施設更新

を効率的かつ効果的に実施していくように最大の努力をしてまいりたいという

ふうに考えてございます。特に上水道施設については、町民の生活に欠かせな

いライフラインの一つでございまして、最優先課題でもございます。しかし事

業を実施するにも、補助財源については、国庫補助金については、ご指摘の通

り３分の１という、少額な補助金でございます。補助残については、起債する

ことになります。この補助残の起債については、過疎債と簡水債と２分の１ず

つ起債することになりますが、そのうち交付税の算入については、過疎債が７

０％で、簡水債については、２２．５％の交付税算入がございます。したがい

まして、現在、考えております総事業費２４億円と見込みますと、３分の１の

補助金ではトータルでは８億円、そして補助残を過疎債に簡水債に求めること

になりますが、その内前段申し上げた交付税算入額については、合わせて、７

億４千万円となる見込みでございまして、この補助金８億円と起債の交付税算

入額合わせますと、１５億４千万ほどとなりまして実質の町の持ち出しは８億

６千万円となる予定でございます。しかしながら、財政的に、短期間にこの８

億を投資するということは非常に難しいというふうに考えておりますので、こ

れらについては、１０か年の長期計画のなかで、できるだけ早急に、さっきご

質問の通り、半世紀もかかるようなことではなくてですね、災害に強い施設づ

くりを計画的に推進をしてまいりたいと考えてございます。また地方自治体に

おける上水道の施設も含めた公共施設の老朽化問題については、これは全国的

な課題でございまして、全国的に共通の課題を市町村は抱えておりますことか

ら、国に対し、補助率の見直し、そしてまた良質起債の対象枠の拡大について、

町村会等を通じながら、要請をしてまいりたいというふうに考えてございます。

以上でございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

今、町長のほうからも一定のご回答いただきまして、まさに今の現状から察す

るに苦労してる現状もうかがえるわけでございます。私が思うに今の時点でこ

の水道問題、今この一般質問の場で私申し上げていますけども、私は町政運営
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で長いこと、今までもやっぱり水道管の老朽化ということは指摘を受けてたこ

とでございまして、これは今の町長がどうのこうの、理事者側がどうのこうの

ということよりもですね、やはり事業としてもっと早くやっていなければなら

ないことをやっぱり先送りしてきた問題点というのを私はこの場で指摘をして

おきたいなというふうに思っております。それでですね、今現在平取町もびら

とり温泉ようやく老朽化になって新しくなるよ、それから国保病院のほうもで

すね、次にはやってくるだろう耐震化の見直し、それからあるいは町立病院そ

のもの建てかえも含めてですね、検討していく、それから大きく将来的に問題

となってくる高齢者福祉の問題ともう課題がやっぱり山積しているときだなと

いうふうに思っております。それから、昨年トンネルの崩落事故ありましてい

ろんな町が各自治体が抱えてるですね、老朽化した施設の見直しも、やはり国

からも指摘を受けながらですね、点検をしながら、どれを優先して直していく

か、あるいはその補修をしていくかということもですね、これも大きなと負担

なってくるのかなという私は町としても大変頭の抱える問題ばかりだというふ

うに思っておりまして、町長の言われましたことも非常に良く理解はできるわ

けでございますけども全国的な自治体の問題として水道管の老朽化、これはも

う否めない、もう私もいろんな報道のなかで、新聞のほうでもですね、話題と

なった記事は切り抜きして取ってあるわけでございますけども、これはどっち

かというと古い、いわゆる戦後の水道管施設というのは材質がもう全然違うん

ですね。鋼管とか銅管、それから鋳鉄管使って、いわゆるそのような材質なも

のですから腐食の問題がやっぱり出てくる。ジョイントの部分の構造が今とは

全く違うという部分の問題も私はあるかなというふうに思っておりまして、現

在は承知のことだと思いますけども、塩ビ管とかポリエチレンのですね、管を

使いながら、ま、１回布設替えをしてですね新しくすると、かなり耐用年数耐

久年数というのは、長くなるのかなというふうにも思っておりますので、ぜひ

ですね単年度を含めてですね予算の見直しも含めて、先ほど言った起債の中身

もですね、検討しながら進めていく必要があろうというふうに思っております。

先ほどの私が心配してるのは有効水率が特に悪いということで改めてちょっと

資料も私、これ平成２３年度の資料なわけでございますけども、平取町は先ほ

ど言った約５０％水が漏れてるよと、要するに水道の蛇口めいいっぱいひねっ

て電力をかけながらですね送り込んでても相当大きな、それを受けとめるバケ

ツに穴があいているという状態で全くいわゆるむだになっている水が相当多い

というふうに認識しておりますけども、平取町半分、一番いいところでも、日

高町の門別地区あたりで８３％を有しておりまして、それから新ひだかもそう

ですね。新ひだか町の静内におきましても大体８３．５％ぐらい、有収水率を

維持してると。平取だけ５０％。悪いところ５０％台ほかにもありますけども

ね、えりも町あたりなんかもこれを見ますと５７．７％ぐらいですので、準じ

て悪いのかなというふうに思ってますけども、ダントツ平取町が最下位でござ

います。まあこのことも改めて申し上げておきます。そこで町長いつも言われ
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ている、ピンチの状態をやっぱりチャンスに変えていくんだよっていうことは

よく私も耳にしておりまして、先ほど言った問題山積のなかですね、やっぱり

この水道だけはやっぱり生活に密着した事業でございますので、まずいち早く

ですね、半世紀もかかるなんていうことはもちろん私もそういうことあり得な

いなというふうに思ってますけども、一つはですね、やはり、その半分の年数、

２０年ぐらいでやはり私は終了していただけるような、将来を展望した予算措

置というのが私は求められているというふうに思ってますよ。これはですねど

うしてかと言うと、やはり長年水道料金にも影響しているんでしょうけども、

長年にわたってこれを続けていくっていうことは改めての新しい事業になかな

か踏み切れない状況をやっぱりつくっていくということも私懸念しております

のでどうかその辺の予算措置も含めてですね、私は、半分の２０年目途ぐらい

にですね、私は有収水率のアップを目指してですね、まずは、取り組んでいた

だきたいなというふうに思っております。それと、どうしても踏み込んでいか

なくてはいけない私の質問でございますけども、現状の説明を聞いたなかでは

当然水道料金の値下げなんていうことは、平取町あり得ないのかなというふう

に、捉えておりますけども、この水道料金を私なりにちょっと資料取り寄せな

がら調べてみました。簡単に申し上げると建設水道課長のほうからの答弁にあ

ったとおり今北海道で４番目に高い水道料払っているのが、一般家庭水道料、

平取町、１０トン当たり３０６０円ということでございますね。で、一番安い

のは函館市、これが１０トン当たり実は７４０円という水道料金、このこと自

体が私は問題かなという、問題かなというかこんなに自治体によって開きがあ

ることが本当に正しいのかなと、そこまで掘り下げて本当に国の政策含めてで

すね各自治体ごと勝手にやってくださいというような事業の私は典型かなとい

うふうに思ってますけども、この辺もですね、実は本当はばらつきなくですね、

この分に対しての予算に対して例えば何らかの補助を受けられるとかという制

度もございませんので、致し方ないのかなというふうに思っておりますけども、

やはりこんなに開きがあるとですねなかなか水源地の事情が悪い自治体という

のは永久に水道料というのは解消されないような気もいたしております。水源

地の方は平取町も相当お金をかけてですね、各家庭においしい水を供給してる

わけでございますけども、そちらの起債を先にしてきた部分の償還がある以上

は、水道料金はなかなか難しいのかなというふうに捉えております。ただし私

は、一定の有収水率を確保できていけばですね、やはり要するに蛇口をめいい

っぱいひねんなくても蛇口を半分にしてですね、ある程度８０％ぐらいの有収

水率になってくると、家庭におくれるわけですよね。ということはその部分の

電力がやっぱり抑えられる、それと薬剤費が抑えられるということがあります

ので、私は千円も５００円も下がるというふうには期待はしておりませんけど

も、やはりある程度の工事が完了して、今言ったように有効な水が供給できる

状態になったときはですね、やはり１００円でも２００円でも、水道料金に反

映していくというような姿勢もですね、私は町民生活にとっては大事なことか
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なというふうに思っておりますけども、本当に水道料これはもう悩ましいとい

うか、悩みの種でございますけども、やはりトップの座を少しはですね、下げ

ていただきたい。これはもう私からも、ぜひそのことを念願しておる次第でご

ざいますけど、ただ基本的には、安全でおいしい水を安定して供給するという

のがまず前提でございますので、まずは先ほど言ったように無駄になっている

水をいち早くですね、正常に確保することが、緊急の課題だと思っております。

このことについて、もし理事者側の見解あるいは答弁があれば、今一度伺って

おきたいなというふうに思っております。 

 

議長 町長。 

 

町長 平取町における公共施設については、水道施設以外についても、その多くが昭

和３０年代前半から建設された建物、施設でございまして、築４０年を経過し

まして、老朽化が進んでございまして、維持管理はもとより耐震性確保など公

共施設のあり方について、様々な課題が出てきてございまして、町としては、

現在の厳しい財政状況のなかで、公共施設に関する様々な問題を解消するため

に、町の将来的な人口あるいは面積、財政規模等に適した公共施設のあり方を

検討しながら、計画的に整備をしていくためにも、新しい次期総合計画のなか

で、適正な公共施設配置についてもあわせて協議していかなければならないと

いうふうに考えているところでございます。そういったことで、施設について

は、先送りというか、大変１５年の災害あるいは１８年の災害等で、本当にピ

ンチをチャンスに変えながら、町民と共に、協力をしながら今日に至ってござ

いまして、現在、水道施設もそうでありますが、びらとり温泉あるいは町立病

院、そういったことのリフォームをしなきゃならないという大きな課題が山積

をしてございますけれども、これまで、いろんな大きな災害等、あるいは、国

の三位一体の交付税の削減等によりまして、非常に苦しい思いをしながら、今

日に至っている、そういった過去の経過を十分、経験を積みながら、先を見越

しながらですね、基金についても、現在、積み増しをしながら、あるいは起債

については、借金についてはできるだけしないようなかたちのなかで、健全財

政に向かって進んでいるところでございまして、そういった、将来的な、そう

いう過渡期にあるそういう施設のためにですね、準備を重ねてきているところ

でございますので、そういうかたちのなかで、財政規模に合った、適正な公共

施設の整備をこれから図ってまいりたいというふうに考えてございます。それ

と２４億ということで、毎年５千万ずつ、事業やった場合には約半世紀かかる

ということでございますが、この計画のなかで、やはり、千葉議員が申されて

いるように、本当に２０年程度で、それを目途にしながら整備に取り組むよう

な前向きな検討をしてまいりたいというふうに思ってございますし、また水道

料金の値下げについても十分これらについては、我々も、認識をしてございま

すけれども、現状のなかでは本当に水道料金を下げるということになれば、一
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般会計からの繰り入れということになりまして非常に難しい状況になります。

