
- 1 -

平成24年11月20日(火) 場 所 3階 第5研修室会議録

会 議 名：第7回総務・経済常任委員会

出席委員：竹田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、佐藤委員、吉田委員

平野委員、笠井委員、東出委員、岩館委員

欠席委員：なし

事 務 局 山 本、近 藤

会議時間 09：02～16：50

開 会

1．委員長挨拶

皆さん、おはようございます。竹田委員長

ただいまから、第7回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は9名でございます。

又地信也さんから遅刻の届け出がありました。

よって、委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は 別紙配布のとおりであります。、

2．調査事項

産業経済課(1)

各種補助金及び助成金による経済効果について①

産業経済課の皆さん、きのうに引き続いて大変ご苦労様です。竹田委員長

きょう、また、半日よろしくお願いしたいと思います。

それでは、さっそく1番目の各種補助金及び助成金による経済効果につきまして、資料

に基づいて説明をお願いしたいと思います。

木村課長。

皆さん、どうもおはようございます。きのうに引き続いて、産業経済木村産業経済課長

課の関係についてよろしくお願いします。

きょうは主に、農協関連、農業関係ということで、後ほど担当のほうから各補助金につ

いて説明いたします。

また、昨年度行いました緊急雇用創出推進事業、町有林材積調査事業実施報告書につい

ても概要を説明いたします。それでは、よろしくお願いします。

東主査。竹田委員長

おはようございます。東主査

私のほうから、今回、出されている資料の21ページにあります農政部分につきましての

補助金を説明させていただきたいと思います。

それでは、21ページから説明させていただきますのでご参照願います。
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それでは、予算科目でいう6款 農林水産業費、1項 農業費、3目 農業総務費から順

番に説明させていただきます。

、 、 。 、番号①番 生活改善グループ活動補助金 予算額2万3,000円です 実績につきましては

翌年度の3月に例年執行している状況となっております。事業内容等につきましては、町

内外の農漁村女性との交流会を行ったり、ふれあいフェスティバルの開催、または花いっ

ぱい運動や町内清掃などの景観美化活動などを推進している団体への補助となっておりま

す。

②番、農村基盤整備事業償還金です。今年度予算につきましては、2,935万2,000円とな

っております。これにつきましては、上半期分、下半期分ということで、ことしにつきま

、 。 、しては 1,475万9,862円の現時点での支出となっております 事業内容等につきましては

基盤整備をした債務負担分で、平成11年度から26年度までの負担となっております。24年

度期首残高で6,095万6,031円となっております。

続きまして、4目 農業振興費分でございます。

③番、農業経営基盤強化金利子補給金です。予算額55万5,000円となっております。執

行につきましては、翌年度の3月に執行予定となっております。農業経営改善計画を達成

するため、認定農業者に対し融資した農業経営基盤強化資金、通称「スーパーＬ資金」に

つきましての利子補給を行っております。対象農家につきましては、7軒となっておりま

す。

④番、農地保有合理化事業利子補給金です。予算額6万3,000円に対しまして、実績につ

きましては、翌年度の3月に実施予定となっております。担い手農家の農地取得の軽減負

担を図る部分でありまして、農協が担い手に対し、農地保有合理化により取得した優良農

地の取得資金として貸し付けた資金の利子の一部を助成するものであります。これにつき

ましては、現在の債務負担につきまして、31年度までとなっております。

続きまして、22ページをお開き願います。

⑤番、経営安定対策基盤整備緊急支援事業利子補給補助金です。これにつきましては、

平成24年9月の第3回定例議会におきまして補正をさせていただいている部分でございま

す。予算額23万円、実績につきましては、本年の12月を予定しております。昭和63年から

平成23年まで行っていた、土地改良総合整備事業及び中山間総合整備事業の受益者負担の

償還に伴う利子を国が4年間補助するものとなっております。これにつきましては、21年

から23年度まで土地改良負担金償還特別緊急支援対策事業利子補給補助金として実施して

いたものでありまして、この度、制度改正の中で4年間の延長があり、その分を今回の9月

の定例会において補正させていただいた分でございます。

、 、 。 。続きまして ⑥番 施設園芸栽培拡大事業助成金です 70万円を予算付けしております

本年度につきましては、24年の10月に補助を予定しております。規模拡大及び新規就農者

が導入する際に事業費の10％、または20％を助成するものとなっております。今回、実施

する部分につきましては、新規就農者でハウスを5棟、規模拡大でハウスを3棟導入するこ

とによる助成を予定しております。

続きまして、5目 畜産業費になります。

⑦番、南渡島地区乳牛共進会補助金でございます。予算額2万7,000円に対しまして、本

年度は2万7,000円の支出をしております。南渡島地区乳牛共進会実行委員会が開催する共
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進会の補助金となっております。ことしの出陳頭数につきましては、44頭ございました。

⑧番、家畜ふん尿処理適正化事業助成金でございます。予算額10万3,000円に対しまし

て、実績等につきましては、翌年の3月を予定しております。事業内容につきましては、

家畜ふん尿処理施設を整備したものに対する利子助成となっております。この分の事業完

了につきましては、平成27年度を予定しております。

、 、 。 、 。続きまして ⑨番 畜産経営維持緊急支援利子補給補助金です 予算額 28万1,000円

これにつきましても、翌年3月を利子補給をする予定となっております。大家畜経営体の

償還が困難な借り入れを、この資金に借り換えを行った場合の利子補給事業となっており

ます。現在、3戸が対象で、事業完了につきましては平成47年となっております。

次に、23ページをお開き願います。

⑩番、大家畜経営体質強化資金利子補給金です。

、 、 。予算額6,000円に対しまして 実績等につきましては 平成25年3月を予定しております

借入金の償還が困難な大家畜経営体に有した場合、この資金に対する利子補給事業でござ

います。事業完了につきましては、平成24年度、今年度を終了ということになっておりま

す。以上、説明を終わらせていただきます。

ただいま、農政関係についての資料の説明をいただきました。竹田委員長

これより質疑をお受けします。

木村課長。

、 、木村産業経済課長 いま説明した各々の補助金についての事業効果等について 昨日同様

若干の見解を述べたいと思います。ご承知のとおり、経年的な補助金がほとんどでありま

す。これについて、農業者に対しての稲作、施設野菜、畜産、酪農、それぞれに対して、

あるいは地域活動についての補助金となっております。これまで同様、この補助金を交付

することによって、地域の農業をきちんと守っていくとともに、地域の活動についても支

援していくということで行っております。以上です。

ただいま木村課長から、この事業効果の補足等も含めて発言がありました。竹田委員長

皆さんから質疑等を受けたいと思います。

吉田委員。

たいしたことではないのですが、確認の意味でちょっとお聞きしたいと思いま吉田委員

す。22ページの施設園芸ハウスありますよね。これは、ニラとほうれん草のそのためのハ

ウス、トマトも入ります。こういう感じでいまやっていますけれども、この事業内容の文

面の中に、この説明の中でわかりづらい部分があるのです。新規就農者が10％なのか、既

存の人が増棟した場合が20％なのか、その辺をきちんと説明していただければもっとわか

りやすくなるので、その辺の内容をきちんと説明していただきたいのと、そしてこの事業

助成金、これからたぶん、ことしもこれを使って既存の農家もほうれん草ハウスを増やし

ている人もおります。生産の販売も増えていくのですけれども、継続的にこれを進めてい

くのか、単年度で終わってしまう可能性もあるのか。その辺についても、これから予算編

成等もありますので、その辺についても、もし、わかり得ることがあれば説明をお願いし

ます。

東主査。竹田委員長

大変申し訳ございません。⑥番の施設園芸栽培拡大事業助成金の事業の内訳につ東主査
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いて、説明をさせていただきます。10％と20％の助成内容なのですけれども、規模拡大に

つきましては10％、新規就農者につきましては20％です。ただし、新規就農者につきまし

ては、3年間を新規就農者としての位置付けとして20％、4年目以降は規模拡大として10％

の助成をしていきたいということで、これにつきましては、23年度からルール付けをいた

しまして、昨年度から一応、新規就農者または規模拡大に対する助成ということで予算付

けもさせていただいております。ですから、単年度事業ということではなくて、希望があ

、 。ればその都度助成対象として 町としても支援していきたいというふうに考えております

以上です。

ハウスの継続の部分をもう1点、後段の部分。東主査。竹田委員長

継続部分につきましては、町のほうで23年度でルール化しましたので、農協さん東主査

と協議の中で、次年度以降、規模拡大または新規就農者の増棟ということでの要望があり

ますと。その分は、次年度以降につきましても予算付けをしていきたいというふうに考え

ていますので、単年度ということではなくて、一応制度化しておりますので、それにつき

ましては継続していきたいというふうに思っております。

確認しますけど、規模拡大の部分については、現状をハウスを行っている農竹田委員長

家であってもハウスを増棟したいという希望があれば、この助成対象になるということで

いいのですね。

吉田委員。

確かにすごい良いことなので、これからもそうしていただきたいのですが、い吉田委員

ま、生産者の中でトマトからほうれん草に変えた人たちが多いのです。そして、ここは雪

の多い所なものですから、知内町はもうスパンが40cm、45cmのハウスを建てていくという

のが通例になってきています。それでいま、トマト用のハウスでニラをやっていると、冬

場、秋、春早くというのはできないですよね。そういう建て替えの時には、この事業とい

うのは、ハウスを替えていくという時には、この事業に乗れるのか乗れないのか。乗れな

いのであれば乗れないと、はっきり言ってもらえばいいのですが。

規模拡大にはならないのですけれども、もしいまトマトのハウスでほうれん草をやって

いて、ニラに替えていく 「それではトマトのハウスでは無理ですね」ということになる。

のですよね、ここの地域では雪が多いですからと。ニラ用のハウスにするなら替えていか

なければないです、同じ場所で。そういう場合には規模拡大になるのか、施設の更新にな

るから、それはならないのかということなのです。この辺の見解もきちんとしていただか

ないと厳しい部分も出てくるので、それは「認めません」だったら「認めません」でいい

のです。お願いします。

東主査。竹田委員長

この部分につきましては、あくまでも増棟という部分で考えておりまして、いま東主査

の吉田委員が言いますようなことについては該当にならないと思います。

ほかにございませんか。竹田委員長

新井田副委員長。

新井田です。二つほどお伺いしたいのですけれども。昨今、新聞等マス新井田副委員長

コミ等にも話題になっておりますけれども、各助成の中で戸別補償でハウスが過受給とい

う報道があったのですが、この辺というのは、当町はどういう状況になっているのか確認
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したいのと、それと家畜ふん尿処理施設の中で違法建築だとか、そういう部分の新聞等の

マスコミの記載があったのですけれども、当町としての状況はどうなのか。その辺をちょ

っと確認したいのですけれども、よろしくお願いします。

よく聞き取れなかったのでもう一度お願いします。木村産業経済課長

新井田副委員長。竹田委員長

戸別補償で半数が過受給という報道があったのですが、当町の状況はど新井田副委員長

うなっているかなということで。そういうことはないと思うのですけれども。

北海道新聞の11月3日土曜日の新聞の記事になっている部分です。竹田委員長

東主査。

戸別補償の関係の部分につきましては、当町につきましては該当ありません。こ東主査

の新聞報道につきましては 農協との契約により戸別補償の対象になります しかし 実、 。 、「

際、作付けしていたのが、それに満たなかったよ」という内容の新聞報道なのですけれど

も、ここにつきましては、畑作のものが大半でございまして、木古内の部分については該

当がないということで報告させていただきます。

また、家畜堆肥舎の部分につきましては、木古内町につきましては7棟の対象になりま

。 、 、 、す ここにつきましては現在 24年度につきましては 建物の耐震の確認中ということで

これは農協さんによるまずは確認中と。それで、木古内につきましては、軒数が少ないの

ですけれども、全道的に見ますと軒数が多いものですから、これに相当数時間がかかると

いう内容になっております。それを終わったあとに、改めて確認申請等の調査等に入って

くるということで、これにつきましては北海道から確認しておりますので、一応報告とい

うことにさせていただきます。以上です。

私のほうから1点だけ、21ページの1番目の生活改善グループの活動補助です竹田委員長

けれども、これはかなり継続して行われている。助成団体からは、たぶん歓迎されている

のかと思います。ただ、この補助金は活動助成ですから、事業が終わった時点でやはり精

算すべきでないかと。これは、清算の時期が25年の3月となっていますから、もし事業が

、 、完了しているのであれば 速やかに補助金の精算をすべきでないかという気がしますので

その辺については、内部で十分検討して事務の執行に当たっていただければと思います。

ほかに皆さんのほうからございませんか。

なければ、次に進んでよろしいですか。

（ はい」と呼ぶ声あり）「

それでは、緊急雇用創出推進事業、町有林の材積調査についての報告をお願竹田委員長

いしたいと思います。

東主査。

それでは、24ページをお開き願います。東主査

表紙でございます。町有林在籍調査事業実績報告書ということで、昨年、緊急雇用で森

林組合のほうへ事業を委託している内容の報告書となっております。

続きまして、25ページをお開き願います。

今回、町有林の材積調査事業を発注した内容による報告書になっております。

1.目的、2.調査方法につきましては、お目通しを願いたいと思います。3.実施期間につ

、 、 。 、きましては 委託期間 平成23年4月13日から平成23年12月15日となっております 実際
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業者が調査を実施した期間につきましては、23年5月6日から23年11月29日となっておりま