できるところからということで、新年度は、国保税の引き下げ、あるいは保育

料の負担の軽減、そういったことに取り組めるところからやってございますの

で、何とか水道料金の関係についても前向きに考えられるような取り組みに、

今後、考えてまいりたいというふうに思っておりますので、答弁といたします。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

本当にいろんな問題山積するなか、ぜひ今のご答弁にありましたとおり、でき

るだけ早い年度に本当にわずかでも水道料が下がることを期待しておりますけ

ども、ここでちょっと簡易水道の現状からお伺いしたいことがあります。先ほ

ど言った有収水率の悪さ際立って悪いのが貫気別地区の簡易水道でございま

す。これは対象となっている給水世帯が１６９世帯、ということで、給水人口

も４００人を切ってるわけでございますけども、極めて、要するに、７７％ぐ

らいの水がむだになっていると。水もただで送り込んでいるわけでございませ

んので、当然のことながら電気料金含めてですね、様々な経費もかかってくる

わけでございますので、まずはやっぱり貫気別地区といいますと、今後道道の

関係もありまして、貫気別市街の橋梁のほうから手をつけていくわけでござい

ますけども、やはり道路の拡幅整備含めてですね、合わせたかたちで当然水道

管というのは地下に埋設してあって道路沿いに大体はしっているわけでござい

ますけども、その辺の予定とあわせて布設替えを予定しているのか、あるいは

その漏水箇所の管の入れ具合を予定しているのか、ちょっと先が私は発展計画

の中身というものをよく承知してないせいもあろうかなというふうに思ってま

すけども、そこの辺はどうなのかなということが１点と、それと振内ですね、

これも半分以上５５％ぐらい水が垂れ流しという状態、これもやっぱりですね、

いち早くやっぱり手がけていくところの場所かなというふうに思っておりまし

て、本町６２％ぐらいあるからいいよという意味ではございませんけども、本

町も荷菜地区いま手かけているわけでございますけども、まずはどっから先に

やるべきかなということに対して考え方を伺いたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それではお答えしたいと思います。平成２７年以降からの１０か年、具体的に

どこをどう整備していくかということになろうかと思います。それでまずはで

すね、例えば水道本管、全て布設替え終わったとしても、有収率１００％に回

復するのかといったら、それはちょっと言えない状況になります。というのは、

本管があって各家庭に引っ張る給水管がございます。ですからうちは本管は取

り替えますけど給水管の交換はありませんので、全部本管布設替え終わったか

ら有収率１００に戻るということはあり得ません。で、じゃあ本管と給水管の



- 9 - 

漏水の割合はというと、これは全くわかりません。地下の中ですのでどこでど

う漏れているかというのは全くわかりませんので、なかなかですね、そのこと

については１００％回復するということはございません。それと、本管ですね、

全部布設替え終わったとしても、水道料金収入増えるかといったら、全く増え

るわけではございません。年間１億３千万ほど水道料金の収入ありますけども、

本管布設替えしたからといって各家庭の使用料は同じですので収入が増えるわ

けではございません。本管全部布設替え終わったときに何があるのかといいま

すと、経費面で電気料金と薬品料金が浮くかたちになります。それが私どもの

試算では約年間５００万、という試算をしております。そういうことで、千葉

議員さん言われる具体的に今の有収率の判断からいくと貫気別が当然先に、そ

の次に振内地区、そしてあと本町地区というのが筋かなとは思うんですけれど

も、そういうことで本管が漏水してるのか給水管が漏水してるのかということ

の判断がなかなか難しいということで、まず貫気別地区につきましては、いま

市街地の拡幅事業が進められておりますので、神社のところの配水地からいく

本管が拡幅工事が終わった時点でとりあえず全て新しくなるんで、ある程度、

有収率は、貫気別については回復するのかなというふうに考えてございます。

振内地区につきましては市街地の拡幅工事が終わりまして、市街地の本管につ

いては布設替え終わっておりますし、川沿線裏通りですね、振内川沿線の本管

も布設替え終わってございます。そういうことで、今後どこをどうするかとい

うことなんですけども、本管も太いのから細いのまであります。一番私ども基

本的にどう進めていくかという基準点はですね、本管でここが漏水したときに

どれだけの世帯に影響があるのかっていうことを確実に本管のそれぞれ、管網

図があって、いろいろ世帯数等全部わかるようになってるんですけども、その

管網図を見ながらですね、ここの本管が壊れたときに、どこが影響あるのかと

いうことを十分把握した上で、エリアの一番多いところから順をもってやろう

かなっていうふうに考えております。そういうことで管網図の再調査もする予

定でございますし、万が一漏水したときに、被害を受ける世帯数のエリア確認

等を十分して順位付けといいますか、箇所づけをやっていきたいというふうに

考えてございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

状況というか、有収水率に対する考え方もですね、私も同じ認識でおりますの

で、今後本当に先ほど町長からも答弁いただきましたとおり、まず、２０年ぐ

らいをめどにというふうに私も捉えております。それで、水道工事、私も昔土

木屋だったということもありまして水道工事やる場合、特に本管本線含めてで

すねやる場合は、結構管の布設以外に道路そのものをいじくったりあるいは歩

道にかかっていたり構造物がかかっている近くを掘削したりということで結構

な土木工事というのが発生しますので、私は先ほど冒頭一番最初の質問で言わ
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れたとおり建設業界も非常に低迷している、特に町内の建設業も非常に冷え切

ってるのが私は現状かなと思ってますけども、工区を工夫して発注していく、

それから、できる限りの事業費を確保したなかで施行するということで、でき

れば一般土木の業者と交えてですね、水道管の指定業者含めて、企業体形成な

んてことは事業費の例えば１億円今年出そうと発注しようという場合の想定で

ございますけどもそのぐらいなってくるとですね、そういった企業体形成で水

道事業、簡易水道の整備事業の発注にこぎつけていくことは可能なのでしょう

か。この点についてもちょっと伺っておきたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

工事の発注の関係でございますが、いままでも年間１千万ほどの配水管布設替

え２２年度まではですね、年間１千万ぐらいの本管の布設替えはやってきてお

りました。２３年度から荷菜地区具体的に５千万ということでやってきており

ます。工事の発注については全て地元業者に発注をしております。町外業者に

発注はしておりません。そういうことでいまのところ対応してきているという

かたちになります。今後２７年度以降ですね、具体的にある意味の箇所づけが

なされたときに、金額も出てきます。その時に、単体でやるかＪＶでやるかと

いうことがありますけれども、実は例の水道工事については資格の問題がござ

います。ですから土木施工業者であれば、どこでもやれるということでは、ご

ざいませんので資格を持った者がいなければ、水道工事はできないことになっ

ておりますので、そのことは建設協会等には十分協議して話もしてございます

ので、今後そういうことで需要と言いますか、工事の発注量が見込まれるとい

うことで、そういう仕事もやっていきたいということであれば、技術者の資格

を有する者を確保していただきたいと。そういうことであれば、工事はいくら

でも発注できますということで基本的には、これから、中部簡易水道みたく２

０億２５億もの事業であればＪＶなりますけど、基本的には５千万あるいは年

間１億２億の範囲であれば、単体あるいは町内業者のＪＶで十分やっていける

というように考えております。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

一通り今日この一般質問で伺ってきましたけど、改めて答弁求めませんけども、

本当に町民生活に密着した簡易水道事業、１年でも早くですね、いいかたちに

なっていくよう願っておりますので、町長含めてですね理事者側もしっかりと

した考えを持って今後の整備事業についてですね、よろしくお願いしたいと思

います。本日これで終ります。 

 

議長 町長。 
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町長 最後に私のほうから。全体的な上水道の施設の関係、あるいは財源手当の関係

さらには、全体的な公共施設のあり方について、申し上げたとおりでございま

すが、今後、予想される厳しい財政状況のなかでは、特にご指摘のとおり、水

道施設については、町民に欠かせないライフラインの一つというようなことで、

急がれるところでございますが、水道施設以外の、今ある施設をそのまま建て

替えることは難しい状況にございます。将来的には、財政規模、あるいは町民

ニーズに合わせた公共施設の適正配置をしたり、統廃合する取り組みが必要で

はないかというに考えてございます。そういった意味で、次期総合計画作成と

あわせながら、公共施設の適正化についても、合わせて検討しなければならな

いというふうに、考えておりますので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 千葉議員の質問は終了します。６番松澤議員を指名します。６番松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

６番松澤です。先に通告してあります公共施設等の除雪体制について伺います。

今年に入り、今世紀最強クラスの寒波が次々と日本に襲来し、青森県酸ヶ湯温

泉では、２月２６日に観測史上最高の積雪５メートル６６センチを観測し、地

域住民の生活に多大な影響を与えました。比較的温暖な平取町においても例外

ではなく、町民にとっては除雪等で大変な日々を過ごしたことと思います。町

長は日頃地域住民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進すると述べられ

ており、平成２５年度の町執行方針でも述べられております。しかし、現実を

みますと平取市街地においては、雪の影響により歩行者が歩くスペースが全く

確保されてない状況であったり、町道の歩道の除雪が行われていなかったりし

ております。このような状況では、推進しているとは言えないと思います。そ

こで３点ほど質問させていただきます。まず１点目、平取市街地の除雪体制に

ついて伺います。平取市街地をはしる道路は、平成１４年平取バイパスが共用

開始されると同時に、北海道に移管され、現在は北海道で維持管理されている

と思いますが、みてのとおり除雪された雪で歩行者が歩くスペースが全くなく、

歩行者は車道を歩かなければならない危険な状況です。そのような状況の場合

は路面も圧雪状態で車もスリップしそうで本当に車も人も危険な状況です。ま

たその雪の山から人や車が出てくるのを見落としてしまう状況も生まれてきま

す。町は北海道に対し、現状を説明し、排雪の要請、協議をしていると思いま

すが、北海道の返答、対応はどのようになっているのかお聞きします。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは今のご質問にお答えしたいと思います。平取市街地をはしる道路でご