。 、 、 。す 調査結果につきましては 26ページとなっておりますので お目通しをお願いします

調査結果概要ということで、5番のほうに記されております。本数でございます。調査

本数につきましては、2万5,735本というふうになっております。胸高直径ですが、14cm

から30cmが大半を占めており、総体とすると8割を占めておりまして、2万1,000本ほどあ

りました。特に、18cmから23cmの部分につきましては、1万5,900本ほどというふうになっ

ております。材積につきましては1万963㎥ありまして、胸高直径で20cmから36cmが8,800

㎥ありまして、8割程度の材積がこの胸径の範囲内であるというふうになっております。

後にあります森林調査簿につきましては、実際1万5,000㎥ほど、その山にあると。これ

は、データー等の式に基づいて算出している部分なのですけれども、実際、現地に入って

調査した結果との乖離でいくと、7割程度に現地はあるというふうな調査結果となります

ので、この7割程度を今後、町有林を間伐する際の予算の積算として利用していきたいと

いうふうに思っております。以上となっております。

これは、林小班33になっていますけれども、場所はどこですか。竹田委員長

東主査。

林小班につきましては、字名でいきますと字木古内で、場所につきましては、昨東主査

年、中核作業道ということで10月に現地を確認していただいた作業道。佐女川林道から作

業道のほうを付けさせていただいて、現地のほうを見ていただいた場所の付近の隣地とな

っております。

説明をいただきました。竹田委員長

これより質疑を受けたいと思います。

質疑ございませんか。

福嶋委員。

町有林の材積調査というふうなことで、1年間かけてこの28haを調査したとい福嶋委員

うふうなことでございますけれども、町全体として1,100haあるうち、杉人工林が600haく

らいあるわけですよね。そのうち28.7haをやったと。あと、いままでやったところの残り

がどのくらいあって、パーセントとしてはどのくらい調査をしたのか、今後はどうするの

か、その辺の見解をお願いします。

東主査。竹田委員長

いまの委員さんの質問につきましては、とりあえず今後70％という材積調査簿に東主査

よる数字の70％というおおよその数字が出ましたので、それを一応積算根拠に考えていき

たいと。それで、23年度から利用間伐ということで、補助事業内容も変わりまして、実施

して結果として出てきている数字もおおよそ、やはり70％ほどの材積間伐の立方数になっ

ておりますので、その辺については乖離はないだろうと考えております。ただ、実際やる

中で、当然出てくる材積につきましては変わってくるものもあると思いますので、その辺

は、予算上ではおおよそ70％という位置付けの中で積算していきますが、実績を基に、そ

の辺については、毎年考えていきたいと。それで、全体の調査云々につきましては、当然

現地に入っていただくだとかということが必要になりますし、現体制での実施という部分

についてはなかなか厳しいと思いますので、そこについては委託等をしていかなければな

らないのですけれども、当然、金額的なものもありますので、今回の調査結果、または、
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これから行う間伐の内容の実績を基に精査していきたいというふうに考えております。

佐藤委員。竹田委員長

材積調査の結果は理解いたしますけども、この林班名33というのは一体どこの佐藤委員

、 。 、 、場所なのか ちょっとわからないのですが そして 70％という数字が出ているのですが

これは何年生の樹種なのですか。

東主査。竹田委員長

佐藤委員の質問についてお答えいたします。場所につきましては、先ほど若干触東主査

れさせていただきましたが、昨年、事業実施した中核作業道の実施箇所の周辺部分です。

ここの部分につきましては、昨年、現地確認ということで、委員さんがたにも同行して

いただいて現地を確認していただいているところです。場所につきましては、中核作業道

付近ということでよろしくお願いいたします。

調査をした林齢につきましては、おおよそ55年生前後ということで、小班毎に林齢は分

かれますが、おおよそ55年前後ということで報告させていただきます。以上です。

今後、こういう材積の調査、こういう資料を作る時、やはりこれにはいま質竹田委員長

問で出された林齢も資料に付けるようにしていただきたいと思います。

、 、 。 、今回のこの調査によって 調査簿との乖離というか 約3割減だと 一概には言えない

いろいろな立地条件等もやはり山の場合はあるのですけれども、やはりこのことを今後の

いろいろな数字を出す中では、一応70％、調査簿に70％でのいろいろな計算をしていくと

いうことになると思うのですけれども、やはり今回のせっかくこの調査を理解して、今後

の町有林の活用のありかたについては、いまここでどうこうではなく将来のビジョン、管

。 、 。理を含めてどうするのか このまま直営というか あくまでも森林組合の委託でいくのか

やはり方法的には全面委託という方法もあるわけですし、そういう部分も十分、行政内部

でご検討いただきたいという気がします。特に、答弁は要りません。

新井田副委員長。

新井田です。一つ聞きたいのですが、素人考えで的を得ていないかもし新井田副委員長

れませんが、お許しいただきたいのですけれども、調査結果概要の中でこういう数字が出

ているのですけれども、先ほど55年生という形の中で、この例えば直径14㎝から30㎝だと

かいろいろ記載されていますけれども、我々素人から見るとわからないのですけれども、

この55年生、立地条件云々ということもありますけれども、このいわゆる直径に対する年

数というか、この辺の考え方というか、これは55年生でこのようなものなのか、手入れを

するともっと大きくなるのか、その辺の見解を聞きたいのですけれども。

東主査。竹田委員長

、 、東主査 木の部分につきましては 担当ではありますがやはり未熟な部分もありますので

私の見解または関係機関からの教えの中でいう回答ということで、回答させていただきま

す。

おおよそ、杉の伐期につきましては60年と言われておりまして、それは土地の状況、ま

たは土地の栄養分がある、なしも含めての話で、総合的にやはり30前後にはなっているだ

ろうというふうなことで、この場所につきましてはおおよそ良い場所で、だいたい林齢な

りの樹木ができているだろうということは推測されます。それで、この地区につきまして

は、基本的には10年前後くらいで間伐を手入れしている場所でありますので、それ相応の
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成長も認められると思っております。それで、今回の調査した結果は、まさにその結果ど

おり、成長度合いどおりに出てきているものというふうに感じております。以上です。

平野委員。竹田委員長

そうであれば、この調査簿による蓄積量に対して7割ということなのですけれ平野委員

ども、要は決められた式に則った数字が、これは本当にふさわしい数字なのかどうかとい

うのが非常に疑問になるのです。それで、この式の概要までどうこうと聞いてもなかなか

難しいところがあると思うのですけれども、平均的にこの式に基づいてやると、この3割

減というのは妥当なのかどうなのかという部分については、どういう見解を持っていらっ

しゃるのですか。

東主査。竹田委員長

今回の材積でいう7割という部分について、妥当かどうかと言うと、結果として7東主査

割だった。また、23年度で利用間伐をした実績としても、調査簿比較して7割だったとい

うことで、妥当だろうというふうに考えられます。それで、調査簿でいう今回のこの1,50

0㎥、この場所にあるだろう調査簿上、データーの式で合わせた部分につきましては、お

およそ全面積が日当たり良好で、成長に、要は必要な部分が均等に整備されていればこれ

だけあるだろうと。しかし、現地に行くと日当たりの悪い場所、または根の付き具合が悪

い場所、または傾斜等で木の生育が不十分な場所という条件的な不利な場所もありますの

で、その辺を考えると7割程度だったということで、調査結果、または実績に基づいて7割

だったということで妥当だろうというふうに認識しております。

よろしいですか。竹田委員長

佐藤委員。

今回のこの報告書なのですが、これはこの報告は報告で終わるということでな佐藤委員

いと思うのです。この目的を見ますと「次年度以降の実施事業の精度を高めるため、更に

一定地域の材積を調査する 」とあるのですが、町有林の人工林に移転した600haなのです。

が、おおよそ間伐、全く手の入っていないところでないわけですね。それで、今後この調

査に基づいて、どのような方法で町のこれを管理していく考えでいるのか、先ほど委員長

もちょっと触れていたようですが、その辺を。

木村課長。竹田委員長

ここ数年間、いろいろ論議があるというふうに自分も先ほどの委員長木村産業経済課長

の言にもありましたけれども認識しております。ただ、いろいろな方法を模索していく中

でも、それぞれ隘路があるというふうなことも確認しておりますので、当面はいまの状況
あい ろ

の中でやっていきたいと思っています。また、森林の総合的な管理についてですが、今年

度、森林整備計画というものを策定 中ですので、それに則ってこれらの状況もそれらに

反映した中で、森林管理を行っていきたいと思います。以上です。

佐藤委員。竹田委員長

大まかでもよろしいのですが、今回の調査は55年生だと言われますが、町有林佐藤委員

でもう伐期に来ている林齢があるのではないかというふうに私は思うのです。現地を見て

いないからわからないのですが、すでに60年過ぎている皆伐といいますか、そういう場所

も今後どう考えているのかと思っているので質問しているわけです。

東主査。竹田委員長
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伐期を過ぎている林齢につきまして、いま60年を超えている林齢という部分につ東主査

きましても、杉につきましてはおおよそ全体でいう面積でいくと17haほど、いま手元にあ

る資料では杉の部分については17haほどあります。補助事業制度でいけば、60年までの補

助事業ですので、60年を超えると基本的には皆伐といって、一度全部木を切ってそれから

植栽するという流れになります。現時点では、利用間伐を中心に行っていきたいと思うの

ですが、当然伐期を過ぎた部分もありますので、その辺については、計画的に17町ある面

積を計画的に皆伐し、植栽していきたいというふうなことで、今後検討していければと思

っております。

東出委員。竹田委員長

ただ、これはいま緊急雇用対策事業で去年やったわけですよね。それで、いま東出委員

こういう結果が出たわけですが、要は国の景気対策で、この1年間やった結果がこうだっ

たのですよというのが出たわけですよね。そして、場所もそれから材積も出てきた。しか

し、いま言うように樹齢が60年過ぎると。全部伐採してまた植栽しなければならないとい

う答弁だったのですが、ではそうすると、緊急雇用対策が今度はないわけです、24年から

は。そうすると、山の材積がどうのだとか、木の状態がどうだということに関しては、誰

が今度山を見て歩くのか。緊急雇用で森林組合に委託して、森林組合で臨時職員を採用し

てやったからこういう結果が出たのですが、では、その後年、先ほど誰が山の維持管理を

していくのだというのがまた一つの大きな課題ですよね、山に関しては。まして、これは

23年度の決算委員会の中で私は言ったのですが、実際補助金が入って、そしてまるまるい

くらかの数字が積み上げられたのですが では 実質裏を返すと6万円くらいでしたか そ、 、 、「

れでいいのか」という議論はそれとしながらも、これは決算ですから結果論なのですが、

でははたして、こうやって1,000haいくらあって、そのうちに6割が杉材だといって、これ

は町の大事な財産なのです。大事な財産ですけれども、いまこの現状の中を見てくれば、

、 、 、山をいままでいた人が辞めて もうほとんど民間委託にしてしまっているのですが では

、 、 。はたして貴重な山が 町の財産が将来どうなっていくのか すごく我々は不安を持ちます

ですから、山の維持管理この辺については、いまここで即答は求めませんがどういうふう

な考えなのか、どうすればいいのかという議論をしているのかどうなのか。その辺、総務

課長もきょういますので、やはり貴重な財産ですから、どうしたらいいのか私自身も疑問

があるのです。そちらのほうも抱いていると思うのですけれども、この辺はどういうふう

に考えていったらいいでしょう。

いま東出委員から、今後の町有林の管理を含めてどうするのだというのは先竹田委員長

ほど私のほうからも言いましたし、これをいま今回出ているのは、この緊急雇用で材積の

調査でこういうデーターが出ましたと。これで、調査簿の材積からすると約70％の材積の

乖離、差があると。ですから、今後の事業の展開の中で、この材積調査を活かすために70

％という数字を使って、いろいろな積み上げを含めてやりますよね。ですから、きょうの

この事務調査の中で、今後の例えば「町有林どうするのだ 「伐期を迎えている材積は17」、

haあるけど、皆伐してまた植栽をしなければならないわけですし、そういう部分の事業を

どうするのだ」という展開については、今後、新年度を含めてきちんと原課あるいは町長

部局含めて、やはりその辺の部分を整理する方向でいいのかと思いますけど、東出委員、

どうしてもやはりその分求めるのであれば。
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東出委員。

いますぐ即答というわけにはいかないということで、私自身も決算委員会を踏東出委員

まえて、まだ2、3か月より経っていないのですが、やはりここはきちんと「どうしたらい

」 、 、いのだ という部分では 我々議会も含めて時々現地を見させてもらっていますけれども

いま正直言って手のつけやすいところから手をつけていると。強いて言えば、成長の良い

ところから手をつけていっているという現状かと思うのです。ですから、いずれにしても

これは延々と続く課題なのです。それで、いろいろ国なり道の支援策があって、こうやっ

てやっているのですけれども、いまのこの国なり道の財政状況を考えていくと、これは半

減されるかもしれませんし、そうした時にどうするのか。それから、いまの木材の市場価

格の低迷等もいろいろと諸問題が絡んでいるので、やはりここはどうかしなければならな

いだろうというふうに皆さんも思っているし、我々も思っているのです。やはり、この辺

はきょうは答えは求めませんけれども、皆さんのほうから何か良い知恵があれば、やはり

、 、議会のほうにも投げかけてもらいたいし 我々も知恵があれば出していきたいと思うので

ここはあなた達の問題と捉えず、ただ、いま委員長が言ったように町長部局をはじめ、い

、 、 、ろいろな部分でこの貴重な財産ですし また 先祖代々引き継いで来た財産でもあるので

これはやはり後々の人に言われることのないように、これだけ十分注意していきたいと思

うし、また、あなた達もそういうような部分で努力して欲しいということで要望します。

佐藤委員。竹田委員長

ただいま、東出委員さんからもいろいろお話がございましたけれども、やはり佐藤委員

この町有林につきましては、いままでの経過から見てもやはり今後長期で計画を立てる必

要があるのではないかと。1年や2年で簡単にできる問題ではないかというので思うわけで

す。ですから、やはり行政側もそういう計画を一応立てて、我々に示してもらいたいとい

うふうに思います。

1点確認しますけれども、先ほど森林総合整備計画をいま策定中というよう竹田委員長

なことでしたけれども、この森林整備計画については、いつまでの例えば事業完了になる

のかというのをまずお願いします。

東主査。

、 、 、東主査 この計画につきましては 実際 森林経営計画という名の中で作るという制度に

25年度から補助事業を受ける際に必要になる計画です。それで、いままでは森林施業計画

、 、という名で事業を行っていたのですけれども 補助事業等の内容も若干変わってきまして

現在これからは森林経営計画という計画を作った中で事業を行っていくというふうになっ

ています。そこで、町もそういう計画を作って、事業を行っていくという内容になってお

ります。これにつきましては、いままであれば個人が個人の山をやる計画で良かったので

すけれども、これからは集約化、要はある一定の面積を持った中で計画を作ってというふ

うになっております。町有林につきましては1,000ha以上ありますので、町として計画を

、 、 、作れるのですけれども 個人につきましては 例えば森林組合が一定程度の面積を扱って

個人毎を集めた中で計画を作って、補助事業に乗って補助をもらっていくという流れにな

っていますので、施業計画から経営計画に変わる内容というのは、そのような内容にもな

っておりますので、その制度に乗った計画を25年度中に策定するという内容になっており

ます。以上です。
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24年度、今年度ですか。東主査。竹田委員長