ざいますが、今議員さんが言われましたとおり、平成１４年に平取バイパスが

供用開始されるとともに、北海道に移管されたものでございます。移管される
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ときについてはですね、町は国に対して地域住民が生活に支障のない範囲で整

備をしてから、道に移管するように要請をした経緯がございます。具体的な整

備内容につきましては、地域住民説明会を開催するなかで、意見を取りまとめ

たものでございますが、主に歩道の設置が強く要望として出されていた訳でご

ざいますが、国ともですね、いろいろと協議を重ねてまいりましたが、結果的

には道路構造令の関係だとか、商店、お店で買い物される方々の駐車帯のスペ

ースが十分に確保できない等によりですね、両サイドにあります道路側溝のモ

ルタル補修工事を行って、車道面と歩道面をフラットにして、その境に白線を

引いただけのものになったわけでございます。ここでちょっと除雪に対する道

路の構造について若干説明させていただきたいと思いますが、一般的な市街地

の道路におきましては、道路のまん中にセンターラインがありまして、両サイ

ドに外側線がございます。その外側線から７５センチ以上、２メートル２５セ

ンチ以内の幅で路肩というスペースを設けてその路肩から続きに２メートル以

上の歩道を設けるというのが一般的な道路構造になってございます。例えば役

場前の国道につきましては、堆雪スペースが３メートル２５センチございます。

それから拡幅改良の進んでおります貫気別市街地については堆雪スペースが１

メートル７５センチあります。町道については１メートル２５センチメートル

ございます。この堆雪スペースというのは今の路肩の部分と歩道の部分を使っ

て堆雪スペースとするものでございます。いま現在市街地の堆雪スペースとい

うのは９５センチしかございません。歩道分につきましては１メートル１５セ

ンチと、道路を維持管理していくうえで十分な幅員が確保されていないという

のが現状でございます。平取市街地の除雪でありますが、当然、町といたしま

しては、歩道確保のために排雪を行ってくれるよう北海道には、幾度となく要

請は行ってきてございます。それに対して北海道の道としての回答でございま

すが、一つ目としては、道路の除雪は積雪１０センチメートル以上ということ

でございましてこれは町道との基準と全くかわってございません。１０センチ

メートル以上降れば除雪をするということでございます。二つ目としてはです

ね、除雪した雪を路肩部分に堆雪したいんですけれども、沿線の住民からの苦

情が非常に多くてですね、車道部に堆雪するような状況となっているというこ

とで、結果的にはそのことが車道幅員を狭める原因となっているということで

あります。三つ目としましては歩道部の除雪につきましては、自走式の除雪機

で行っていますけれども、その雪は結果的にはお店のほうへ出せませんので路

肩部分に出さざるを得ないということで、結局そのことも車道幅員を狭めてし

まうということでなかなか、作業が進まないということでございます。また歩

道部の、ご承知かと思いますけども、歩道部に電柱が立っておりますけども、

そういうとこについてはですね、うず高く雪が積まれていまして、なかなか除

雪できる状況にはなっていないということであります。加えて、駐車している

車が数台あったりしてなかなか除雪の妨げになっているということでございま

す。四つ目としましてはですね、視界等で車の走行に支障がある場合について
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は、道は排雪すると言っております。現実的にはそのような状況には至ってい

ないので、道としては排雪する予定はないということでございます。それから

五つ目としましては歩道部にある雪は全てが道路の除雪による雪とは思えない

と。個人の敷地の雪も道路敷地内に排雪する人が数多く見受けられる。そのよ

うな状況のなかで全てが道路維持管理者の責任なので、排雪すれと言われても

なかなか困るということでございます。最後ですけども、予算的なことがある

んですが、北海道の除雪費はどうしても道央、道北、道東方面の地域に多く配

分されまして、雪の比較的少ない、道南地域には少ない予算しか配分されてな

いということで、なかなか地域住民の要望に対し満足に応えられないのが現状

であるということであります。道央、道東、道北の地域に住んでおられる方々

の雪に対する苦労等もくんでいただければということが道の回答でございま

す。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

 

最後ちょっと聞き漏らしたんですけど、もう一度お願いします。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

要するに雪の多く降る日本海側って意味です。道央、道北、道東方面と、こち

らは道南地域で、そういう雪の量が少ない地域というおさえのなかで、道央、

道北、道東方面のほうが除雪が非常に多くて、向こうにお金かかるので、その

辺こっちに予算的にかなり少ないよということでご理解いただきたいと思いま

す。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

国から移管されたときにあまり良い状態でされてなかったという問題もありま

しょうし、今の話を聞くと、お金がないのでということで、ちょっと済まされ

てるような状況もありますけども、そのようなことで済まされることではない

と思いますので、一生懸命町で考えていかなきゃいけないじゃないかなと思い

ます。堆積されている雪が車道の雪かこっちの雪かわからないと言って排雪を

行わなければ、現実に歩道が確保されていませんし、かなりの高さで積まれて

いる雪を沿道に住んでいる人たちに排雪しろといっても、高齢化もしてますし、

どこまで捨てに行くかによって、例えばパーッと広いところにぽんと一軒の家

がある場合でしたら雪を投げるということも簡単でしょうけども、市街地とい

うのはやはり家が平取町ではなかなかそういう場所がないぐらい密集している

場所でありますから、投げに行く場所自体が遠くなると思うんですよね。それ
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で車の問題もありますし、まさか乗用車に積めるわけでもないし、車も持って

ない方もいらっしゃると思うんです。ですからその方たちにやれと言ってもち

ょっと無理があり、排雪作業が進まないと思われます。先週の４日の議会にお

いて平取町高齢者障害者等の移動等の円滑化の推進に係る道路の構造に関する

基準を定める条例っていうのが施行されまして、歩道等において積雪または凍

結により高齢者障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼす恐れがあ

るところには対策を講じることと、条文化されました。歩行者の安全を第一と

考えるべきと思います。調べてみたんですが先ほど課長もおっしゃってました

けども、普段でも雪の多い市町村ではさすがにその除排雪費用助成の取り組み

が進んでおりまして、市町村道私道条件を満たすものについては自治会、町内

会等の関係住民団体が、例えばシーズン契約で民間業者に支払う費用、それを

行政が助成等するとか、いろいろその地域に合った政策を行っています。その

方法も含めて、来年度以降市街地の排雪について検討していく考えがないかを

伺いたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

今の質問にお答えしたいと思います。町道におきましては先ほど申し上げまし

たとおり今堆雪スペースが１メートル２５センチございますので、何も問題な

いかと思いますし、町道の場合は、そういうことで排雪の必要等が生じた場合

は、排雪作業もしますので、町道は問題ないかと思ってございます。問題は今

の市街地の排雪の関係かなと思います。基本的には道の管理なんでございます

が、要するに排雪の負担をどこで行うのかが、焦点になろうかと思いますが、

方法、選択肢といたしましては町と自治会の負担でやるだとか、町だけの負担

でやるとか自治会の負担だけでやるとかといういろんな選択肢があろうかと思

いますが、そうは言ってもなかなかですね、今の状況で自治会負担あるいは町

内会負担も応分の負担をしてもらってやるというのはなかなか現実には難しい

かなというふうに考えております。そういうことでその辺についてはどういう

かたちで町の支障する排雪を行うかということについては十分また内部で検討

させていただきたいと思います。また北海道のほうも、市街地に皆さんご承知

のとおり、空き地が何か所かできてきているので、そのスペースを堆雪スペー

スに貸してもらえるのであれば、今以上に道路にたまった雪をそこへ押してい

けるんで、その辺は町さんのほうも協力していただけないかということも言わ

れてますので、私どものほうも市街地何か所か空き地がございますので、地権

者の方と協議いたしまして堆雪スペースとして貸してもらえるんであれば、そ

ういうことでご協力お願いしたいということでいこうというふうに考えており

ます。ただ堆雪しますと、雪解けがそこだけ悪くなりますので、まわりに影響

するということもあり得るのではないかと心配したんですけど道のほうは、そ

れは春先に重機を使って、全部排雪するということの考えを持っておりますの
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で、そっちの方向で、なるべく自治会負担伴わないかたちでいけるように、協

議をさせていただきたいと思います。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

ありがとうございます。年間、平取町は何回もあることではないと思いますが、

そうなった場合のために、いろいろ取り決めをしていただければありがたいと

思います。道と検討もどうぞよろしくお願いしたいと思います。次、２番目の

質問させていただきます。町道及び歩道の除雪と維持管理体制について伺いま

す。１０センチ以上の積雪で除雪するということですが、車道歩道含め全く行

われていないときもあるようですし、車道は行われていても、歩道は行われて

いないときもありますので、除雪の基準判断はどのようになっているのか、委

託業者との連携等はどのようになっているのか、また、路面が凍結した場合の

対応はどのようになっているのか伺います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、それでは今のご質問にお答えしたいと思います。平取町の町道の除雪に

あたっては、町道の除雪実施要領を定めて対応しているところでございます。

具体的な内容でありますが、町道につきましてはいま現在、３１８路線、総延

長２３５キロメートルございます。そのうち、除雪を行っているのは２８２路

線で距離にして１８０キロメートルで、除雪割合は７６％となってございます。

歩道につきましては６１路線、総延長約２０キロメートルございまして、その

うち除雪を行っているのは４６路線、１７キロメートルで除雪割合は８５％と

なってございます。除雪等の出動基準でございますが、新雪除雪の場合ですね、

積雪がおおむね１０センチ以上に達した場合に行うこととしておりますけれど

も、例えば本町みどりが丘中央線や本町法務局線、役場の横ですね、それから

川向の大坂等の急な坂があるところや、風雪地吹雪によって交通障害の発生が

予測されるところについては、積雪量に関係なく状況を判断して除雪を行って

ございます。路面整正につきましては路面に不陸、不陸というのは凸凹という

ことなんですけど、あるいは轍、そういうのができたり、あとは、毎日５セン

チでもだんだん３日続くと１５センチで圧雪状況になりますのでそういうとき

にも、当然行いますし、特に春先の融雪時についても、道路整正については行

ってございます。それから道路の拡幅除雪についてでございますが、通常は新

雪の雪の除雪を行った翌日に、要するに路肩の部分の雪を除雪するというかた

ちで基本的なスタンスはそういうことで行ってございます。それから凍結防止

剤の散布でありますが、凍結防止剤の散布につきましては、２０路線で行って

おりまして、急な坂道やカーブの部分、あるいは交差点部について、除雪の後

に凍結防止剤を散布してございます。また急な坂道の道路のあるところにつき
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ましては、２６路線に７２個の砂箱を設置してございます。除雪の委託業務関