25年の3月まで、次年度ですね。それで、25年度からその経営計画に乗って事業東主査

を行っていくというふうになりますので、計画は一応5年間になっておりますので、いま

は、中長期という5年間の部分については、町のほうである程度の場所も選定した中でそ

の計画に沿って事業をやっていきたいというふうに思っております。

この3月までで、いまのこの施業計画から森林経営計画ができるということ竹田委員長

でいいのですね。確認だけです。

（ 24年度中ですか、いま25年度中と言いましたが 」と声あり）「 。

東主査。竹田委員長

25年の3月なので、24年度中です。東主査

24年度中ということですね。いま取りかかっている作成中の森林経営計画が竹田委員長

できれば、これからの山の手入れを含めたいろいろな制度、ですが集約化しなければなら

ないということは、個人がもし施業する場合に結構な面積要件になるだろうと思うのです

けれども、例えば森林組合が事業主体になると思いますが、その面積要件というのはマッ

クス一番小さい面積でどのくらいで採択になるのですか。東主査。

その経営計画の内容なのですけれども、一応、集約化の 低面積は5haになりま東主査

すので、5ha以上をまずは集約化の単位と。それで、小班の半分の面積以上が必要になる

のです。ですので、個人等の集まりの集約化は5haで、その中で小班面積が例えば10haと

か、20haがあればそういう団地が二つ必要だとか、三つ必要だとかという条件にはなって

きます。以上です。

何かその事業を受けるほうからすると、すごくわかりづらい。小班の半分の竹田委員長

事業をやらなければならないという、一つの集約化5haはわかるのですが、それを束ねる

といったら大変なような気がしますが。

東主査。

これは国でいう集約化することで、作業のコストの削減が狙いであります。ある東主査

意味では、個人所有者が規模が大きい所有者もいれば小さい所有者もいます。当然、規模

が大きいと事業費は削減されます。例えば、森林組合に委託した場合に、大きい面積だと

ある程度コストは下がるのですけれども、当然、小さい場所で道路もない、何もないとい

うことであると、間伐する以前のそういうコストもかかってくるので、そういう部分も含

めて所有者、または面積をある程度求めることでコストを削減できると。また、木材の市

場価値も下がっていることから、とにかくコストを下げる方法として、そういう事業を推

進しているという内容になっております。また、例えば小班で半分取れない場合は、二つ

の小班を重ねて二つの小班で半分以上あればいいとか、ある程度要件はあるのですが、大

まかに言うと先ほどのような説明になります。以上です。

これは新しい取り組みの事業だとすると、新年度以降何らかの部分で町民に竹田委員長

訴える部分も含めて検討してもらいたいと思います。

ほかにございませんか。又地委員。

町有林はさておいても民有林に関しては、民有林を持っている人がたが自発的又地委員

にそれに参加すると言ったら言い方がおかしいですが、そういうことなのでしょう。そう

したら、当然民有林を持っている人がたが、例えば5ha以上、あちこち集めてやるとして
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、 。 、 。 、も財源の確保が必要ですね お金がかかることですから その辺です 問題は ですから

民有林に対して、そういうふうに 低5ha以上集まってやるとなっても、財源を民間の人

がたがお金がなければやれないことなのです。煎じ詰めていくと。

ほかにないようでしたら、以上で終えたいと思います。竹田委員長

暫時、休憩をいたします。

休憩 9:54

再開11:35

休憩を解き、会議を再開します。竹田委員長

先ほど、ＪＡさんの意見交換の中で、ＪＡさんの資料の中に記載のとおり、幸連牧野の

草地更新に関わる補助残の何分の一かを、町のほうでも負担をお願いしたいという、そう

いう要望を受けました。このことについて、行政側でこの話が全く初耳ではないと思いま

すし、そのような経過を含めて説明願いたいと思います。

木村課長。

皆さんどうもお疲れ様でした。先ほど農協のほうで出された案件につ木村産業経済課長

いて、改めて行政の認識も含めて説明したいと思います。先ほど会議開催前にご説明した

とおり、これは国直轄事業ですので平成23年度の国の補正予算です。それを24年度に繰り

越した上で、農業関係で要望がないかということで、ＪＡ新函館では幸連牧野の草地更新

。 、 、事業について要望したわけです それが採択となって 先ほど農協で説明があったとおり

9月から11月にかけて草地更新事業を行ったということです。それで、行政としての認識

でありますが、この議会の委員会の意見交換会の事前準備をする際に、このような要望が

あるということをお聞きしました。それ以前には、個別の職員との基幹支店の支店長を含

めての個別の職員との意見交換の中では事業を実施しているということと、それについて

いろいろ検討しているということについて確認しております。自分の認識としては以上で

す。

このことについて、事業の並べというか、あれはいま説明を受けましたけれ竹田委員長

ども、具体的に先ほどセンター長が説明されたように補助残の440万円、それをアバウト

に10年間で償還というか整理をしたいということでの、44万円を4等分になるかどうかは

別にして、生産者、ＪＡ、両町という考えが出て来ました。このことは行政側には、例え

ばどういう助成金額というか中身の詰めというのはまだ出ていないのでしょうか。

木村課長。

農協のほうで説明があったとおり、この案件については、牧場の運営木村産業経済課長

委員会がありますので、そちらでどのような取り扱いをしていくかということが一つの要

因になります。したがいまして、先ほど城地センター長、畜産課長が言及したものにつき

ましては、あくまでも現時点での農協の事務局の想定ということで捉えております。した

がいまして、木古内町への正式な要請というのはありませんし、金額の提示もいまの段階

ではされていない状況です。

又地委員。竹田委員長

140頭の放牧頭数確保を目標にしているということなので、これは木古内町と又地委員
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知内町と思うのです。この140頭の内訳を担当課として早く急いで欲しい。それは中身的

には、例えば乳牛が何頭、全体、そしてそれは知内町と木古内町で何頭ずつ、あるいは褐

毛の部分では知内町で何頭で、木古内町は何頭、そういうものを早く委員会に出して欲し

いなと。そういう中で、たぶん金額等も提示される時期になると、頭数割りだとかあるい

は木古内町、知内町あるいは受益者、農協さんが、これだけ持つというようなものもたぶ

ん出てくるだろうと思うし、委員会としては、そのあとでないといろいろ議論はできない

、 。のではないかとそんなふうに思っていますので その作業だけは早くしていただきたいと

ほかにございませんか。竹田委員長

なければ、いま又地委員から出された、その辺の内訳詳細について資料提示できるよう

な準備をお願いしたいということで、この部分は細かい部分は行政側に出て来た段階でた

ぶん行政側から出てくるのかと思いますので、この件はこれでよろしいでしょうか。

ほかにございませんか。午前の議論を含めた部分で。

又地委員。

きょうの議論ではないのですが、お許しをいただいて、きのう漁組さんのホタ又地委員

テの件でいろいろ事務調査をやりました。その中で、ちょっと私のほうから知内町さんの

情報が入って来ましたので報告をしながら、うちとすれば知内町さんと共同歩調を取れる

ような選択肢があるのかどうかということを時間もないのですが、時間を取っていただく

中で、もう少し議論をしたほうがいいのではないかと。知内町さんは、漁組からは北電の

交付金があるのですよね。北電から漁組に入っています 「その中で対応してください」。

と。ただし、ホタテだけではないのです 「ホタテの被害だけでなく、燃料代だとか、そ。

」 。 。 、ういうものも含めた中で要求した と 金額はわかりません そうしたら知内町としては

「北電からもらっている基金からはだめだ」というような話に現在なっているということ

なのです。ですから私は 「ああそうか」と 「漁師さんがたの、本来は北電から交付され、 。

、 。」 、たお金をあなたがたが使えないというのは こともまたあれだね という話をする中で

知内町の一議員のほうから 「木古内町はどうなったのだろうか」ということなので 「90、 、

万円の件に関しては、12月の定例会で補正が出てくるようだ」というところまで話はした

のですが、足並みを揃えて木古内町と知内町と今回の被害の部分では罹災証明云々だとか

も、やはり向こうも同じなようですけれども 「上級官庁に対しての共同歩調を併せた中、

の要望だとか、そういうものを考えられないのかな」というような話もしていました。そ

れは、あの人がたが言っているのは、衆議院選挙云々だとかそんなこともあるけれども、

地元から出ている、すぐ上の上級官庁というと振興局ですので、それは道議会議員、ここ

は選出2人よりいませんので、その辺も考えながら 「共同歩調を併せた中の要望だとか、、

嘆願だとかというものに、こぎつけれないものかな」というような話もしていました。そ

れは、知内町の漁組サイドのほうの役員もやっているかたなので、その辺はうちも少しで

きないものかということを、少しダメ元でいいからやるべきではないのかなというふうに

私は感じたものですから、一応報告しながら、その辺でこの委員会がどうするかというの

を少し議論したらいいのではないかと、そんなふうに思っています。

特に、この部分、上級官庁への要望等については、行政側に要望するという竹田委員長

これは委員会のまとめとして持っていくのか。例えば、ここで行政側に要請して総務課長

もいますので、その辺を取り上げて、共同歩調を取っていただくような手はずを取っても
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らったほうがいいのかなという気もするのですが。

又地委員。

、 。 、 、又地委員 問題は そういうことが可能かどうかという部分です ただ 何もやらないで

例えば 「借り入れするための罹災証明を出してください」と。私は罹災証明というのは、

個々の企業漁家から 「私はこのくらい災害を受けた」とか、ということであれば罹災証、

明というのは2種類に使えるのではないかと。例えば、企業漁家が借り入れを受けるとい

うことでしたよね。そのために、必要な罹災証明という部分もあるし、あるいは各漁家が

ホタテをやっている人がたが 「私はこれだけ被災していますよ」という部分を取りまと、

めれば、ある意味では少し強い要望書なり、嘆願書みたいな形にも使えるのではないかと

いうふうにも思っているのですけれども。その辺は、総務課長もここにいますので、問題

は委員会が「ああ、そうかそうか」と言うのであれば町長にも来てもらって、あるいは担

当部局だけで振興局に行くというのか、あるいは2町の首長さんが揃って行くというのか

その経緯というのは、これからいろいろ議論すればいいことであって、はたしてそういう

方法というのは総務課長どうですか。

いまのこの件については、上級官庁へ対する要望・陳情等については、必要竹田委員長

だとは思います。ただ、行政側でも例えば総務課長・首長を含めて、内部の調整をしなけ

ればここで総務課長が即答できないのかなというふうに思いますので、これは委員会の中

で、そのような声、要望があったということで、あと行政側がどのような行動を含めて取

っていただけるか。やはり、やるからには 大限努力した結果、結果は別としても、やは

りそういう行動は取るべきではないかというふうに感じますけど、皆さんいかがでしょう

か。この部分については、休憩をして行政側に退席してもらってもいいですか。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩11:48

再開11:54

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

以上で産業経済課を終わります。

暫時休憩をいたします。

どうもご苦労様でした。

休憩11:54

再開12:59

教育委員会(2)

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

それでは、早速、前回16日に口頭で説明された旧鶴岡小学校用地の貸付と給食搬送車の

事故処理について説明を求めます。

佐藤課長。
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それでは、前回資料がちょっと不足しておりましたものを追加資料と佐藤生涯学習課長

してお配りしました。

まず、1点目は旧鶴岡小学校用地貸付についてです。資料の1ページから4ページをご覧

ください。

まず、1ページですが学校用地の使用許可書でございます。この中には、期間だとか面

積それから使用料についてその他とか書いております。ご覧になってください。

それから、2ページ目が使用料の積算の根拠でございます。それから、下のほうには条

件ですね、現況に復帰すること等でございます。

3ページ目は、会社のほうから借用の願いということで、願いが上がっております。

それから、4ページ目は前回お配りしましたものと同じでございますが、概要を書いた

図面でございます。以上が簡単に用地の貸付についての資料についてご説明しました。

次に、5ページから7ページにかけてですが、給食の搬送車の事故です。コンテナの落下

事故についての資料でございます。

まず、5ページ目は北島製パンから後日、事故のお詫びと報告ということで文書を受け

ております。その中には、まず、事故の下の「記」のほうですけれども、事故の経過につ

いて書いております。平成24年10月25日、給食センターより木古内中学校への学校給食を

配送途中、トラックの荷台ストッパーの装着不良及び荷台シャッターのストッパー装着不

、 。 、良と二重のミスが重なったため コンテナ2台を道路上に落としてしまいました そして

それに対する今後の対策につきましては、今回の事故は当日の配送車が荷台ストッパーの

装着確認と荷台シャッターの閉まっているのを確認しなかったのが原因で 「今後このよ、

うなことのないよう、確認作業の徹底を指導し確認するようにします 」ということで報。

告を受けております。

それから、6ページ目は損害の状況ですが、まず、食材の関係です。当日かかったもの

の内訳でございます。メニューがコーンポタージュ、ハンバーグ、キャベツの中華サラダ

、 「 」 「 」ということで それから代替のものを下のほうに さんまのみそ煮 と スコッチエッグ

ということで書いております。これが合計で2万1,352円、損害を被ったという内訳でござ

います。

7ページ目が、これは見積もりを取ったわけですけれども、食缶関係の見積もりでござ

います。一番上のコンテナ2台なのですけれども、これはちょっと高額で単価1台が47万円

ということの見積もりです。

2番は食器籠です。箸だとかスプーン等を入れる食器籠です。これの大4個です。一つ単

価が7,200円。

3番目の同じ食器籠で小さいのが1個で6,800円。その下が食缶関係です。3万3,000円す

るものと、それから3万1,600円するもの。それから保温の食缶は3万7,000円。シャトルド

ラムというのも食缶の一種です、2万4,500円。合計134万2,635円という見積もりをいただ

いております。この見積書は北島製パンさんのほうにお渡ししております。あくまでも、

これは見積もりでありまして、直接私達のほうの金銭のやりとりはないものですから、直

接北島さんのほうから、これに相当するものを現品で給食センターのほうに納入していた

だくということでございます。それから、先ほどの食材の関係は、これに代わる給菓とい

うかお菓子類ですね、そういうもので調整していただくというふうなお話になっておりま
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す。以上です。