係でありますが、町道歩道共に業者に委託をしておりまして、７台の除雪機を

貸与して除雪作業時間につきましては、午前４時から夜午後９時までとしてお

ります。除雪順路につきましては従来とかわっておりませんが、通学路となっ

ている歩道につきましては、通学時間帯に間に合うように指示をしてございま

す。除雪の判断でございますが、本町につきましては建設水道課の職員が、そ

れから振内、貫気別につきましては、そこに住んでおられる委託業者の人から

積雪状況について連絡をもらい、最終的には、建設水道課で判断をし、適切な

指示をしているところでございます。以上でございます。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

かなりの路線とキロ数とやってらっしゃるんだと改めて思いました。それで特

に歩道っていうのは子どもたちや高齢者の方が利用する頻度が非常に高いと思

いますので、例えば１０センチに満たなくても必要に応じて判断して除雪する

ことが大事だと思いますし、通行頻度の高い上り坂下り坂に滑り止めの砂や融

雪剤を撒く機会をもう少し増やすべきと思います。夜走りますと、昼間はちょ

っと、良い感じになってても夜になるとかなり凍ったような状態の坂道が多く

なってますので、ちょっとその分のことも踏まえたような状況でやっていただ

けるとありがたいですが、増やすことはできますでしょうか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

今のご質問の、歩道の関係でございます。歩道の除雪でありますが、本町地区

につきましては平成２２年度まで高齢者事業団に委託して、除雪は行ってきて

おりました。しかし除雪機の老朽化と、高齢者事業団の団員さんの高齢化によ

りまして、持続していくことが不可能になったために、平成２３年度、歩道専

用の除雪機、ミニショベルを購入して、歩道の管理委託業務にお願いをして対

応しているところでございます。歩道の場合、高齢者の方々あるいは子どもた

ちが利用する頻度が非常に高いということは十分承知しておりますが、除雪車

両が１台しかないこと、また、委託業務の予算的なこと、そして除雪量に関係

なく歩道の除雪を頻繁に行いますと、逆にその除雪した雪で車道幅員が狭くな

りますので、車道の堆雪スペースの除雪を逆に積雪量に関係なく、何度も行わ

なければならないという状況になってきますので、どのようなかたちで一番行

うのがベストなのかにつきましては、十分また内部のほうで検討させていただ

きたいと思います。また歩道の凍結防止剤の散布機会を増やせないかというこ

とでありますが車道含めてでしょうが、予算的なこともありますが、何でもで

すね、路面の雪を溶かせばいいということにはなかなかならないのではないか

と思います。現に先般もですね、町道において凍結防止剤散布したことにより
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夜中にブラックアイスバーンになってスリップ事故が起きた例がございます。

事故の直接的な因果関係はわかりませんが、歩道においてもそういうことは十

分起こり得るというように考えておりますので、何をどうすることが一番安全

対策なのか、再考してみたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

そうですね、いろんな状況とか把握してらっしゃるのは専門家でしょうから、

判断しながらよろしくお願いします。次に３番目になります、病院、公民館、

ふれあいセンター等、各地域の公共施設の駐車場の維持管理体制について伺い

ます。除雪はしていますが、路面が凍結しており、転ぶ人もいて危険ですので、

滑り止めの砂や融雪剤を撒く、まあまた同じ話になっちゃいますが、撒く機会

を増やすべきだと思いますがいかがでしょうか。また、平取中学校の除雪がほ

かの施設より悪いと思いますが何か理由があるのか伺います。あと、公営住宅

等は高齢者の方が一人暮らしだとか多いと思いますけども、積雪の量により例

えば見回り等を行っているのかどうか伺っておきたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

今のご質問にお答えしたいと思います。公共施設、道路を含めて学校、公民館

等の建物も公共施設といいますが、それに対する基本的な考え方でありますが、

地域住民の生命と財産を守るという観点から、救急車両が入れるように朝一番

に町道を優先して開けます。町道の除雪が終わったらその後に公共施設等の駐

車場を除雪するという基本的なスタンスで今までもきてございます。しかしな

がら公共施設においても、施設の用途によりまして、開館に合わせた時間体に

駐車場の除雪を必要とするところもありますので、そのようなところにつきま

しては直接業者さんとの委託契約をして対応に当たってきているところでござ

います。公共施設の駐車場が滑って危険であるということでございますが、凍

結防止剤として一般的に使用されております塩化カルシウムはですね、実はご

承知かもしれませんがマイナス８度以下になると凝固しますので、効果が薄く

なるというふうに言われてございます。また、撒いた後にすぐ降雪、雪なんか

降ったりしますと、希釈されて効果が薄くなるとも言われております。効果の

持続性は非常に短いものでありますので、撒く機会を増やすということは頻繁

に撒いていかなければならないということで、大変な労力を有するかたちにな

るのかなというふうに思います。また砂を撒くと靴底に砂がつきまして、施設

内が砂だらけになるというそういう状況も起きてしまいますのでなかなか難し

いかなというふうに思います。ただですね、近年、滑り止め剤として使用する

砂や採石が排水性の舗装の目詰まりを起こすということになったり排水溝に堆
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積したりして、悪影響を与えているということがわかりまして、結局時間が経

過すると水となって溶けてしまう滑り止め剤が開発されておりますので、要す

るに悪影響を与えないように、新しい素材の滑り止め融雪剤が開発されており

ますので、コスト面を考慮しながらどの滑り止め剤が一番効果的なのかを検討

させていただきたいというふうに思います。平取中学校の除雪体制が悪いとい

うことでございますが、先ほど申し上げましたとおり地域住民の生命と財産を

守るという観点から、町道を優先的に開け、その後公共施設の駐車場を除雪す

るというスタンスで行っております。しかしながら除雪に要する時間というの

は降雪量が大きく作用してございます。雪の多い日には町道の除雪だけで駐車

場の除雪までは、手が回らないということがあります。またその日、町道の除

雪が終わっても、夜中に雪が降ればまた次の日も町道の除雪を優先して行うと

いうことで、そういうことで駐車場の除雪は２、３日遅れたりするということ

が有り得ます。そういうことで、たまたまですね、平取中学校については学校

開放事業行っておりますので、一般の方々が体育館利用してスポーツ活動を行

っているわけですけども、たまたまそういった雪が２、３日続いて駐車場の除

雪が遅れたときのことを見て言われているんじゃないかというように思います

が、１日の雪であればその日のうちに、駐車場も除雪しておりますので、ご理

解をしていただきたいと思います。 

 

議長 課長、公営住宅の関係についてもお願いします。 

 

建 設 水 道

課長 

建設水道課ではですね、基本的には町道しか除雪を行ってございません。それ

で公住の関係で町営住宅とかいろいろ住宅のなかで町道分は当然除雪をしてお

ります。ただですね、その住宅と住宅の間、町道になっていないところについ

ては、当然除雪は行っておりません。がしかしですね、去年、２３年度の冬も

ありましたとおり雪が非常に多いということで、道路ではないんですけども、

なおかつところどころ空き家になっているということで、入ってる人ははねる

んだけど空き家になってるところははねないから道路に出れないという現象が

起きて、昨年は道路でなくても町営住宅の住宅部分と住宅部分の通路部分の排

雪につきましては行いました。そういうことで、町道の巡視は適宜行っており

ますし、もちろん町道除雪していけば、住宅地の除雪がどうなってるかという

のは十分わかっておりますので、そういうことは維持管理はまちづくり課です

けれどもそういうことで情報はうちのほうで提供しまして、予算的にはまちづ

くり課ということで、あとそれで予算的なことが段取りつけば、私どものほう

で業者に委託して、排雪作業を行えるようにしてございます。実は先般土曜日

ですか、振内地区の住宅地におきまして、そういうことで道路でなく住宅と住

宅のところの排雪をしてもらわなければ、生活面で非常に困るということで、

今日午後から、そういうところの指示のある住宅地の除雪について、午後から

排雪作業するように指示をしておりますので、よろしくお願いしたいと思いま
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す。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

素人考えて滑り止めの砂とか融雪剤ってそんなことばかり申しあげましたけど

も、よくわかりました。それでもふれあいセンターの前、病院の前とか、公民

館は結構高齢者の方が歩いて行くっていう場所になってると思うんですよね。

それで今年本当に雪が多くて、一生懸命除雪していただいてもやっぱり凍りつ

いているっていうのが現状ですし、何人か転んだっていう方もいらっしゃいま

すので、全部とするのは無理かもしれませんけども歩く場所だけでも氷を割る

とか、そういう作業をできれば考えていただきたいなと思います。それと除雪

できる町の車の台数が限られているということで、朝の４時からということで

本当に大変一生懸命やっていただいているのがわかりました。けどやっぱり台

数少ないのと、作業する人間というか、その人間たちが少なければ、一緒に同

じ時間に同じく行動できるということができないということで、そのことを解

決することをちょっと考えていただきたいのと、あと１日、２日遅れていくと

やはり車で踏みつけられ、それが氷で固まって歩きにくいっていうような状況

も起こると思います。それで、平取中学校、紫雲古津小学校、二風谷小学校、

荷負小学校もスポーツ活動の普及啓発のため、夜間で一般開放としても利用さ

れてますので、特に平取中学校は坂のある高い場所にありますし、駐車場除雪

には特段の配慮をお願いしたいと思います。大変なのわかるんですけど。あと、

手が回らないほどの積雪は今までそうはなかったっていうこともあると思いま

すけども、町の車だけでは無理があるとすればですね、気象情報等で１０セン

チをはるかに超えると、平取町天気が良いので多少の雪でしたら次の日溶けて

しまっているということもありますので、いろいろ気象情報を聞きながらです

ね、１０センチをはるかに本当に超えると予想される場合など、民間の方にお

願いする契約を交わしていくことも、これからは必要だと思うんですけども、

そのことについてちょっと伺いたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

今のご質問にお答えしたいと思います。まず各公共施設の駐車場の滑り止めの

関係でございます。先ほど申し上げましたとおり融雪剤ということであれば頻

繁に撒かなければならない、砂を撒くと施設内に砂が入るというようなことが

あるということでございます。そうはいっても、利用される町民の方々の安全

を守るというのが優先されますので、毎年ですね、私どものほうで施設管理し

ているそれぞれ担当課の職員集めて毎年年末に除雪体制の打ち合わせ会議を開

いておりますので、そういった公共施設の駐車場をいかに滑らないようにする

かっていうことについては、対策会議のなかで、また十分検討させていただき
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たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それと平取中学校の