ただいま鶴岡小学校の用地の貸付と給食センターの配送車の事故処理につい竹田委員長

て、説明をいただきました。皆さんより質疑等をいただきます。

福嶋委員。

食材については、2万1,000円ということでたいした金額ではないのですが、た福嶋委員

だ備品が130万円になったと。これは相手側が全面的にうちのほうの損害ではなくて、や

った当事者の問題だというふうな、そのような説明ですけれども、ただこれについて、保

険適用対象がどの程度あるのか。例えば、自賠責なり損害賠償をやった時にどの程度まで

補償があるものか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。相手側が全面的にやるの

でしょうけれども、対当事者とうちとの説明内容で、どの程度が向こうではそういう保険

なり対処した場合に適用になるのか、その辺わかる範囲内でお願いします。

佐藤課長。竹田委員長

いまの保険の関係ですけれども、当センターとしてはこういうものに佐藤生涯学習課長

保険というのは入っておりません。それで、北島さんのほうは保険が入っているかどうか

というのはちょっと未確認です、すみません。いずれにしましても、社長に損害のコンテ

ナのこれは例えば賠償していただく、これは対象物を直接確認していただきます。

福嶋委員。竹田委員長

もう一つは、先般、口頭で説明した中では、2個落としたと。4個か6個かわか福嶋委員

、 。 、りませんけれども 積んだ中で途中のシャッターの二重の確認が足りなかったと それで

1個は大森町長の前の、昔の物資部の前に落としたと。2個目はサンメイトの前で落とした

と。それで、2個より落としてないわけです。そうすると、あとの4個というのは中で全部

損害しておかしくなったのか、何も使えないのか、いろいろ全部、4個分が落としてしま

って話を聞くと2個落としている。2個落としたものは食器等も落としたので、かなり破損

して使い物にならないと、だから新しくする。あと庫内の車の中にあるものは、もうだめ

なのか、その辺わかる範囲内でお願いします。

佐藤課長。竹田委員長

大きくコンテナの中に入っているものは2セット、そのまま落ちたの佐藤生涯学習課長

です。ですから、一番上のコンテナは二つしかないわけです。その中に入っているものの

内訳です。その中で、何ともないものもやはりあります。何ともなくない被害のあったも

のをここで拾ったのでそういう数になっております。

いまの件なのですが、食缶コンテナについては現品を補償すると。食材につ竹田委員長

いては給食センター負担になると。

（ 違います。両方」との声あり）「

両方補填すると。ただ、この種の事故というか事例というのは私達もあまり竹田委員長

聞いたことがないわけですし、初めてのケースなのですが、配送業者の北島さんからは、

事故の報告がこうありました。それを踏まえて教育委員会とすれば、今後の再発防止を含

めてどのような例えば指導、ここにあるように、例えばストッパーの装着不良、シャッタ

ーのストッパーの装着不良というのは問題外だと思うのです。装着不良であれば、人的な

、 、 。掛け忘れというかそういうことならいいのですが 整備不良でしょう どちらかと言えば

そういうことで、こういう事故を発生したということであれば、教育委員会として、やは
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り今後の事故防止を含めて、どのような配送業者に対しての指導をしたのか、これからす

るのかという部分。ただ壊れたから現品補償というか、コンテナを新しいのをもらえばい

いということではないような気がするのです。その辺について答弁をお願いします。

佐藤課長。

いまの再発防止について、まず、一つ目は事故の原因ですけど、当日佐藤生涯学習課長

普段のいつも来ていらっしゃる運転手さんでなかったということで、その日だけたまたま

代替のかたが来たということで、不慣れもあったのではないかということを伺っておりま

す。

そうしたらこの報告は嘘でしょう。佐藤課長。竹田委員長

これは装着不良というのは、いわゆるきちんと掛けていなかったこと佐藤生涯学習課長

なのです。

。 、竹田委員長 人的に掛け忘れたという表現のほうがいいのではないですか これでしたら

器具というか設備が不良だというふうに捉えませんか。装着不良となっています。

佐藤課長。

装着の仕方が悪かったというふうに捉えたのですけれども。器具の不佐藤生涯学習課長

具合でなく掛け方の不具合といいますか、そういうふうに捉えています。

掛け忘れたということですか。竹田委員長

佐藤課長。

きちんと掛けていなかったという捉え方をしています。佐藤生涯学習課長

、 、 、 、それから もう一つ いまの指導ですけれども うちの担当がまず積み込んだ時に見て

きちんとしているかどうかということを確認しております。その後、その事故のあと。

、 、 、竹田委員長 そうではなくて いまは例えば荷台のストッパー シャッターのストッパー

現状は見ていないからわからないのですが、今後は例えば荷台のストッパーをダブルにす

るとか そういう対策をしますだとか その辺は双方の検討の中でそういう手立てで 事、 、 、「

故防止については万全を期します 」というのでしたらいいのですが、従前と同じことを。

したら、また同じ繰り返しをする可能性もあるわけですから、やはりいままではなかった

ものをもう1本、例えば転倒というか、その防止のものを 「新たに作りました」とか、そ、

、 。 、れは例えば行政指導の中で 私はできるのではないかというふうに思うのです たまたま

いま聞いたら私達もあくまでも、このトラックの不備というような捉え方でいたものです

から、いま課長の説明の中では、あくまでもドライバーが代替でそのストッパーの掛け忘

れ、人的なミスでしたと。たまたま大きいコンテナが2か所で落ちて、たまたま通行人を

含めてトラブル、2次災害がなかったから良かったけど、ただ、現品だけ補償してもらえ

ばいいということなのですけれども、やはりその辺は大きな問題だというふうに思うので

す。ですから、教育委員会としての今後の事故防止対策としての手立てはきちんと厳重に

すべきだろうというふうに思います。その辺についてはどうですか。

佐藤課長。

前回も申しましたけれども、人的な被害、物的な被害が自損だけで済佐藤生涯学習課長

んだということは不幸中の幸いであります。それで、会社のほうにも 「とにかく人的な、

被害がなくて良かった」と 「今後、気をつけて欲しい」ということは、口頭できちんと。

申し入れてあります。ですから、装着ですが、どちらもダブルのミスでないとこういう事
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故は起きないのです。コンテナがあって、それから横にストッパーのバーがあるのです。

そのほかに、更にシャッターのロックもあるのですけれども、どちらも甘かったというこ

とでこういう事故が起きました。基本的にはもう人で、きちんと確認をしてやるというこ

とです。器具の不具合はなかったということで、厳重に申し入れてありますので、先ほど

も言いましたけれども、担当のものが配送の時に積み込む時に行って目視するなり、一緒

についているという状況でありますので、今後、こういう事故がないと思いますので、よ

ろしくお願いします。

いま課長から説明を受けたように 「従前どおりのやり方をしますよ」とい竹田委員長 、

、 、 、うことなのですが それでやはり万全を期すという やはり行政側の姿勢としてもう少し

やはり改善の余地があるような気がしますがどうですか、ないですか。またちょっとフッ

クが甘ければ同じ2次災害が、同じことが起きますよ。同じ人がやるわけですから。

教育長。

この度の事故の原因については、いま課長のほうから申し上げたとおり人為野村教育長

的な作業のミスというふうにして、私達も確認をしております。ストッパーの不備だとい

うようなことはありません。それで、掛け誤りというようなことで確認をしているところ

でございます。そこの奥のほうの荷台のストッパーと外側の扉、ここの二重の安全性の中

で、いつも運搬をしているところでございます。

今後、もう一度双方で、委託業者と私達と点検をしながら、事故の防止、安全性の確保

という部分にきちんと点検をしながら進めてまいりたいというふうに思っております。

又地委員。竹田委員長

一つだけ、保温食缶のことでちょっと伺います。保温食缶14リットルクリップ又地委員

付ステンで4個ということで、これは見積もり上がってきて、これは保温食缶は全部取り

替えるのですか、取り替えるということなのですか。保温食缶はこれから寒くなるし、60

℃を保っていなければ児童・生徒が困るし、冷めたのをこの寒い中、食べてもらうという

わけにはいかないので、その辺の確認を。ただ、この部分に関しては、全部新しいものに

するということなのですね。それは、教育委員会サイドで確認するのですか。確認する義

務があるでしょう。それは、きちんとやってください。

いまの関連ですけど、これは給食センターでこの食缶等の見積もりを取って竹田委員長

いるけど、給食センターが購入をして、代金の支払いは北島さんに請求書を回すというや

り方なのか、それともその辺はどうなのですか。

佐藤課長。

先ほども申しましたように、町の会計は通しません。あくまで、物で佐藤生涯学習課長

弁償していただくということですので、これは、たまたまうちのほうでどのくらいなのか

ということで損害額を算定しただけでありまして、北島さんがどれだけの値段で入れるか

とか、そういうことはうちの範疇外だと思っております。うちのほうは現品で入ってくれ

ばいいという考えでおります。

そうすると、給食センターでは130万円ですけど、北島さんでは100万円で購竹田委員長

入するかもわからないということですね。

暫時、休憩をいたします。
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休憩13:19

再開13:30

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

、 、 、先ほども申し上げたように 教育委員会としての指導については 例えば口頭なら口頭

これから文書で通告するならするという部分の考えがあるのかないのか。

教育長。

行政指導というようなお話がありました。私どもは、いまのところは口頭で野村教育長

、 、の注意事項についての遵守というようなお話をさせていただきましたが 今後については

行政指導というような文書で発出してまいりたいというふうに思っております。

ほかにこの件についてございませんか。竹田委員長

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

なければ、これで旧鶴岡小学校の用地の貸付と給食センター搬送車の事故処竹田委員長

理についてを終えたいと思います。

中学校移転に係る進捗状況について（継続）①

次に、中学校移転に係る進捗状況について、これは継続調査でありますけれ竹田委員長

ども資料等の説明を求めます。

佐藤課長。

それでは、資料に基づきましてご説明いたします。佐藤生涯学習

まず、中学校移転に係る進捗状況ですが、資料の1ページから4ページです。

1ページをご覧ください。

まず、一つ目の中学校工事発注状況と及び進捗状況ですけれども、一つ目①木古内中学

。 、 、校移転に伴う内部改修工事です 工期が5月31日から12月10日となっておりますが 現在

進捗率約90％というふうに報告を受けております。

いま残っている主なものは、校長室を新しく作ったものですから、そこに暖房の配管等

の工事が残っております。あと、器具の設置、主なものはそういうものです。

二つ目のエレベーター棟の増築工事ですが、進捗率が65％です。これは躯体はできてお

ります。ただ、これから設備のエレベーターの籠ですとか、そういうものの設置がまだで

ございます。

それから三つ目、工事管理委託業務ですが、それに伴った部分しか結局終わっておりま

せん。いまの本工事と伴った部分でございます。

それから、四つ目のグラウンドの補修工事ですが、これにつきましては、まず大森組さ

んが落札しておりまして、進捗はまだしておりません。と言いますのは、まず、地元企業

さんの地域貢献ということで(2)のほうにありますけれども、当初、今月の8日に着手する

ということだったのですが、悪天候のためまだ着手しておりません。それが終わらないと

いわゆる本工事といいますか、大森組さんで落札した工事が着手できない状態になってお

ります。これにつきましては、いま天候次第ということで連絡を待っております。

それから、次の2ページ目をご覧ください。北海道が実施する校舎等の整備工事です。
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旧北海道木古内高等学校校舎等整備工事、これにつきましては、小鹿組さんが落札してお

。 ） 、 。 、ります 1 の解体工事Ｂ棟 これは終了しております それから公共下水道の接続工事

これについては、まだ工事中です。既存浄化槽の物置に改修する工事もまだ継続しており

ます。

それから、3)の改修工事ですが、玄関の建具調整だとか屋上防水だとか体育館だとかの

屋根の塗装それからフェンス等、これはまだ続行中でございます。進捗率についてはまだ

北海道の工事ですので把握してございません。

それから、3ページですけれど、3ページに付けました図面はグラウンドの補修工事の中

身でございます。まず、網掛けしたところが二つあります。これは、野球場のいわゆる内

。 、 。野部分です 内野部分の土の表れた部分で 内野部分の土の表れているところの除草です

表面をはぎ取るというか、草を取るというような作業です。

それから、下のほうに鉄棒設置ということでありますけれども、高等学校には鉄棒の設

備がございません。中学校のカリキュラムの中に鉄棒がありますので、ここは新設いたし

ます。3連式の鉄棒をここに工事いたします。

4ページをご覧ください。

4ページはトラックの改修の平面図でございます。元々この寸法でできているものです

、 、 、けれども 土が流れたり草が浸食してきて これだけのトラックの幅が取れていないとか

水が溜まっているとか、そういうところを修正いたします。そして、ポイントの今後、線

を引いたりいろいろなことをするために、ポイントがわからないということで、ポイント

を白い杭なのですけれども、それを新たに打ち込みます。あと、トラックの中は土を5㎝

減った分といいますか、これを新たに土を購入して入れます。この工事がまだ、これはい

。 。わゆる請け負いのほうの工事になります 中学校の進捗状況については以上でございます

ただいま、中学校移転に係る進捗状況について説明を受けました。竹田委員長

これより質疑をお受けします。

福嶋委員。

、 、 ）福嶋委員 いま 佐藤課長から説明がありましたけれども ここの1ページ目の④と下の2

に中学校移転に係るグラウンドの整備地域貢献とこういう条件ですけれども、この内容は

どこをどういうふうに、どの程度で丸協土建・手塚産業・大森組・杉沢組・茂泉建設・清

水工業、この6社でどういう地域貢献をするのか、上の④が大森組で224万7,000円で入札

を請け負ったと。そしてまだ、先ほどの説明ではグラウンドの整備が雨が降ってかかって

いないという話は聞いたけれども、これに伴ってこの下のほうの関係はどういった地域貢

献、何をやるのか何も説明はなかったでしょう。ですからいま、グラウンド説明で大森組

がやりますけれども、その残ったものでどういう地域貢献になるのか内容を教えてくださ

い。

佐藤課長。竹田委員長

説明不足でした。申し訳ありません。佐藤生涯学習課長

まず、先に順番は逆になりますが、地域貢献の中身でございますけれども、下のほうの

2）の②、作業内容ということで、陸上のほうのグラウンドです。陸上のほうと野球場の

土の見えているところに草が生えてきていますので、その表面をかきむしって草を取ると

いう作業があります。それからもう一つ、佐女川側のほうの3ページの図面をご覧くださ
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い。図面を見て上のほう、佐女川側のほうにフェンスがずっとあります。そのフェンスの