関係、本当に先ほど言いましたとおり、とにかく地域住民の生命と財産を守る

ということで町道の道を開けるということが優先的に行われますので、その辺

はご理解していただきたいと思いますが、平取中学校につきましては全くして

いないわけでございません。中学校の駐車場入り口までが町道でございまして、

そのまま駐車場に入って給食の搬入路ところまでずっと押して開けていくわけ

です。そしてそのあと戻って来て職員室の前でＵターンして帰りの道を除雪し

ていきますので、除雪板、ハイド板の幅３メートル４０ございますけど、その

２往復分は駐車場は開けておりますので、そういうことで全く、１メートルも

入ってないということではないのでご理解していただきたいのと、それともう

１点、先ほど言いました公共施設については二風谷の博物館等を含めて公民館、

病院も含めてそれぞれ今は直接業者さんと委託契約して、朝から雪はねる体制

をとっていますので。中学校の部分各学校開放事業をやってるのでどうするか

ということについては、また教育委員会とも十分協議をしながら、次年度以降、

対応していきたいというように考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

議長 松澤議員の質問は終了いたします。休憩します。 

 

    （休憩  午前１０時４７分） 

   （再開  午前１１時 ５分） 

 

議長 再開します。３番山田議員を指名します。山田議員。 

 

３番 

山田議員 

３番山田でございます。平取町の後継者対策等についてという質問をさせてい

ただきます。平取町におきましては、少子高齢化、そして仕事のない平取町に

はいられないということで若者の町外への人口流出といろいろ深刻な問題とな

っております。町政執行方針を見てみますと、住宅環境整備、移住定住対策、

子育て支援対策、またさらにはすこやか赤ちゃん誕生祝い金、また中学生まで

の医療費無料化等町長におきましては、２５年度においてもいろいろな対策や

支援事業を継続して進めていくことになっております。さらには新しい、いろ

いろな事業計画も予定されているところでございます。しかし町政執行方針を

見ていますと、今までありました、農業後継者対策や、またさらには、新しい

考え方でありますけども、農業者以外の若者同士の出会い、平たく言えば花嫁

対策という言い方になりましょうか、そういう記述がなかったことが非常に残

念に思われております。この問題を解決することは、つまりは、人口の増加や、

町の活性化にも当然つながっていく考えかと思います。そこで次の点について

お伺いしていきたいと考えております。自分も長年農業委員会に所属しており

まして、花嫁対策といえば農業後継者対策協議会における事業でありました。
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最近その情報も、自分のなかには全然入ってこなくなりまして、この農業関係

の対策、花嫁対策としては、この４、５年の間どういう取組状況と、さらには

問題点も何点かあると思いますけども、それも含めた、成果について、また、

この問題点を考えた今後の取り組みについて、まず最初にお伺いしておきたい

と思います。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。農業後継者対策協議会では

農業後継者の花嫁対策といたしまして、毎年都会に住む女性との交流イベント

を開催しております。過去５年間におきましては、平成２０年度は他町村での

交流会の日程等と重複をいたしまして、女性の参加者が皆無ということで、中

止となりました。そこで２１年度から２３年度までにつきましては、こちらの

青年が札幌のほうに出かけて、札幌近郊の女性との交流会を開催してございま

す。結果としてはある程度、まあ現代の若者ですのでメールのやりとりなどは

していたようでございます。しかしながら残念ながらゴールに至るまでの進展

がないという状況でございます。また２４年度は過去３年間の札幌に行ってい

たということの反省を踏まえまして、町内での交流をということで、募集をし

たところ昨年は女性１２名の参加を得て開催をいたしました。当日は農作業体

験や料理づくり、それからいろいろ打ち解けながらバターづくり等、参加者同

士打ち解けながら楽しんではいたようです。その後メールアドレスの交換等も

積極的にしたようでイベント終了後しばらくは連絡を取り合った方も何人かい

たように聞いております。最終的にはお付き合いには至ってないというのが現

状でございます。問題点といたしましては、イベント終了後のアンケートの調

査やここでのイベント開催に対してコーディネーター等にお願いをしておりま

すが、その方の意見といたしましては、残念ながら当町の青年たちはちょっと

積極性に欠けているんじゃないかと、また危機意識が他の町村に比べてあまり

ないというお話もありますので、参加青年の意識を高めていくことが重要で必

要があると考えております。今後のイベントの対策方法については、後継者の

皆さんと協議をしまして、大勢の方が参加し、１組でも多くのカップルができ

るように工夫してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

いろいろな計画を実行されて執り行っているなかでございますけども、この農

業後継者の問題に関しましては、やはり何年たっても５年に１組あるか２組あ

るかという状況かなっていう気はしております。自分が農業委員会の後継者対

策の委員をやっていたときにも、それほど成果が出なかった事業内容かなと思

っておりますけれども、この後継者対策協議会というなかで、町が計画したり、
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後継者自身が計画したり、青年会、青年部が計画したりということでございま

して、いろいろやってきたところでございます。さらには、これを応援してく

れる部外者の方もいろいろと段取りしてくれているわけでございますけれど

も、基本的には今おっしゃられたとおり、自分自身の問題であるのに積極性が

あまりないという、計画しても人が集まらないという、この実態ですけども、

この件に関しては若い人達、花嫁をもらう方自身はどのように考えているかっ

ていう詳しいアンケート内容等については実施したことがあるのかどうかその

辺ちょっと聞きたいと思います。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

イベント終了した後にですが、双方、男性の方にも女性の方にもアンケートを

とっております。そのなかでですね、本人たちはあくまでも結婚したいという

意向はお持ちのようでございますが、なかなかその辺が実行に移せないという

ことで私どもも今後そのイベントについてどうなのということのアンケートも

とっております。本人たちにしてみればやはりやっていただきたいということ

で実は昨年度もですね、今までずっと後継者対策協議会のほうで、イベントの

方法だとか、それぞれやっていたんですが、それでは私どもが考えるわけです

から、年代が結構古いということで、若い方がちょっと考えてやってください

と、私たちはその援助をしますよというかたちで、実は昨年も始めました。実

際のところ最後は結局お忙しいこともありまして、委員会のほうが全て、やっ

たような格好になっております。ですからその辺をまず意識改革をしていくこ

とが一番大切なのかなと私は考えております。以上です。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

先ほども申したとおりですね、この意識改革なんですよね。それで、この方法

をどのように今後考えていくかということと、さらには自分が考えるにはアン

ケート調査するときの、この年齢制限というんですか、やはり２２歳の独身者

にまで下げてやっているのか、ある程度３０歳以上だとかっていうその区切り

の仕方、またアンケートの方法、そして今申し上げたこの積極的にする方法と

してどのようなことを考えているのか、お聞きします。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

アンケートとイベントの参加案内につきましては、当方では２０歳から上の方

ということで、現在押さえております。私どもで押さえているのは３７名おり

ます。それで何歳以上とかそういうことは今のところ区切っておりません。一

応２０歳以上の方にはイベントのご案内を差し上げて、そして参加した方にア
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ンケートをとっているような、そういうようなかたちになってございます。以

上です。 

 

議長 方法については。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

その辺はですね、いろいろ難しい問題がありまして、参加してくれる方がまず

少ないということで、実は後継者の方も昨年は１４名ほど出ましたけども、そ

の前までは５名なり６名ぐらいしか参加をしていただけないということで、そ

れでいろいろ昨年は考えまして、やっぱり地元に戻したほうが良いだろうとい

うことで、３年間の反省を踏まえまして、昨年地元で開催しております。本年

も今のところは同じようなかたちで町内でということでの企画は今のところし

ております。今後、若者をまた集めまして、協議会等でどういうかたちにする

かということは、協議をしてまいりたいと思っております。以上です。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

当然ながらプライバシーにかかわる問題ですし、我々がほれほれほれほれと言

っても、当然ながら自分に結婚する意識だとか伴侶が欲しいという意識がなけ

れば当然なんですけども、昔から言われておりましたこの女性との接触の仕方、

接待の仕方というんですか、そういうのがやっぱりうまくないんじゃないかと、

下手なんじゃないかっていうこともありまして、今笑っておられます病院事務

局長の産業課長時代にはですね、やっぱり札幌まで行ってやっぱりそういう研

修も受けて、さらにはその会員制のところでメンバーになってね、女性が集ま

るところへ行くようなスタイルもとったんですけどもね、やっぱりそれもまた

今の段階ではどうなったのかわかりませんけど立ち消えになってしまったとい

うことで、やはりもう少しというか、どこまで自分達が首突っ込んだら怒られ

る範囲なのか褒められる範囲なのかっていうのは、当然ながら難しいとこあろ

うかと思います。だけどもそういう計画するなかでやはりこの女性を集める方

法も大変難しいでしょうけども、やはりこういう交流の場を年１回というわけ

じゃなく、そういう性格の人も含めてもう少し女性との対話、対応の仕方を勉

強するような方法っていうのも必要じゃないかなと思うんですけど、自分たち

は当然ながら自分たちで見つけて結婚してっていうことでね、うまくいってる

人はいってるんでしょうけどもやはり、不慣れな方にとっては、それは重大な

問題ですし、自分もそれは自分の欠点だと思ってる方も数多くいるとも思うん

ですよね。その辺も含めてもう少し今後考えていってほしいなと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

 

議長 農業委員会事務局長。 
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農 業 委 員

会 事 務 局

長 

それではただいまのご質問にお答えします。イベントを開催する前には必ず、

ここ４、５年ですが必ずコーディネーターにお入りいただいて、女性との接し

方だとかその辺からまずやっているんですよ。現実は。ただそれが、その後に

すぐイベント開催ということなものですから、それがどこまで浸透するかって

いう部分でちょっと難しい部分もあるのかなと思いますけども、とりあえずは

そういう女性との接し方についての教育というか、接し方ということでは一応

そのイベントの前には必ず実行しております。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

そうですね、本当に何回も言うようですけどもプライバシー、個人の問題です

し、大変難しい面あるかと思いますけども、何回も聞きますけども、某あかし

や誰々みたくおしゃべり好きでああゆうタイプでもてる人もいるだろうし、無

口で何もしゃべらないけどももてる男性も当然いるということで、人間どっち

つかず、どういうタイプが好きだかっていうのは来る女性によっていろいろ変

わってくると思いますけども、この農業者、先ほど質問した年齢の問題なんで

すけども、この２０歳から募集するというこの辺の感覚っていうのは、自分と

してはどうしてもちょっと、その感覚でいいのかなっていう気がするんですけ

れどもその辺、どうでしょう、３０歳以上だとか、３５歳以上で区切るという

考え方は。いかがでしょう。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

以前はですね、議員言われるように区切って募集をしていたところです。ただ、

それは後継者から出たわけではないんですが、後継者の親からですね、うちの

息子も後継者なのにそういうイベントには声をかけてくれないのかと言われた

ケースがございます。それ以降、一応案内は差し上げますということで、本人

がもらいたいかもらいたくないかそれはもう個人の考え方でございますので、

一応私どもとしては後継者として登録されている方皆さんには、一応ご案内を

差し上げますが、婚活イベントですので、そういうふうに考えている方は参加

してくださいよというかたちで、募集をしております。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

農業後継者対策協議会という会はございますので今後とも農業後継者対策のほ

うは十分やっていきたいですし、成功するように自分たちも応援していきたい

なと思っております。ここで二つ目の問題で、同じような関係なんですけど、

後継者問題として自分もこの質問をするときに、いろんな町民の方とお話させ

ていただいたなかで、農業後継者ばかりが、花嫁対策で困っているわけじゃな
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いですよと、町内にも、いろんな職業の方で、まだまだ独身の方で困っている

ことはないでしょうけど苦労しているとかという話を聞いたことがございま

す。そこで一つお聞きしたいんですけども、農業者以外の若者に対するこうい

う交流対策、及び花嫁対策を町ではどのように考えているのか、まずお聞きし

たいと思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それでは私からお答え申し上げたいと思います。前段、山田議員のご質問にあ

りました町政執行方針のなかに農業者以外の若者の交流対策の記述がなかった

というご指摘がございました。これから答えることがなぜこの交流対策の記述

がなかったかというような、中身が出てくるのかなというふうに思いますので

一つよろしくお願いしたいと思います。現時点で役場の部署のなかで、農業者

以外のいわゆる結婚対策を担当する部署はないという状況になっております。

こういうことからも、こういう記載がないというようなことになったのかなと

いうふうに思っております。平取町、ご承知のとおり農業が基幹産業の町でご

ざいます。北海道の多くの町が農業あるいは漁業が基幹産業の町ということで、

この基幹産業を維持、発展させるにはどうしても、そういう作業の後継者対策、

特に花嫁対策が必要であるというような観点から、多くの町でそういう後継者

の花嫁対策を講じてきております。これは平取町としても同じでございます。

ただいま前段の質問のなかで農業委員会の事務局長が答えたとおり、ここ３、

４年については、目立った成果がないというような状況でございましたけれど

も、過去にはですね、それなりに効果があったということで私は思っておりま

す。道外からの花嫁さん、また道内からの花嫁さん、結構町内にはおります。

またすずらん会というそういう主婦のグループも町内にあることは事実でござ

います。必ずしも後継者対策の事業が間違った方向に行ってはいないと思いま

すけども時代のニーズに若干あってきてないのかなというふうに思っておりま

す。ただいまのご質問の答えになるかどうかちょっとわかりませんけども、最

近、全般的に若者の非婚化あるいはその晩婚化というのが進展をしております。

この進展の一つがですね少子化の要因だということも言われております。ある

市長さんによりますと独身者の８５％、この人たちはですね、結婚願望を持っ

ております。しかし、その適当な相手にめぐり会えないと。そういう理由から

結婚してないということで答えた方が半数以上いるというような調査結果が出

ております。こういうようなことから、独身の男女が結婚につながるような、

交流イベントの開催、いわゆる若者の出会いの場の創出が本当に必要になって

きているのが現実でございます。ただこの点については先ほど山田議員のご質

問にもありましたけども、個人のプライベートな問題にも配慮しなければなら

ないということで、慎重な取り扱いが必要なのかなというふうに思っておりま

す。こういうようなことで、何らかのかたちでこの交流対策を進めていかなけ
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ればならないのかなと思っております。具体的には、まず対象者が町内にどの

くらいいるのか。例えば農業の後継者だと４０人前後の方がいるというのはは

っきり数でわかるんですけども、農業者以外ということになるとどの程度の未

婚の男女がいるのかというのは把握できてないのが実態です。そういう人達の

なかにそういう何か機会があれば結婚をしてみたい、交流してみたいという人

がそのなかにどのくらいいるのか。そういうまず実態調査、ニーズ調査をして

いかないと把握ができないのでないのかなというふうに思っております。こう

いうようなことでとりあえず、役場のなかでどこが担当するのかまず内部協議

をしながら、どういう方法がいいのか、検討を進めさせていただきたいと思い

ます。役場内部だけなのか、当然外部の人たちも入れて進めていくのかそれも

含めて一度検討させていただきたいなと思いますので一つよろしくお願いした

いと思います。以上でございます。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

副町長答えられたとおり、農業者以外の若者たちが平取町内に本当に何人いる

かというのは数字にも出ていませんし、これからの問題だろうとは考えており

ます。当然ながら、年齢制限を含めたなかでこういう交流会というのをやって

いかなきゃならないのかなっていう気はしますけども、自分自身こういう質問

しながらこういうことしたらいいんじゃないかという具体策も当然ながら、大

変難しい問題で、考えないわけではないんですけども、まだ頭の中ということ

でございます。そして、まあ自分の中では、いろいろこのアンケート調査を含

め、それから年齢の制限も含めたり、しまいには仲人委員会みたいなようなも

のを平取町内につくって農業者、一般町民を含め、いろんな業種の方でこうい

う組織づくりをしたほうがいいんじゃないかなとか、また謝礼金を含めたなか

でこういう、昔ありましたよね、平取町も。まとめたら何万円かという謝礼金

を出したとかっていう方策。また今後においては、成婚した場合、平取町に住

んでくれる場合には、平取町の米を２年間無料で配布する商品券をあげるだと

かっていう、方法はいろいろ考えるんですけど実際どういう事業をやったらう

まくいくのかっていう方法がまだちょっと自分の頭の中にもございません。で

すが、去年のことになりますけども、下の喫煙所で町長とお話したなかでテレ

ビ番組でですね、ナインティナインお見合い大作戦というテレビ番組があるん

ですよねって。ああいうことで農業後継者対策になりませんかねという話を何

人かの議員さんを含めて話したなかで町長は、いいことですねって、もしそれ

が成功するのであれば、自分は応援してあげますよという話もしていただきま

した。こういう大々的なテレビを交えて平取町のＰＲにもなりますし、若者を

含めてのこういう全町民を対象にした婚活という方法については、いいのかな

っていう気はしておりますし、町長の返事もありましたので自分は期待して、

あえて今回聞きたいんですけども、この方法につきましてはどのように考えて
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いるか、その辺をお聞かせください。 

 

議長 

 

副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

副町長。 

 

それではお答えをしたいと思います。基本的に、まず、結婚願望、本当に自分

が結婚したいというふうに思うんであれば、自ら出会いを求めて活動するとい

うのが基本的なことなんですけども、なかなか現実的には、そうにはならない

というところでございます。ただいま、テレビ番組の活用というお話も出たん

ですけども、本当にテレビ番組を活用することはいわゆる全国に発信できると

いうメリット、あるいは話題性をＰＲできる、そして平取町を全国にＰＲでき

るという、いろんな大きなメリットがあるんですけども、ただですね、これは

その反面という意味で聞いていただければいいんですけども、山田さんが何回

か言っていた個人のプライベート等、これがテレビの場合、守られるのかどう

なのかっていうのがちょっと一番心配するのがあります。それと要するに継続

的なイベントにはなっていかない、事業にはなっていかないということです。

やっぱりテレビ番組を一つ誘致をするということになるとそれなりにお金がか

かってきますので、当然多額の予算を使いながら、そういうイベントを組んで

いくということなので、なかなか、継続的な事業にはなってこないというよう

なことなので、それが本当にいいのかどうなのかっていうのは、先ほど言った

とおり、まず、どういうものがいいのか、本当に全体で検討してみて、それも

一つの方法だよということであれば、そういうかたちも考えながら進めていく

のがいいのかなというふうに思っておりますので、それだけを頭に置いて考え

ていくということにはなかなかならないのかなというように思っておりますの

で一つご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

山田議員。 

 

３番 

山田議員 

確かに、テレビ番組となると視聴率を上げるためには、ある程度のことを当然

やっていくんだろうなと考えはしますし、今副町長がおっしゃっていたように

プライバシー、これに関してはやっぱり、大きな民放ですから、当然その辺の

ことは法律にかからない放送はやっていくんだろうなという考え方しておりま

す。ですけども、当然、先ほどから言いましたとおり、これに出席する人がゼ

ロだったら、テレビ放送も何もなりませんので、当然ながらアンケート調査も

必要になってくるかなと思いますし、難しい問題かなとは思います。自分もこ

れは究極的な問題提起ということでございまして、平取町が、町のどこの課に

なるかわかりませんけども、継続的に、こういう問題を取り組んでいけるよう

な、方策を練っていただける計画があるのであれば、そちらの方に、当然なが

ら予算をつぎ込んだ方が自分としても、いい方法かなと思うんですけども、こ

の結婚対策という言葉遣いにしたらいいかどうかは別問題にしまして、こうい
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う女性との交流を含めたなかでの農業者以外の方を含めた総括的な協議会、検