根元の所に側溝があります。約340ｍあります。その側溝を、土だとか枯れ葉だとかで泥

で満杯になっています。それを清掃していただくということが地域貢献の中身です。もう

1回言いますが、その側溝の清掃とトラックの中の除草です。それから野球場のフィール

ドの内野の除草、それが地域貢献の中身です。

それから、大森組さんの請け負う内容は先ほども申しましたように図面の4ページにあ

りますが、100ｍ走の所の土の表れている部分、それからトラックの部分です。ここの土

、 。の入れ替えといいますか 主にこのトラックの中の土の5㎝入れるという作業があります

それから、コースがはっきりしていませんのでポイントの杭を打ちます。また、草が生え

てきたとしても、そこを結べばコースがわかるような、コース取りができるようにそうい

う杭の設置業務でございます。以上です。

福嶋委員。竹田委員長

例えば、ボランティアで各業者が6社が協力して、例えば人夫5人なら5人出す福嶋委員

と何日かかるのだと。そして、どのくらいの人夫を使えば人件費がかかるのだと。これを

町が協力依頼をしたら協力してくれるという話だろうけれども、いままでかつて咸臨丸と

夢みる会で自主的に団体がやったのに、皆さんボランティアでそれぞれ協力体制でやって

いますけれども、町が業者に対してこれをやってくれという話は、いままでかつてないこ

とでしょう。ですから、こういうことになった経緯について、どうも町がいまグラウンド

もやる、例えばいまＢ校舎を壊している、北海道が発注している工事の進捗状況はわかり

ませんと。この間もいって見てきましたが、だらだらだらだらやっているように見受けら

れるわけです。そうするといま、2学期が終わった12月25日に引越しするのだと。まだ終

わらないということであれば、やはり授業に支障を来すかどうかわかりませんけれども、

その辺の管理はやはりきちんとすべきですし、それから今回のボランティアの協力体制に

ついて、ちょっといかがなものかなというふうに私は感じるのですけれども。その辺はど

ういう経過か内容をお知らせください。

又地委員。竹田委員長

それは町から要請したことですか。教育委員会で要請したのですか。この地域又地委員

貢献は。

それともう一つ。大森組さんがどうのこうのというわけではないのですが、発注時期を

間違っていませんか。11月13日から平成25年1月18日、まして土をさわる仕事で、コース

をここを見ると6レーンです。発注時期、これは間違っていると思います。これからやっ

て例えば5㎝の土を敷く。雪が降られる。どうやってあなたがた検定をやるのですか。こ

れを例えば20㎝も30㎝もというのでしたらわかります。5㎝敷いて雪が降られるとまた検

定なんていけないですよ。なぜこんな時期に発注したのですか。春先に、例えば2学期が

終わって冬休み中にあれする。グラウンドは使いません、雪が降っているもの。そうした

ら春の早い時期に、たぶん224万7,000円ですから1か月もかからないと思うのです。不陸

をどんなに取ったとしても。これは発注時期が間違っていますよ。この辺の見解をちょっ

と伺っておきます。どうしてもこの時期でないといろいろ事業展開の中で支障があるとい

うなら、その理由を聞きます。

総務課長。竹田委員長
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まず、地域貢献についてご説明申し上げます。地域貢献事業に取り組むこ大野総務課長

とによって、町から感謝状を出すということになりますと、現在、国や北海道が取り組ん

でおります総合評価方式、これは入札の際の総合評価方式なのですけれども、この際に点

数が加点される、そういうことになっております 「地域貢献事業に取り組みませんか」。

ということで、町内業者にご案内しました。これは、業者にとっても有益になるでしょう

と。そして、また町にとっても協力をしていただければ、これもまた町にとっても有益に

なるということで やりませんか という案内をしましたところ それぞれの業者が 参、「 」 、 「

加をしたい」というふうに手を上げてくれました。そこで、何をやろうかというふうに庁

舎内協議を行ったところ、今回の中学校の排水路、そしてグラウンドの土の出ているとこ

ろの除草を取ってもらう作業があると。これは人夫による作業が行えるので、それは建協

のほうとも協議をして 「やっていただきましょう」という話をしました。実施日は、11、

、 。 、月8日というふうに決めたのですが それが前の日の雨で流れてしまっています それで

教育委員会のほうにもまだ伝えていなかったのですが、今朝ほど連絡が来まして、22日に

実施をいたします、明後日です。これは、側溝の掃除についてはまずやれる。ただ、条件

によっては、グラウンドのほうがどうなるかということなのですけれども、何とかそれも

やってもらうということで進めております。それが、地域貢献と総合評価方式という中で

動いた点であります。

それと工事なのですが、ご指摘のとおり大分遅くなっているというのは、そのとおりで

ございます。設計をしている建設水道課のほうとも協議したのですけれども、表土5cm盛

るわけですけれども、これはいま現在は下が硬い状態ですので、そこに盛土をするという

ことであれば、あとは陸ならしをすると新しいシーズン雪で締まりますから、新しいシー

ズンは使うのが可能であろうと。発注時期は遅れていますけれども、何とか1月18日まで

の工期には完了が可能であろうということの中で、発注をしております。

又地委員。竹田委員長

地域貢献の話ですけれども、これは行政が「総合評価方式で地域貢献をすると又地委員

点数が何点か上がるから、あなたがたやりなさい」ということですか、違うでしょう。こ

れは業者が率先して、自分みずからが、例えば「行政に頼まれたから」ということではな

く、業者が自発的に自分で考えて地域貢献したと。そのことを自治体なりが「ああ、すご

くありがたい」ということで、表彰したとかということに関しての総合評価ではないので

すか、そうでしょう。いまのこの間、町長が。ちょっと休憩してください。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩13:48

再開13:49

休憩を解き、会議を再開いたします。又地委員。竹田委員長

私はそんなものではないと思います。本来ある地域貢献というのは。何か行政又地委員

が「あなたがたやってください。そうすると表彰するから。総合評価方式で2点上がるで

しょう。あなたがたもいいでしょう」と。そんなふうに聞こえるし。その辺の見解をちょ

っと聞きます。
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総務課長。竹田委員長

この総合評価に関する加点制度を紹介したのは、9月に業者さんに案内を大野総務課長

しました。それ以前に、地元といいますか高規格道路、新幹線関連で入ってきているゼネ

。 、「 」 。「 」コンですね こういったところから 地域貢献をやりたい と 感謝状をもらえますか

というふうなことで申し出がありました。それを考えた時に、地元の業者さんとの差がま

た開いてしまうものですから、そういう機会を地元の業界が動けずにいるということであ

、 。れば 行政のほうからお誘いするというのも必要なことかなと思いまして取り組みました

又地委員。竹田委員長

ある意味では、地元企業の育成にもつながるという見解だろうと思います。で又地委員

あれば教育長、来年度の地域貢献の対策として、山村広場の周りの排水路、あれは小さい

のです。あそこの山村広場は、苔が生えてどうしようもないのです。それはなぜかという

、 。 、 。と 水はけが悪いのです そして 周りに15cmくらいのトラフがずっと入っているのです

みんな砂で埋まっています。来年、総務課長、地域貢献として、そのことを業界に投げか

けてください。これは私からの要望です。

総務課長。竹田委員長

地域貢献は毎年行わなければ地域貢献になりませんので、その辺について大野総務課長

はお願いはしてみたいと思います。

ほかにございませんか。竹田委員長

又地委員。

グラウンドの件で、総務課長から答弁をもらいました。大森組さんのグラウン又地委員

ドの補修工事。これはそうすれば議会とすれば、雪が消えてから現地調査、雪が消えてか

らでなければできません。本来、こういう仕事というのは、冬にやると後請を取らなけれ

。 、 。 、ばだめです 後請を取るような工事の発注方法は 私はまずいと思います わかりますか

後請云々ということ、課長、わかりますか。

佐藤課長。竹田委員長

後請というのはよくわかりません。佐藤生涯学習課長

又地委員。竹田委員長

例えば冬にやりました、例えば5cm土を盛ったと。ですが雪の中で、なかなか又地委員

。 、 。検定もきちんとした検定ができないと思います せいぜい現地確認です 雪が降られれば

例えば6レーンあって、110ｍ全部雪をかいて検定の時に出しておきなさいというわけにも

いかないのです。せいぜい延長を測って幅6レーンあるなと。あるいは1か所か2か所雪を

どけて、穴を掘って5cm 「なるほど、土を盛ったね」というくらいです。ですが 「雪が、 、

解けた時にもう1回見ます」と。例えば「均一に5cmずっと入っているかどうかということ

を確認する。そして足りないところは、また土を盛ってもらいますよ 」という条件を付。

けた中で検定を通してやるという、これは後請です 「春になったらまたやりなさいよ」。

と。そういう工事の発注というのは本来、どうしてもだめだという以外は、これは本当は

しないほうがいいのです、業者も苦労するし。そういう意味では、たぶん議会が春に雪が

消えてから現地確認する時に、もしそういう不都合があったとしたら、これは監督ふゆき

です。教育委員会にしても、その辺の対応はきちんとしてもらわないと困ります。その部

。 、 、分だけの確約は取っておきます 総務課長からもいろいろ話が出ましたが もう少し早く
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どうしてできなかったのかなという部分もありますし、雨が降って11月13日からですけれ

どもなかなか大変だと、もちろんそうですね、こうやってみれば。そうすると、土も5cm

盛ると言っても盛れませんし、不陸取ると言っても、現状不陸取って、そしてある程度水

平にしてから5cm盛るはずで、付加して。ですが、このように雨が降るとだめです。雪が

解ければ解けたで乾くなんていうことはあり得ないでしょう。そんな中で、グラウンドそ

のものが濡れているところへ土を盛っても、これも何もならないことです。そういう意味

では、春、雪が消えてから、早めに出しても良かった工事ではないのかなと。総務課長に

すると、24年の事業計画に載っていたから何が何でも出したのだということかもしれませ

、 。んけれども 今後こういうあれに関しては発注時期を少し検討してもらわないと困ります

特に、答弁は求めませんね。竹田委員長

平野委員。

中学校の移転の進捗状況についてをお伺いしますが、先日、我々も現地調査と平野委員

いうことで、今度中学校になる校舎を拝見させていただきました。工事中ということです

ので、まだまだ全体の背景については見えない部分が多かったのですけれども、中で一部

の教室あるいは全体的にそうだと思ったのですけれども、電球が非常に切れそうな、端が

黒くなっているような、それが一部の電球であったり、そのクラスによっては全体的にど

れもいますぐ切れそうだという話を、現地確認の中で担当のかたにはお話させていただき

ました。その際のお話では、今後検討課題として見るという口頭でのやりとりがあったの

ですけれども、その後、検討した結果、見解があれば、その部分をちょっとお聞きしたい

のですがお願いします。

平野主査。竹田委員長

議会のほうで現地の確認をしていただいたあとで、建設水道課の主幹のほうか平野主査

らそのお話は伺いました。それで設計変更をして、新しいものに取り替えるということも

検討しましたが、全部の教室を全て教室として使うわけではなく、子供達の荷物を置く空

き教室になる部分等もあるということと、費用的に設計変更の額が大きくなるということ

がありまして、学校のほうで備品として随時取り替えていくということで、処理をすると

いうことにいたしました。

平野委員。竹田委員長

現地を見た中で、担当のかたも 「そうだね、暗いね」という話は確認しまし平野委員 、

た。いまのお話ですと、子供達のいない部屋の部分の説明はわかりますけれども、 初か

ら入ってフルに1日いる教室さえも随時取り替えるということでしょうか。

平野主査。竹田委員長

ご覧になったとおりに黒くなっていたりとかというのがありますので、高等学平野主査

校のほうで取り替える電球もそのままにして用意したものは置いてあるものがございま

す。処分しないで、在庫があるものはできる限り全部取り替えて学校が引越しをする前に

取り替えるということと、それから、木古内中学校のほうでも用意しているものがありま

すので、普通教室に関しては、できる限り全部取り替えるという方向で検討しておりまし

た。以上です。

いまの件ですけれども、せめてやはり教室を全部リフォームするわけですけ竹田委員長

れども、せめて教室の部分だけは蛍光灯の更新をするだとか、やはりそういう方向でいく
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らかかるわけでもないし、やはりそれは 大限やるべきではないかという気はするのです

が。使っていない教室については、いま主査が言われたように随時更新をするという形で

いいのですけれども、いま子供達が張り切って入る新しい校舎に古い真っ黒くなった電球

が何か所あるとか、やはりその辺は新しい部分で気持ちもフレッシュでやはり頑張っても

らうと、そういうふうな部分に努力していただきたいと思います。

ほかにございませんか。

なければ、次の議題に入ります。

各施設の管理状況及び各種事業の取り組み状況について②

各施設の管理状況、各種の事業の取り組みについてを議題といたします。竹田委員長

それでは資料の説明について、佐藤課長。

それでは、2番目の各施設の管理状況及び各種事業の取り組み状況に佐藤生涯学習課長

ついて、ご説明いたします。

まず、一つ目として学校教育担当のものです。5ページをお開きください。

5ページは、教職員住宅の略図でございます。現在、教職員住宅としてある棟数なので

、 、 。 、すけれども まず鶴岡小学校のところで 旧校長と教頭の住宅が2戸ございます これは

、 。前回もお話しましたけれども 一つは医師のかたが入るというふうな内定をしております

次に、高等学校の下の1棟2戸、これは網掛けになっております。これは入っているとこ

ろでございます。高5、高6というところですけれども、これは木古内小学校の校長さんと

教頭さんが入居しております。それから、中学校の左の下のほうですけれども、これも網

掛けしたところが入居しているところです。一番上のほうから16というのが小学校の事務

官、15というところが小学校の一般教員、14というところが外国語の指導助手、ＡＬＴで

す。13が教頭、12が校長が入居しております。向かいにあります中の19というのは、非常

に老朽化しておりまして、現在、空き家になっております。それから右のほうですけれど

も、木古内179、佐女川です。これは1棟2戸の長屋だったのですけれども、ことし解体を

しております。

、 。 。 、それから 右のほうをご覧ください 下のほう(2)解体の工事関係です 一つ目として

、 。 、いま申し上げましたように 佐女川の教員住宅の解体工事を実施しております それから

釜谷の教員住宅も1棟解体しております。それから三つ目としまして、中学校の教員住宅

の水洗化工事を実施しております。以上が、現在の教職員住宅の概略でございます。学校

教育に関するものは、教職員住宅の件でございます。

次に、6ページをご覧ください。ここからは、社会教育担当のほうです。

社会教育のほうは、6ページ中央公民館等の修繕関係、これを記載しております。平成2

1年度から一番下の24年度の途中まででございます。ことしのいままでの途中ですけれど

も、どんなことをしたかと言いますと、一つ目としては、一番上にありますけれども、公

民館の屋外、壁付の水銀灯の安定器の修理、それからボイラー関係が2点ございます。合

計14万1,645円支出しております。

それから次に、7ページをご覧ください。

7ページは、公民館の使用料だとか人件費です。一番上がまず、中央公民館の使用料の

調定額です。21年度からずっとありますけれども、24年度は10月末現在です。21年度から
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ずっと見ますと、毎年減っていっているという傾向がわかります。