討会、計画を練るということを考えていってもらえるかどうか、その辺ちょっ

とお伺いします。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 なかなか難しい話でございます。ただですね、前に食育推進計画に関する一般

質問がございまして、その当時食育に関する担当部署が決まってないという状

況のなかで、何回か質問を受けて、そして今そういう体制ができ上がってると

いうような状況になってますので、この問題についても、例えば少子化だけの

考え方でいくのであれば、保健福祉課、あるいはその全体的なそのまちづくり

の観点からということであればまちづくり課あるいは生涯学習課、いろんな部

署が考えられると思います。どちらにしても、内部で十分協議をさせていただ

いて、担当部署を決められるようなかたちで進めていけたらなと思います。以

上でございます。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

農業者以外の交流会も含めたなかで十分検討していってほしいなと思っており

ますけども、また農業者後継者対策協議会のほうに戻りますけども、今後でき

るであろう副町長が約束してくれたんであと２、３年中にはなろうかと思いま

すけども、これも含めて農業者も合体したなかで今後活動していったらいいん

じゃないかという考え方はどうかなっていう気がするんですけど。それと先ほ

ど自分１回言いましたけども、この仲人委員会のようなものを作ってもう少し

積極的な活動、議員のなかにも、この間こういう話題をしたら、あそこの人も

いるんだよねとか、農家嫌なんかだけども、とかっていういろんな話飛び交う

んですよね。やはりこういう方々を含めて、もう少しこの世話人の方を増やす

ような委員会みたいなようなものをつくるだとか、あと謝礼金、そして、成立

した場合に昔のように農業者だけじゃないですけども、お祝い金みたいなもの

をプレゼントするだとかっていう方法も含めてね、これでどうでしょう、今副

町長が言う委員会のようなものをつくるというまでの間は農業者後継者対策が

一番要となるんで、この辺を含めてもう少し協議会のほうでお話できないかど

うかその辺ちょっとお聞かせ下さい。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

ただいまの関係についてお答えします。協議会では別にそれらについて協議す

ることは全然問題ないと思いますので本年度２５年度の対策協議会のなかでそ

れらも協議していただくようにしたいと考えております。 
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議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

それでは最後になりますけども、先ほど失礼ながら、町長の名前を出してテレ

ビの番組を応援していただけるというたばこ吸いながらでの雑談でしたけれど

も、その辺の考え方含めて、町長の考え方を聞かせていただきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私の方からご答弁申し上げますが、町政執行方針のなかにそういった

字句がないということでございますけれども、ご承知の通り地道に農業後継者

対策については町農協、農業委員会から構成する平取町の農業後継者対策協議

会が中心となって取り組んでいるところでございまして、具体的な取り決めに

ついては、先ほど申されたように、農業青年と都市女性との交流、ふれあい会、

あるいは結婚相談員と推進委員による紹介活動、また未婚後継者の育成等を推

進しておりますがしかしながら、ここ数年は大きな成果をあげるに至っていな

いのが実態ということでございます。これから平取町の将来を考えたときに、

後継者、花嫁、花婿対策というのは大変重要な課題でございます。また農業青

年に限らず、幅広い業種の方々の問題もございます。なかなか特効薬はござい

ませんけれども、これから思い切った発想のもとに、新たな取り組みにチャレ

ンジをしていかなければならないというふうに考えておりまして、先ほど来、

出ておりましたテレビ番組の活用、あるいは謝礼の関係、またイベントのあり

方等々についてですね、これから内部で詰めながらこの協議会のなかで、思い

切った発想のもとに考えていきたいというふうに思っておりますし、特に前段

申し上げたテレビ番組も一つの方法というようなことで、これが成果があれば、

思い切ったかたちで取り組めるのではないかなというふうに思いますので、積

極的に私としても、町として、応援をしてまいりたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 山田議員の質問は終了します。９番松原議員を指名します。松原議員。 

 

９番 

松原議員 

９番松原です。先に通告しました市民農園整備について、２点お伺いいたしま

す。新年度計画に新規事業での市民農園の整備が計画されましたことは平取町

の都市住民との交流については目玉事業になると思っております。団塊の世代

が定年退職を迎え、食の安全や地産地消、生活環境に対する関心が高まってお

ります。都市から農村漁村や地方へ癒しや定住を求める傾向があります。また、

さらに、自然や生き物が大好きとか田舎暮らしにあこがれる傾向もあります。

移住定住推進事業、交流農業体験設備等にも市民農園方式が推進されておりま

す。２５年度、新規事業として予算措置されていますが、平成２年市民農園整
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備促進法が制定されたことはご承知と思います。この法律は、健康的でゆとり

のある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振

興に資することを目的とするものでありますから、都市住民だけではなく、農

業の振興もねらいとしていると思います。全国的にも広がり、過疎化対策や農

業後継者対策としても農林水産省、建設省、国土交通省等が奨励をしておりま

す。平取町も整備計画をし、整備の予定地が新しくなるびらとり温泉近くの二

風谷地域に計画され、二風谷地域を指定されておりますが、法律では、市町村

は市民農園区域を指定したときは遅滞なくこれを公表しなければならないと規

定されております。１点目の質問ですが、市民農園区域の指定の公表予定はい

つ頃か、また募集方法についてどのようにするのかお伺いいたします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは、今のご質問にお答えさせていただきます。ご質問にもありましたと

おり、２５年度の当初予算で移住定住促進事業の一環といたしまして、二風谷

地区に計画をしてございます、交流農業体験施設いわゆる市民農園整備事業で

ございまして、これは町民と都市住民との交流機会の拡大ですとか、当町での

農業体験を通して移住へのきっかけづくりなどを目的に実施しようというもの

でございます。いわゆる、市民農園の開設手法といたしましては、法の上での

手法といたしまして、今ご質問にありました市民農園整備促進法による開設、

もしくは特定農地貸付法による開設を選択するということになってございま

す。昨年１１月５日に開催いたしました総務文教常任委員会でもこの点につい

て概要を説明したという経緯がございますけれども、当町が整備を予定してお

ります農園というのが、特定農地貸付法という法律にのっとりまして、整備を

図りたいということでございまして、今予定している二風谷地区は町有地とい

うこともございまして、こういう公有地で開設する場合は、この農園をどう貸

付するかというような規定を定めまして、農業委員会に申請し、承認を得れば

足りるということになってございまして、ご質問の市民農園整備促進法による

開設をしないということになっておりますので、この法の規定による公表につ

いてはその義務がないというようなことになっております。なぜ、この整備促

進法による開設を選択しなかったかということなんでございますが、この法の

規定ではですね、北海道の基本方針にのっとった整備が必要になるというよう

なこともございまして、整備の条件といたしまして、園路ですとかトイレ、そ

れから手洗い場、水飲み場、その他の給排水施設、それから、農機具及び農業

資材の収納施設、ごみ置き場、駐車場及び駐輪場の整備が必須の条件となると

いうようなこともございます。また、参集人数を想定した休憩施設等も整備が

望ましいというようなこともございまして、これらをすべて満たす施設整備が

非常に今の時点で難しいということでございまして、促進法の開設によること

ができないものと、特定農地貸付法による整備を選択したということになって
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ございます。来年度、これから予算のご審議をいただいて、執行するというこ

とになれば、主に札幌圏を中心に募集をしたいというふうに思ってございまし

て、こういう農作業が始まるという時期はやはり連休前ぐらいからの作業にな

ろうかなということも考えてございますので、その辺の時期を目標にいたしま

して、募集についてもホームページへの掲載ですとか、札幌圏でのチラシの配

布等、効果的な手法もさらに検討いたしまして、早目に募集をかけたいという

ふうに考えてございます。以上です。 

 

議長 松原議員。 

 

９番 

松原議員 

促進法にしないということですが、休憩所だとか、利用者にですねこういう施

設はできるだけ整備していただけるように進めていただきたいと思います。で

きるだけ早くですね、利用できるようなかたちを取っていただけることをおね

がいします。次に２点目ですが、都市住民との交流を図るためにも、市民農園

では花や野菜等を栽培する利用者と地域の人たち、農家の人たちの交流の環境

が必要と考えます。市民農園を利用し農業理解を深め、地域住民との交流の場

とする目的で滞在型を取り入れる農家民宿を募集してはどうか。また、現在二

風谷、小平等には民宿がありますが、その民宿の利用も考え、受け入れる事業

者の補助金制度を設けることで農家民宿や地域の民宿と連携をしながら、市民

農園を利用者がゆっくりと、農園を楽しめる滞在型市民農園としての活用も考

えられます。平取町観光振興ビジョン、地域活性化した都市との住民との交流

人口の増加を目指し、無料シャトルバスの運行も実施し、一定の成果もありま

すが、様々な地域資源を生かした交流産業の推進等を結び付けるのか、また産

業の６次化として、将来に向けて、農業従事者の育成や都市消費者等を受け入

れる交流産業を推進するためにも市民農園を増やし、農家民宿をする農家を募

集することもできると思います。二風谷地域ばかりではなくまた他の地域での

休耕地を利用した農作業のできる市民農園を広げることも必要と考えますが、

町長にお伺いいたします。交流として、農家民宿を推進することで、６次化を

目指す民宿や、また、民宿を利用し、また農家民宿への補助金制度ができない

のか伺います。移住定住促進事業、体験整備事業、先ほど課長が説明しました

けれども、こういう・・・の事業整備を利用して休耕地を利用した二風谷地域

以外でも、市民農園をこれから開園する考えはないかお伺いいたします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。農家民宿の募集等をして滞在型の市民農園を目指すべき

だというご質問でございましたけれども、２５年度予定しております、交流農

業体験施設整備事業は、現在のところ、本格的な滞在型を想定するものではご

ざいませんので、それについての施設整備ですとか、農家民宿等の募集等も、
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町としては予定はしていないというような状況でございます。ただ、利用者に

おきましてはですね、町内の宿泊施設の情報等、二風谷地区も何軒か民宿等も

ございますので、そういった情報を積極的に提供させていただきまして、宿泊

の希望があれば、ご利用をお願いするということにしたいと考えてございます。

今回も二風谷地区に当面、開設するということでございますので、温泉の近く

というようなこともありますし、それから博物館、歴史館等も、アイヌ文化に

ふれるような機会も増えると、可能性も大きくなることからですね、平取町を

代表する観光施設、特産品、それからご当地メニュー等も合わせてＰＲをして、

来ていただいた方には特典等も検討しながら、農園の利用者に大いに利用して

いただく手法もあわせて検討したいというふうに考えてございます。私からは

以上です。 

 

議長 松原議員。 

 

９番 

松原議員 

将来的に・・・でお願い、というかやるべきだと、交流産業なんですけれども、

こういう交流産業はいろんな面で地域活性化事業だとかいろんなかたちでいろ

んなものにうたっておりまして、将来的には、農家の６次化についてですねい

ろいろ提言されたり、いろんな検討会等をやっておりますけども、将来に向け

てですね、町長がそういう交流産業また、地域での要するに後継者育成をする

ということで前向きにいろんなかたちを取っておりますけども、こういうかた

ちで地域と都市との交流関係についても町長はどのような方向で考えているの

か、お伺いいたします。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、交流産業の振興についてご答弁申し上げますが、今後の平取町が、

いきいきと輝いたまちづくりをするためには、やはり、基幹産業であります農

林業の振興を中心に据えながら、平取町の地域資源であります新鮮なトマト、

平取牛、お米等のいろんな新鮮な食、そして、それが沙流川流域に息づいてき

たアイヌ文化というすばらしい文化がございますし、また、恵まれた自然、こ

れらとの地域資源の連携によりまして、都市からの交流人口の拡大を図ること

が大変大事なことかなというふうに考えておりますし、また、農林産物に付加

価値をつけながら、１次、２次、３次合わせた６次産業の振興を図りながら、

雇用の場を生みだしながら、地域再生を図ることが大変これから平取町にとっ

ては重要と考えております。特に都市からの交流人口の拡大を図りながら、地

域経済に潤いを与えること、人が平取に来ることは、雇用にもつながるものと

考えております。そのためにも平取町の良さを知ってもらうために、ご承知の

とおり、一昨年から札幌でのトマト和牛フェアの実施、あるいは２５年度で改

築をするびらとり温泉の整備、さらには大通り公園で開催されます、オータム
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フェストでの町及び特産品のＰＲの実施、また、現在も継続して実施しており

ます札幌駅北口からの、無料シャトルバスの運行、さらには広域連携というか

たちのなかでは、日高町、平取町との２町の連携による、沙流ユーカラ街道シ

ャトルバスの運行も継続をしてまいります。また新年度からは、新たに関東圏

の都市住民を対象とした千歳空港無料シャトルバスの運行、また、昨年、東日

本広域圏の国公立の大学等との連携協定によって、学生、若者たちが平取に来

る現地宿泊体験型のワークショップの開催誘致にも積極的に取り組んでまいり

たいというふうに考えてございます。また新年度計画しております市民農園事

業については、先ほど担当課長からお話がございましたように、町民と都市住

民との交流機会の拡大、そして、当町での農業体験を通じて移住へのきっかけ

づくりになればというふうに期待をしているところでございます。今後とも、

これらの市民農園事業をまずモデル的に実施をしながら、状況を見て、利用者

のニーズ等の把握に努めながら、発展的に進めてまいりたいというふうに考え

ておりますので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 休憩します。 

 

    （休憩  午前１１時５８分） 

   （再開  午後 ０時５９分） 

 

議長 再開します。午前中に引き続き、松原議員の質問を行います。松原議員。 

 

９番 

松原議員 

答弁をいただきましたなかで、これからもですね農業の６次化については、こ

れからも力を入れていただき、実施に向けられ、計画されていただきたいと思

います。また、後継者の育成や移住定住推進にもこれから力を入れて計画的に

実行していただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、私の方から最後の答弁をさせていただきたいと思いますが、定住促

進並びに交流人口の対策については、平取町の過疎化、少子化による人口減少

予想以上に加速をしてございますので、今後とも、農業振興であります基幹産

業にも力を入れてまいりますし、また、前段申し上げましたように、地域資源

を生かした、交流人口の拡大、また、地域資源を生かした、６次化産業の振興

にもですね、今後、全精力を挙げて取り組んでまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 松原議員の質問は終了します。５番平村議員を指名します。平村議員。 
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５番 

平村議員 

５番平村です。先に通告しておりますみどりが丘野球場の夜間照明施設につい

て質問いたします。この野球場の夜間照明施設については、平成２２年１２月

の町議会定例会で一般質問した案件でございますが、当時のご答弁では、財政

状況等から総合計画の後期５か年計画では難しい、財源の見通しが立てば３か

年の実施計画のローリングのなかで検討したいとのご答弁をなされています。

この夜間照明施設は、健康づくり、若者、異業種の交流、農業後継者対策など、

多面性を持っており、若者が夢と希望を持てるまちづくりの総合的な観点から

も重要な課題であり、期待を寄せていたところ、昨年の町長選挙で公約され、

２期目の町政執行方針のなかで、この施設の多面性を強調され、未来への人づ

くり、まちづくりにつながるものと考え、総合計画のローリングで検討すると

大変力強く所信を表明されています。このことは、大所高所から決断されたも

のと歓迎をいたしておりましたが、第５次総合計画の最後の３か年実施計画に

盛られていませんでした。今後、この事業の具現化をどう考えておられるのか、

町長の所信をお伺いしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それではご答弁を申し上げます。昨年の９月の２期目の町政執行方針のなかで

夜間照明設備については、福島原発事故を契機にしながら電力需給バランスが

崩れているなかで、慎重を期する必要が生じておりますので、今後の電力供給

状況を十分見きわめながら、総合計画のローリングのなかで検討したい旨申し

上げているところでございます。したがいまして、その後北海道での現在、泊

原発３基が停止をして、供給力が低下しておりますことから、今年の冬の最大

電力需要を２０１０年度の５７９万キロワットより、７％小さい５３８万キロ

ワット以下に全道の各家庭、企業等に協力を要請するなど、数値目標が要請さ

れたところでありまして、このことについては、全国で北海道がはじめてと聞

いたところでございます。また発電所の故障が重なるなどして、電力供給力が

落ち込み、停電が起きると生命にかかわる恐れもあることから、政府等、北電

が節電を要請したなかで、どのように推移するのか、その時点では先行き不透

明さもございましたので、大変残念でございましたけれども、昨年の総合計画

のローリングに盛り込むことを見合わせたところでございます。したがいまし

て今後の電力需要の動向を見きわめながら、新年度のローリングのなかで、検

討してまいりたいというふうに考えておりますので、答弁をいたします。 

 

議長 平村議員。 

 

５番 

平村議員 

いろいろな事情が災害のためありまして、その辺はわかると思いますが、この

夜間照明がないのは、日高管内でも平取町だけでございます。野球の練習をし

ている実態を見ておりますと、お仕事の関係で、薄暮の時間帯で練習時間を短
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縮して制限されるなかでやっております。時にはお隣の日高町、富川の野球場

をお借りしているようですが、なかなかチーム数が多くて思うようには使用で

きないそうでございます。この夜間照明については、本町地区野球協会と体育

連盟が要望された経緯がありまして、財政状況等々の事情でみどりが丘グラン

ド周辺整備を先にするということで、双方協議し、年次計画で、野球場の整備

がされています。せっかく立派な野球場ができても、夜間使用ができなければ、

野球をはじめ各種スポーツの振興はできません。野球場設置のポイントとして

は、健康づくり、若者、異業種との交流、農業後継者対策としての事業、交流、

それから若者が夢と希望を持てるまちづくりなど、多面性を持った施設であり

ます。この夜間照明施設にはいろいろの意見もあると思いますが、私は、先ほ

どもるる申し上げていますが、多面的な利用目的もありますし、地域活性化に

もつながる施設であると考えています。町長は現場の状況を見られていると思

いますが、夜間照明の設置には理解を示しておりますので、今後、町長の任期

中に実現するような決意を伺うものであります。特に要望して町長のローリン

グのなかに入れていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 町長。 

 

町長 るる経過については平村議員のほうから申されたとおりでございますので、そ

の経過については割愛を申し上げますが、夜間照明施設設備については、前段

申し上げたとおり、現在の社会状況としては、節電という流れになって大変残

念でございますけれども、慎重を期する必要がございます。しかしながら、小

さな町でのスポーツを楽しみにしている、純粋な若者や多くの方々の熱い思い

を実現することは、今後の町民の健康づくり、人づくり、また、町の発展への

投資だというふうに考えてございますので、電力供給力が安定の見通しがつけ

ば、総合計画ローリングのなかに盛り込みながら審議会で十分協議をしてまい

りたいというふうに考えておりますし、またお話がございましたように任期中

には、何とか実現するように取り組んでまいりたいというふうに思っておりま

すので、ご理解を願いたいと思います。 

 

議長 平村議員の質問は終了いたします。以上で通告のありました議員からの質問は

すべて終了いたしましたので、日程第２、一般質問を終了します。 

日程第３、報告第１号請願審査の結果報告についてを議題とします。総務文教

常任委員会委員長からの審査報告については、お手元の議案のとおりでありま

す。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 
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討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本件に対する委員長の報告

は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の方は挙手願います。

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第３、報告第１号請願審査の結果報告については

報告どおり採択と決定しました。 

日程第４、請願第２号自治体財政の確保と地方分権の確立を求める請願につい

てを議題とします。 

お諮りします。請願第２号については、会議規則第９０条第２項の規定によっ

て、委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、請願第２号については、委員会の付託を省略す

ることに決定しました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。日程第４、請願第２号について採決を行います。請願第

２号を採択することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第４、請願第２号は採択することに決定しました。

日程第５、請願第３号ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願についてを議題と

します。 

お諮りします。請願第３号については、会議規則第９０条第２項の規定によっ

て委員会の付託を省略したいと思います。ご異議はありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、請願第３号については、委員会の付託を省略す

ることに決定しました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。日程第５、請願第３号について採決を行います。請願第

３号を採択とすることに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、請願第３号は採択することに決定しました。

以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いた

します。ご苦労さんでございました。 

 

  

 

（閉 会 午後 １時１０分） 
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