次の、中央公民館の管理人の賃金ですが、これの総額が増えているのは、時給の額が上

がって来ているからでございます。それから、図書整理員の賃金につきましても、日額で

すけれども、日額の額が上がって来ているので総体額が上がっております。それから中央

公民館の利用状況ですが、これも途中ですけれども、ことしの利用状況が書かれておりま

。 、 、す 21年度からずーっと見ますと だいたい若干減る傾向にございますが概ね1万5,000円

6,000円その辺をキープしているのかなと思います。 それから、図書室の利用状況です

が、だいたい1,100人から1,200人の前後という、ほぼ横ばいと見ていいのかと思います。

次に、8ページをご覧ください。

8ページは、一番上は図書室の蔵書の冊数でございます。一番右の平成24年度は、1万6,

727冊と冊数だけ見ますと減っておりますが、かなり古くなったもので、あまり見ないと

いうか、いろいろ傷んだり、そういうものを除籍処分しておりますので、このような数字

になっております。しかし、中身につきましては新しいものに結構替えられております。

次に、移動図書の状況ですけれども、巡回については21年度で終了いたしております。

その後、22年度から図書の宅配ということで、リクエストがあったものを、なかなか図書

室まできてご覧になることができないというかたのために、うちの図書整理員が宅配して

ございます。この利用者数の状況でございます。初年度から見ますと次年度普及したとい

いますか、ある程度馴染みになったということで、利用されるかたの延人数も増える傾向

にあります。

次に、移動図書の利用状況です。これは健康管理センターですけれども、現在、このよ

うなだいたい200人から300人の間で推移しております。それから、同じ移動図書で木古内

小学校は、22年度までということでございます。それから鶴岡小学校、これは終わってい

ますので、次に、9ページをご覧ください。

9ページは、体育施設の関係の修繕や改修工事の一覧表となっております。21年度から2

3年度はこれまでも提出しております。24年度の途中ですが、ことしは、いまのところ591

万1,511円ということで、かなりな額になっておりますが、この中の主なものはプールの

上屋の解体工事が416万8,500円、これがほとんどを占めております。

、 、 。それから 次に10ページですが 体育施設の夜間照明使用料について記載しております

一番下、24年度です。これも途中ですが、野球場につきましては、6万4,890円、テニスコ

ートにつきましては、1万8,290円、スキー場はこれからですので記載はございません。

スポーツセンターの利用状況ですが、21年度からずっと見ますと、やはり減る傾向にご

ざいます。やはり、人口減それから高齢者のかたが多くなって、中心となる若い人の利用

数が減っていっているというのが原因だと思います。それから、テニスコートの利用状況

につきましては、逆に昨年度ぐんと増えております。これは、新しいテニスのグループが

増えまして、その方々の利用が増えたことが原因でございます。

町民プールの利用状況ですが、子供の数が減っていくという現象もあるのですが、やは

り夏場の暑さ、天候によってかなり変化するというのが見てとれます。特に22年度は、非

常に暑くて猛暑だったものですから、3,000人を超えてございます。ことしにつきまして

は、崩落事故で地元のプールが使えないということもありまして、やはりバスでのどうし

ても制約があるということで、減ったのではないかと考えております。
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それから、野球場の利用状況ですけれども、これはだいたい昨年並みの数字でございま

す。山村広場の利用状況につきましては、このデーターは昨年度からの数字でございまし

て、昨年よりは若干増えている傾向にございます。

スキー場の利用につきましては、ご覧のとおりでございますが、今年度は、まだシーズ

ン前ですので記載はございませんけれども、昨年度は1,000人を超えてございます。1月に

1,000人を超えています。

次に、11ページをご覧ください。

スポーツセンターの管理人さんの賃金ですけれども、これも増えているのは、やはり時

給の単価アップということが原因でございます。同じく、下の清掃員さんの賃金につきま

しても時給の単価アップということでございます。

それから、町民プールにつきましては、ことしは旧中ノ川小学校のプールを借りたもの

ですから、現地の管理人さんが1人いらっしゃいますので、うちのほうから2名行ったとい

うことで、その分減っております。当初、3名見ていたのですけれども、実人数は2名でご

ざいます。それからスキー場の管理人さんの賃金につきましても、単価のアップによる増

額でございます。以上、社会教育の関連のご説明をいたしました。

、 。 。竹田委員長 ただいま 説明をいただきました 皆さんから質疑等を受けたいと思います

東出委員。

教員住宅なのですけれども、ここで課長に確認するのは大変失礼なのですけれ東出委員

ども、鶴岡1になるのか2になるのかわからないのですが、来るであろう医師のために1棟

という説明をされたのですが、この辺そちらに聞くのは失礼なのですけれども、これは確

定版なのでしょうか。まず、その辺をお伺いしたいと思います。

それから、その下の本町440の中19とありますね。これは空き家ということなのですけ

れども、これは将来的にどうするのか。将来構想を教えていただきたいなと。

それから、各年度、各施設の修理状況について記載されているのはいいのですけれど、

ただ、公民館、スポーツセンター、これからスキー場等といろいろと大きな施設を抱えて

いるのですけれども、いまこのご時世で7％の節電をしなさいということで、いろいろと

北電なり道のほうからいろいろと入って来ていると思うのですけれど、まずその辺のこの

冬を乗り切るための節電対策を講じているのかいないのか。講じていれば、どういう部分

で節電をしますよとか、まだしてないのであればなのですけれど、その辺見解をお知らせ

いただきたいと思います。

佐藤課長。竹田委員長

まず、1点目の旧鶴岡小学校の教員住宅ですけれども、病院のほうか佐藤生涯学習課長

ら伺っているのは、左の1のほうに前に校長さんが住んでいたところを医師のかたが現地

に見に来て 「ここにしたい」というふうなことで、こちらを決めていたという話で、実、

際にいらっしゃるものと私達は受け止めております。あとはここで言いませんけれども。

それと下のほうの中の19とあります。ここは、委員会としては解体する方向で検討して

おります。かなりもう老朽化しておりますので、この中19につきましては、解体費を新年

度で計上しようと思っております。

それから、節電対策についてですけれども、公民館と体育館、いま具体的にやっている

のは、夏場からの延長でやっていますけれども、いま現在やっているのは自動ドアの電源
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を切っていること。それから廊下を極力消していること。室内も消している。役場のほう

でやっているのと同じようなことです。

それから、便座について、これから冬場についてどうしたらいいのか悩んでいるのです

けれども、便座の電源を抜いているのです。ただ、冬場は冷たいので電源を入れようかと

思っております。あとは、特にこまめに電気を消すということしか、あとは体育館の中で

も必要以外のところをつけないで、サークル等が使っている真上を照らすとか、そういう

ふうな細かな切ったり入れたりというようなことを励行しております。以上です。

東出委員。竹田委員長

そうすると、鶴岡の教員住宅の関係は、ややもすると入るだろうと私も期待を東出委員

しておきます。ただ、これはどうなっているのでしょう。例えば、教員住宅を解体する。

建物は解体してもいいのですけれども、下地の部分に関しては教育委員会の財産としてそ

。 、 。 、のまま残っていくのか 解体した時点で 町に土地の部分で普通財産に戻すのか その辺

ちょっといままでこうやって来ているのですが、これはどういうふうにしているのかなと

言う部分で、いま疑問に思ったものですから。土地の部分の扱いはどのようにしているの

かなというふうなことで、再度それをお伺いしておきたいのと。

それから節電の関係は、いま課長がいろいろと「夏から取り組んでいる部分もあるので

すよ」と。そして、これからもどうしようかなと、逆に電源を入れなければならないもの

もある。その辺で、やはり課長のほうから利用者へのそういうような部分での節電のお願

い、それから職員への徹底、これをやはりしていかなければならないだろうと。そうする

ことによって、いくらかでも町の財源も電気料が圧縮されていきますので、その辺は課長

のほうから十分周知徹底していただきたいなと思います。ただ、どうでしょうね。 終的

に教育委員会としては、何％くらいできるのか。その辺の数字的なものをもしはじいてい

ればお聞かせ願いたいし、せめてここまでやりたいのだという願望、目標数値でもいいで

す。その辺、ちょっと持っていればお願いします。

佐藤課長。竹田委員長

まだ、数字で何パーセント、例えば金額ベースでいくらというのは、まだ佐藤生涯学習

統計を取っていないのですけれども、年度が終わったらまとめたいと思っております。ど

れだけ節電効果があるのか。ただ、これからどうしても全体量的に見ると、やはり暗いで

すよね。日照時間が短いものですから、それがなかなかありまして相対量で減らしていく

というのは夏場から比べて減らしていくというのは非常に難しいと思います。ですから、

相対的には必ず増える覚悟でございます。それから、事務室に入ってもご覧になってわか

ると思いますけれども、とにかく要らないところをこまめに消しているので、なかなか職

員も本当に「暗いところで目を悪くするから電気をつけて」と私のほうからつけることも

時々ある状態ですので、あとはいろいろプリンターの電源だとか切っています。これから

も続行していきたいと思っております。数字につきましては、今年度末にでもまたデータ

ーを出してみたいと思います。前年度と比較してみたいと思います。

土地につきましては、総体的な活用の方法というのは、これから検討していかなければ

ならないと思います。ここの部分だけと言いますと、佐女川の部分もこれは上物のいわゆ

る教育財産というものが無くなったので、これは私的には、まだ協議はしてございません

けれども、一般財産に持っていったほうがいいと思っています。
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東出委員。竹田委員長

ここに総務課長もいますので、その辺はあれなのでしょうか。上物が無くなっ東出委員

てしまった。そして、更地にしてしまったという部分では、やはり教育財産から一般財産

に振ってもらったほうがいいのでしょうか。その辺はどうなのでしょう。いままで、いろ

いろと解体物、結構あちらこちらで解体していますけれども、教育の部分というのは、ち

ょっとまた教育財産と普通財産の違いがあるものですから、その辺の見解をもし持ってい

れば、総務課長どうでしょうか、その辺は。

総務課長。竹田委員長

建物を解体したあと、教育財産といいますか、教育関係で使用しないとい大野総務課長

うことであれば、これは一般財産のほうに移管したほうがよろしいというふうに思ってい

ます。ところが、現在の建物が建っている土地は大きな括りの土地になっています。それ

で、分筆作業が必要になるのです。それに100万円単位とかというお金がかかるというふ

うに角の数だとかになるのですが、それでちょっと踏み込めないでいるのは委員会のほう

にもそういう説明はさせてもらっているのですけれども、それで、将来の話としてはやは

り分筆をしてでも整理をしていかなければないところだとは思っております。

若干、いまの部分と関連しますけれども、確かに中学校の住宅については、竹田委員長

結構老朽化しているという状況です。ですが、直すと住めるというような感じにも見える

のです。それで、 近は声を聞こえなくなったのですが、以前、こういう例えば先生がた

が入っていない住宅であれば町民に安く分譲というか 「売ってくれれば自分で直して住、

」 。 、 、みたいね という人も2､3年前まではいたのですよね ですから 例えば古くなったから

住宅に供しないということで解体するのはそれは一番いいわけかもしれませんが、例えば

古くても、100坪の土地付きで100万円で売るといったら買う人がいるかもしれません。で

すから、例えばそういうサイドも含めた検討もどうなのでしょう。

私はやはり有効に町有地を含めた部分を活用するといったら、そういうふうに、もう格安

でも払い下げるというくらいの、やはり以前一般質問等で出ていた町有地、給食センター

の分譲地についても、いまだにやはり買い手がつかないということは、やはり単価が高い

のかなと。やはり半値にしてみる、半値の半値にするだとか、やはり売る努力が必要では

ないのかなと。これは教育サイドばかりではなくて、町総体の中でそういう部分も視野に

入れて、やはり今後検討すべきではないかと、これは、若干個人的な見解としてそう思い

ます。そのことについて、もし何か見解があれば。

佐藤課長。

確かにおっしゃるとおりなのですけれども、先ほど総務課長のお話に佐藤生涯学習課長

もありましたように、土地と建物がある程度整った形で分筆されていればいいのですけれ

ども、非常に分筆されていない。いくら建物が安くても、測量だとかいまのところ多額な

お金がかかるというのが、ネックになっていると思います。

分筆でその部分は検討の余地がないというそういう見解ですか。竹田委員長

総務課長。

ただいま委員長がおっしゃるように、職員の中でも建物つきでということ大野総務課長

の話もしたことがございます。それでこれは職員住宅を検討する時に、職員住宅から一般

の町民住宅に考えた時に、そういう住宅に困窮しているかたで、取得したいというかたが
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いれば売ることも可能ではないかという話をしたのですが、その際に修繕をしないかする

かという話になりまして、修繕をした場合に200万円とか250万円とかという見積額が出て

くるのです。そうすると、その金額で修繕して30年、35年経った建物を300万円とか250万

円で直して250万円でもいいのですが、土地も付けてという話になるとなかなか買い手が

つかないだろうなと。まして分筆もしなければならないと。そこで、止まっているという

のが現状です。

、 。 。 、竹田委員長 いろいろ売却する 賃貸する いろいろなやり方もあろうと思います 実は

なぜいま自分がこういうことを提言するかというと、実は北斗市でアパートを借りて、函

病に通院している高齢者が木古内町に住宅の申し込みを、あるいは「一軒家、そういう教

員住宅を含めて、そういう住宅ないですか」と照会したら 「そういう住宅はございませ、

ん 」ということでまわりまわって、自分がいま管理している住宅に、新栄町なのですけ。

れど、そこの住宅 「こういう住宅があります」よということで、ただ、このままだった、

ら生活できない、手直ししなければないよというようなことで、今回そのかたが200万円

くらい営繕、修繕をかけて家を改修して、北斗市から木古内町に転居してきたという、そ

ういう事例等もありますし、やはり高齢者でも古い住宅でもいいから、手直しに100万円

かけてもいいから入って、そこで「木古内町は、病院もあるし」ということで、木古内町

に来たという、そういう事例等もあるものですから。こういう住宅も手直しして入れるの

であれば、そういう道も十分検討の余地があるのではないかというようなことで、私的な

部分でちょっと要望というかどうなのか、意見を出したということであります。

ほかにありませんか。

又地委員。

いまの話ですが、例えば「空き家がある」と。欲しいから「そうしたらあなた又地委員

に売りますよ 」とできないでしょう。公売しないとだめです。そういうことがあります。

よ。ですから、そういうことを考える中で 「空き家があるから売ったらいいでしょう」、

とか、ですから「欲しいからそうしたらあなたに売る」というわけにはいかないという事

情も委員の皆さんはわかっていないとだめです。

その部分を、いま又地委員が言った部分は十分承知です。これを、その部分竹田委員長

、 、 、を踏まえて それと先ほど総務課長が言ったように分筆しないと 大括りの土地ですから

もし、分譲・売却するといったら分筆しなければならない。それには多額な費用がかかり

ますよという部分の、やはり町全体の定住対策を含めた考え。やはり、 初から大きな新

しい土地を分譲するといってもなかなか売れないわけですから、やはり格安で公募してど

うなのでしょうという部分も一つの方法論でないかという部分を提言しているわけですか

ら、別にこのことにこだわっているわけでは決してないです。一つの方法としての。

ほか、なければ次に移りたいと思います。

学校給食センターの現状について③

学校給食センターの現状についてを議題とします。竹田委員長

佐藤課長。

それでは、資料の12ページ、13ページでご説明させていただきます。佐藤生涯学習課長

12ページですけれども、現在の児童生徒数の推移とアレルギーへの対応などについてと
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いうことです。平成24年度から30年度までの小学生の人数の推定です。まず、小学生です

けれども、いま現在159人在籍しております。それが30年度では114人ということです。中

学校は現在106名が在籍しておりまして、それが30年度では100人を切って78人というよう

な推計でございます。今年度につきましては、合計265食でございます。このほかに教職

員だとかセンターの職員等の給食を作っているわけですけれども、合わせますと300食を

超えております。児童生徒の食物アレルギー対策なのですが、いま現在、この矢印1本が1

名です。ですから、上から魚の子が2人、牛乳と卵が1人、魚卵が1人、果物が1人、魚卵と

果物という子が1人、豆と果物という子が1人、蕎麦が1人というふうに8名のアレルギーの

対策を行っております。そして、矢印が行くところまで在籍、いわゆる義務教育にいます

。 、 。 、よということでございます それから 下のほうは調理員の人数とその内訳です 今年度

調理員は5名で正職員が3名、臨時さんが2人ということで、来年度は今年度1名、今年度限

りで退職しますので、今度正職員が2名、臨時職員さんが3名ということになりまして、平

成26年度いっぱいで正職員もいまのところの予定では退職ということで、そうすると臨職

、 。さんが全員 27年度からは臨職さん5名体制ということでこのままいく予定でございます

それから給食費なのですが、いまのところ月額小学生3,600円、中学生が4,350円、それ

ぞれ年額が括弧の中に書いてございます。それから13ページは、給食費の収納状況でござ

。 、 、 、います 決算委員会でも23年度末のをお示ししておりますが その後 24年10月末現在で

過年度分の未納額が若干改善されております。平成23年度末の、いわゆる会計年度での過

、 。 、年度分の未納額が下のほうに書いておりますけれども 幾分改善されております それで

あと現年度分もあるのですが、いま現在未納額が61万9,075円、10月末でございます。そ

れから、下のほうは8世帯13人となっておりますけれども、世帯別の過年度分の未納額の

状況でございます。以上でございます。

説明が終わりました。これより質疑をお受けします。竹田委員長

東出委員。

去年は、あまり調理員のことで、まだ年数があるということであまり深追いし東出委員

ないということで終わったのですけれども、もうまた1年が過ぎ、こう見ると27年には正

職員がいなくて全部臨時対応なのですけれども、この1年間かけて、この辺いろいろと教

育委員会内部で議論されたと思うのですけれども、はたして正職員がいなくて「臨時で対

応できるのだ」と、去年の答弁だったのですけれども、今年度もそういう方向で議論され

ていたのか、まず1年間を振り返って、この辺についてどういう議論をされて来たのかち

ょっと経過だけ説明して欲しいと思います。

佐藤課長。竹田委員長

いま現在、臨時職員のかたが昨年度から入っています。ことしで2年佐藤生涯学習課長

目です。その間、計画的に臨時職員さんの資質向上といいますか、先輩がたからいろいろ

技術をうまく教えるようなカリキュラム・システムでやっております。非常に能力も向上

して来ております。また来年1人になるのですけれども、それもやはり常にいま現職がい

るうちに、どんどんどんどん教えて、また臨職さんもまた能力が上がっていくだろうとい

うことで、それでうまく技術を伝えていきたいということで、そういう安全だとかそれか

ら衛生だとか調理の仕方だとかそういうことを、いまいるうちにどんどんどんどん伝えて

いくというふうな体制でやっております。それで、いまおっしゃられました体制について



- 32 -

の議論ですけれども、そういう技術を伝える中で、臨職さんで対応して技術を向上させて

いくというのがいまの課題でございまして、そのように進めております。

東出委員。竹田委員長

去っていく人、それから臨時で来ている人、先に臨時で入った人は、1年増し東出委員

に段々レベルも上がっていくから臨時でも大丈夫でしょうというようなあれだったのです

けれども、ただ、これはいつの新聞かわかりませんけれども、安全で衛生的な施設だとい

うことで、新聞に大々的に報道されて 「さすが素晴らしいな」というように私自身も思、

ったのですけれども、はたして「臨時だからだめよ」とか 「正職員だからいいのだよ」、

というあれではなくて、ただ万一のこれは臨時だろうが正職員だろうが、何かあった時の

責任の度合いというふうに言ったらいいのかどうなのかわかりませんけれども、その人に

よりけりですけれども、どこまでもやはりその辺の一つの臨時で対応するということの一

番の根拠は何なのだろうなと思うのです。財源なのか、それとも臨時でもこの仕事は任せ

られるよという部分なのか。その辺がまだどうも私自身わかりませんが、給食センター長

として、その辺はどういう認識でいるのでしょうか。

佐藤課長。竹田委員長

、 、佐藤生涯学習課長 まず臨職さんの資質向上ということは 安全・安心ということですが

実は、今年度から採用の方法につきまして改善いたしました。と言いますのは、毎年例え

ば面接をして人が替わっていっては非常に技術のばらつきも出ますし、それから基本的に

衛生の関係だとかも技術向上というか継続的に図られないということで、ことしは昨年い

たかたをそのまま、当然その人なりを評価しまして 「大丈夫だ、この人ならやれる 」と、 。

思いまして、そのまま継続して採用しております。この体制を維持する中で、同じ臨職さ

んでも経験の年数が増えますので、きちんと技術だとか衛生の知識だとかは向上していく

というふうに考えております。それからもう一つ、なぜ臨時さんなのかということを言い

ますと、はっきり申しまして町全体の人件費の抑制でございます。以上です。

東出委員。竹田委員長

行き着くところはそこかなと思ったのですけれども、いま課長が言うように採東出委員

用方法を変えたという部分では、例えば、調理師さんの資格を有しているとか、または変

えた方法をあまり詳しく言ってもらえなかったのですけれども、やはりこの辺は議会から

投げかけられているので、採用の部分においても厳密にそして「この人なら」という人を

やはり慎重にやっていると思うのです。思うのですけれども、やはりいずれ5人で、こう

いう形でいくということなのでしょうけれども、そうするとややもするといまでだいたい

300食、そうすると平成30年になると、70、80減るのですよね。220、230くらいになって

しまうのですかね。そうすると、給食が減った増えたに関係なく、調理師さんのやる仕事

というのは決まっていますよね。ですから、やはりその場合に状況に応じては、その人を

臨時から職員にはならないかもしれませんけれども、それに近い待遇にしてあげることも

逆に返せば可能なのかと思うのですが、その辺はどうですか。

佐藤課長。竹田委員長

いまの件なのですけれども、臨職さんから正職員に身分を変えるとい佐藤生涯学習課長

うところは考えていないのですけれども、いままで日当だったのです。日当から月給制に

しました。それで手当も春、夏それぞれ1か月出しております。それから、例えばそのか
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たがまた新年度になって 「この人は大丈夫だ」と思ったら、また雇用を継続して、そう、

すると号俸といいますか、臨職さんの中での号俸を上げるといいますか、モチベーション

を高くするとか、そういう配慮はしております。

いまの意見と関連するのですが、来年度25年度以降、総務課長、職員の定年竹田委員長

制の延長、再任用というのか、定年後の雇用をしなければないという話を聞いているので

すが、当面は25年度は1年間という。この調理員も定年後そのような制度に乗せるのか。

それと、16日の委員会の中でもあったのですけれども、定年後も専門職だからというこ

とで臨時職員で雇用しているという部分についての考えについても、この委員会の中で話

題になりました。いま佐藤課長が説明している調理員の臨職というのは、職員が退職した

あとの雇用でなくて、あくまでも町民公募の上での臨職で継続雇用で給食センター調理員

として勤めていただくというそういう考えでいいのですね、その確認だけまず一つ。

佐藤課長。

いま考えておりますのは、職員が退職後、再雇用いう考え方ではあり佐藤生涯学習課長

ませんでした。それで退職後の職員は、例えば新しく臨職さんが入った場合でも、やはり

指導期間というのはありますので、そういう方々にはやはり指導期間としてある程度つい

て教えてもらうとか、そういう配慮はするつもりでございます。それから、再任用につい

てはちょっと私達もまだ正確な情報というのは、いつからというのはちょっと総務課長の

ほうから説明していただきたいと思います。

大野総務課長。竹田委員長

この制度につきましては、年金制度と関係がございます。年金制度が平成大野総務課長

25年度末、26年の4月からは61歳でないと年金支給が出なくなります。それで、民間はこ

とし8月末に法律を作りまして、雇用の継続法というのができております。年金との接続

ができるまで、民間企業にあっては雇用を継続することという、これは義務規定にはなっ

ています。

また、国家公務員ですね。我々地方公務員は国家公務員に準拠するという形で、国家公

務員はすでに再任用制度というのを運用しております。再任用制度というその中で、平成

26年から始まる年金との接続までの間の雇用の継続を実施できるというふうになっており

ます。それで「地方にあってもそれを準拠するように」と。ですから、25年度末に退職す

るかたについては、来年度末に退職するかたについては1年の雇用の延長みたいな形で制

度が始まります。ただ、その制度はどういうふうに運用するかについての具体的な単価で

すとか、あるいは勤務時間をどうするかとか、それらは具体的にいま調整中ということで

流れて来ておりません。それで、国からの指示は 「年金との接続ができるような制度運、

」 。 、用をしてください ということになっております 基礎年金がいままでは出ていたのです

60歳になってから65歳まで。それが出なくなるということです。

基礎年金も出ないのですか。竹田委員長

総務課長。

はい、全く無年金です。25年度末の退職者からはそうなのです。大野総務課長

ほかにございませんか。給食センターばかりでなく教育委員会全体の中で再竹田委員長

度ございませんか。

（ なし」と呼ぶ声あり）「
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なければ1点だけ確認します。スポーツセンターのことし雨漏りがどうこう竹田委員長

という話を年度当初聞いたのですけれども、ことしの営繕の中には入っていないのですけ

れども、これは雨漏りは止まったのでしょうか。その辺すみません。

佐藤課長。

雨漏りはその時によりまして、状況によりまして、いままで漏ったり佐藤生涯学習課長

漏らなかったりということがありまして、この間の風が強くて雨が付いた時も確認したの

ですけれども、今回は何ともなかったのです。そういうことで、これからも継続的に経過

観察といいますか、してきたいと思っております。その都度、業者に必ず来てもらってい

ます。調べてもらっていますけど昨年若干上のほう2階のほう、猫走りといいますか、そ

ういうところは若干剥いで修繕しまして若干改善が見られております。

なければ、以上で教育委員会の事務調査を終えたいと思います。竹田委員長

どうもご苦労様でした。

暫時、休憩をします。3時から再開します。

休憩14:50

再開15:00

まちづくり新幹線課(3)

①駅周辺整備事業について（継続）

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

まちづくり新幹線課の皆さん、大変ご苦労様です。

それでは、継続になっております駅周辺整備事業についてを議題といたします。

まず、資料について説明を求めます。

新井田課長。

どうもお疲れ様でございます。新井田 課長まちづくり新幹線

まず、冒頭に今朝ほど資料の差し替えをお願いしたところ、ご理解を賜りこの場を借り

てお詫びとお礼を申し上げます。大変どうもありがとうございました。

それでは、さっそくご説明をいたします。差し替えいたしました資料の1ページをお開

き願います。それから併せて後ろのほうに、こういうＡ4の1枚の図面がイメージパースと

いうことで付いておりますので、これを併せてご覧いただきたいというふうに思います。

それで、駅前周辺整備事業につきましては、これまで何度かご説明しておりますので、

事業概要及び今年度の事業の発注状況、また、これまでと若干変わった点などについてご

説明を申し上げたいというふうに思います。

はじめに、1の(1)まちなか公園仮称整備事業でございます。事業年度につきましては、

平成24年度から25年度までということで位置付けをされておりまして、事業概要につきま

しては、病院の解体事業、そのあとに公園を整備、トイレ建設等でございます。今年度に

つきましては、事業費の欄をご覧いただきたいと思いますが、実施設計につきましては、

今月11月に発注してございます。

それから、実施設計につきましては、6月に発注済みでございます。それから、旧病院

の解体事業につきましても9月に発注済みでございます。それから、公園整備及びトイレ
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建設につきましては、25年度、来年度実施予定でございます。財源についてはご覧のとお

りとなっております。

次に、2ページをお開き願います。

1の(2)駅前通ポケットパーク小公園整備事業でございます。

、 、 。これにつきましては 従来から説明してございますが 特に大きな変更はございません

ポケットパークの整備工事を予定しておりまして、いまのところ2か所を予定してござい

ます。今後、用地買収等の絡みが出てまいりますが、現在2か所を予定してございます。

次に、3ページをお開き願います。

2の(1)町道朝日団地1条線改良舗装事業でございます。

これにつきましては、平成23年度から24年度、今年度で終了する予定となってございま

す。事業の概要につきましては、車道88ｍ、車道及び歩道Ｌ＝88ｍでございます。幅員に

つきましては、車道について8.5ｍ、歩道について3.5ｍというふうになってございます。

実施設計は昨年終了しておりまして、今年度12月上旬を目途に改良舗装を発注する予定と
も く と

なってございます。

次に、4ページをお開きください。

2の(2)町道双葉線改良事業、事業年度につきましては、平成24年度から平成25年度の2

か年でございます。事業概要につきましては、車道Ｌ＝100ｍ、幅員が7.5ｍとなってござ

います。今年度実施設計を発注してございます。7月に発注済みでございます。改良工事

につきましては、平成25年度を予定してございます。

次に、2の(3)観光交流センター仮称アクセス道路新設事業でございます。

この事業につきましては、平成24年度から平成26年度の3か年を予定してございます。

事業概要につきましては、車道Ｌ＝100ｍ、幅員が8.5ｍ、そして歩道3.5ｍを計画して

ございます。現在、支障物件調査及び実施設計等につきましては、今年度7月に発注済み

でございます。それから、用地購入、家屋補償につきましては、平成25年度、来年度実施

を予定してございます。工事につきましては、平成26年度を実施予定をしております。

次に、2の(4)新幹線駅アクセス道路新設事業でございます。

この事業につきましては、平成24年度及び27年度、中が空きますけれどもこの2か年で

実施する予定となってございます。今年度につきましては、実施設計及び用地購入を、実

施設計につきましては10月に発注済みでございます。本工事につきましては、平成27年度

実施する予定でございますが、この場所につきましては、新幹線の駅舎の工事ヤードとし

て機構のほうで使用する予定がございます。そのため、26年度までこの部分につきまして

はヤードとして使用する予定となっておりまして、工事につきましては27年度実施という

ふうな計画でございます。

次に、7ページをお開きください。

2の(5)環状線通、町道冷水線改良舗装事業につきまして、これにつきましては、個別に

別途ご説明申し上げますので飛ばさせていただきます。

8ページをお開きください。

3の(1)ＪＲ木古内駅東側駐車場整備事業、平成23年度から平成25年度までの予定でござ

います。この事業につきましては、三つの駐車場を作るうちの一つでございまして、ＪＲ

木古内駅の東側の場所でございます。平成23年度に用地測量及び実施設計を終了してござ
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います。今年度用地購入及び支障物件調査ということで、ここはＪＲ用地になりますが、

ＪＲの用地とそれから、パーク＆トレインの補償が今年度実施を予定してございます。

それから用地整備及び駐車場整備につきましては、来年度、平成25年度に実行する予定

となってございます。

次に、9ページをお開きください。

3の(2)ＪＲ木古内駅西側駐車場整備事業、二つ目の駐車場でございますが、これにつき

ましては、木古内駅の西側に駐車場を建設する予定の事業でございまして、昨年度、用地

測量及び実施設計及び支障物件調査を終了してございます。今年度につきましては、用地

処理、家屋補償を実施してございます。駐車場整備及び現在あるトイレを解体する予定で

ございますが、この事業につきましては、1年おいて平成26年度に実施する予定となって

ございます。これにつきましても1年空けるということで、この周辺事業が輻輳いたしま
ふくそう

すので、ここの部分につきましては1年間事業を空けて、ヤード等に使用する予定となっ

てございます。

続きまして、10ページをお開き願います。

3の(3)新幹線駅駐車場整備事業でございます。これは北側の駐車場整備事業ということ

で、平成23年度から平成27年度で実施する予定となってございます。

これにつきましても、用地測量及び実施設計、支障物件調査につきましては、23年度で

終了してございます。今年度、用地購入、家屋補償を現在処理中でございます。整備工事

につきましては、アクセス道路と同様、平成27年度に実施する予定となってございます。

続きまして、11ページをお開きください。

4の(1)駅周辺統一デザイン空間策定業務、これにつきましては、平成23年度で駅周辺統

一景観策定業務ということで終了してございます。

続きまして、12ページをお開きください。

4の(2)駅前広場モニュメント等整備事業、事業年度は平成24年度から平成26年度という

ことで、これにつきましては、今年度モニュメント実施設計を発注予定でございます。こ

れにつきましては、北海道の事業と併せて実施するということで、駅前広場整備工事モニ

ュメント設置工事、それから街路灯設置工事を併せて平成26年度に実施する予定となって

ございます。駅前広場につきましては今後、北海道と種々協議を重ねまして、 終的に平

成26年度で実施する予定となってございます。

次に、13ページをお開きください。

4の(3)道の駅案内看板等整備事業でございます。

事業年度は、平成26年度から27年度の2か年でございます。この事業につきましては、

国道から入る来町者のために案内看板等を設置し、あるいは駅前通の街路灯、それと駅前

のベンチ等の設置事業併せての事業でございます。街路灯設置及びベンチ等につきまして

は、平成26年度を予定してございます。それから、標識等の設置につきましては、 終年

次の27年度を予定してございます。

次に、14ページでございます。

4の(4)駅前通商店街景観統一事業、これにつきましては、平成24年度から平成26年度の

3か年の計画でございます。4の(1)でご説明しました駅周辺統一デザイン空間策定業務に

基づきまして、今年度はすでに3軒実施しております。いま現在、1軒のかたが店舗兼住宅
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を建設中でございまして、 終的には4軒になる見込みでございます。残りにつきまして

は、平成25年度、平成26年度で実施をする予定となってございます。

次に、15ページをお開きください。

5の(1)駅前広場シェルター整備事業でございます。

、 、 。これは 駅前の事業に併せて実施するということで 平成26年度を予定してございます

15ページにある図面の中に、青い線が駅前広場の歩道部分に引かれていると思いますが、

この部分に連続したシェルターを設置していただくよう現在、北海道に要請中でございま

す。北海道のほうで、これを鋭意設置すべく協議をしているところでございます。イメー

ジといたしましては、イメージパース図の上の左から2番目に5の(1)シェルターとありま

すが、こういう形のものをここに連続して付けていただくというような希望を現在、北海

道のほうと協議中でございます。

なお、この事業につきましては、北海道と協議中でございますが 「一部、町の負担が、

出てくる可能性がある」ということで、北海道のほうから言われてございます。

次に、16ページ、6の(1)観光交流センター仮称整備事業でございます。この事業につき

ましては、平成23年度から26年度の継続事業でございます。平成23年度は、運営戦略の検

討について実施をしてございます。今年度につきましては、基本設計を6月に発注してご

ざいます。それから、地質調査につきましては11月に発注をしてございます。それから、

支障物件調査につきましては、7月に発注をしてございます。それから、用地及び家屋補

償につきましては、現在処理中ということでございます。また、実施設計及び用地整備工

事につきましては平成25年度、本体建設工事及び外構工事につきましては平成26年度で実

施する予定となってございます。

なお、いま現在、建設予定の面積につきましては、511㎡というふうな記載をしており

ますが、これにつきましては、今後、今年度基本設計ができ上がった時点で、ある程度面

積は固まるというふうに想定をしておりますが、いまのところ800㎡から900㎡ぐらいの面

積になるというふうな想定をしてございます。

次、17ページでございます。

7の(1)駅舎スカイロード、現駅舎棟改修事業でございます。

この事業につきましては、平成24年度から26年度で実施する予定でございますが、基本

的には鉄道・運輸機構からの補償費で整備するというふうな考え方でございます。

ただし、スカイロード現駅舎につきましては、施設内のトイレ及び外壁、現駅舎の南口

側でございますが、これにつきましては、町の負担で実施をする運びになる予定でござい

ます。エレベーターの設置及び連絡通路の拡幅等につきましては、機構負担で実施をする

予定となってございます。今年度につきましては、実施設計等ということで現在、実際に

工事をやっていただくのはＪＲに委託という形になります。そこでいま、基本調査をＪＲ

のほうに委託をしてお願いしているところでございます。今後、その基本調査を基に、実

施設計という運びになりますが、これは更にＪＲと詰めまして、今後、今年度中に実施設

計を発注するというふうなスケジュールになると予想をしております。

次に、これまで説明をしてこなかった事業が一つございます。このイメージパース図を

ご覧いただきたいと思います。これの一番左上に、新幹線高架下整備事業ということで明

示をしてございます。これにつきましては、これまで町、あるいは鉄道・運輸機構あるい
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はＪＲこの3者、いずれもこの部分につきましては、事業の想定しておりませんでした。

しかし、庁舎内でいろいろ協議をした結果、ここにつきましては、新幹線の出入口と南

側を結ぶ重要な場所ということで、ここにつきましても是非、整備をしなければだめだろ

うということで、いま現在、町のほうでいろいろと考え方を巡らしてございます。

まず、この高架下の位置付けでございますが、まず新幹線で降りたお客さんが 初に木

古内に降りますと、この場所に降り立ちます。いわば新幹線で来たかたの滞留空間と位置

付けております。そして、自由通路に行くのに階段及びエレベーターで行くわけですが、

そこを結ぶ動線の一部というふうになります。それで、新幹線でいらしたお客様は全て北

口に降りますので、そこから観光交流センター及び木古内の店が集中する南側へ誘導する

ための空間ということで位置付けて整備をしていこうという考え方でございます。整備手

法といたしましては、町の南と北を結ぶ連絡通路の一部ということで、基本的には町が整

備をしていかなければならないであろうというふうな考え方をしてございます。ただし、

鉄道・運輸機構は、あるいはＪＲにつきましても、ここは当然協力・共同をして整備をし

ていきましょうということで、協議をしていきたいというふうに考えております。現在の

ところ鉄道・運輸機構のほうでは、連絡通路として一部、鉄道・運輸機構のほうで整備を

するというふうな考え方を伺ってございます。細部については今後、詰めていきたいとい

うふうに思っております。その鉄道・運輸機構の整備の中身につきましては、まず新幹線

の出入口、これは連絡通路につなぐ4ｍという幅を、これは旅客通路という位置付けで機

構では整備をしたいと。それから、エレベーターがこの連絡通路の青森側に付くわけです

が、ここまでの通路のこれにつきましては4ｍではなくて、1.8ｍの幅を機構側が整備をし

たいというふうな意向を示しております。高架下の事業につきましては、以上でございま

す。続けて外部についてご説明申し上げたいのですがよろしいでしょうか。

はい。竹田委員長

新井田課長。

事業が多岐に渡りますので、ちょっと時間がかかります。新井田まちづくり新幹線課長

資料の18ページ以降をお開き願いたいと思います。

現在計画を進めております3.4.3環状通冷水線でございますが、これにつきましては、

当初の計画から相当、現在変更がなされるというふうな予定になってございます。この変

更になる経過でございますが、まず予備設計段階におきまして、予備設計後にここはＪＲ

の上を通るわけで、ＪＲとの協議が必ず必要になってまいりますので、その協議を進めて

まいりました。その際に、現在ある冷水線の橋の桁下でございますが、現在の法律に基づ

く空間が取れていないということでありまして、新たに橋をつくる、拡幅する場合には、

低でも6.85ｍという高さを確保しなければならないと。そうしなければＪＲとしては了

解できないというふうなことが出発点でございまして、それが主要因となって今回の変更

計画というふうになってございます。当然、6.85ｍを確保するということになりますと、

現在の冷水線の橋梁の高さから約1.5ｍほど橋が高くなります。このことから、現在の道

路に接している民家が新たな道路に接続できなくなるというふうな問題が発生してまいり

ます。また、下部工の拡幅に伴いまして、既設の擁壁あるいは線路脇にあります通信ケー

ブル、これらが支障となるというふうな状況であります。それから現在の道路を拡幅する

工事となりますと、施工時に橋梁部分は当然通行止めになりますので、仮迂回ルートが必
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要になります。そういう様々な要因から、町としては当初の計画を大きく変更せざるを得

ないというふうな現在判断をしております。それでまず幅員につきましては、資料の中に

当初計画そして変更計画でございます。当初は、いまのＪＲの跨線橋から中学校通線につ

きましては、幅が16ｍで設計をしておりました。それで、橋梁及び橋梁から現在の道々ま

で、これにつきましては18ｍを想定をしておりました。これを変更後につきましては、前

区間15.5ｍで施工をしたいということでございます。それから、平面と縦断の関係でござ

いますが、中学校線からＪＲ跨線橋までにつきましては、これまでと同じような平面線形

ということでございます。それから、橋梁につきましては、当初計画では現橋を拡幅する

というふうな計画でございましたが、先ほど申しました理由等により、拡幅ではなくて新

たに函館側に橋を新設をすると、こういう計画に変更をしております。それから、跨線橋

から道々までの区間ですが、当初計画では、現道に沿った形で函館側に拡幅をするという

ふうな計画でございましたが、これにつきましては橋梁と併せて、新たに函館側に新設を

するというふうな計画でございます。あと高さ、縦断の関係ですが、これは当初計画では

、 、既設の跨線橋を利用することから 現在の縦断勾配ということで計画をしていたのですが

橋が1.5ｍ上がるということで、道路の高さが高くなるというふうな現況でございます。

このことによって、事業費が大きく増こういたします。表にあるとおり、 終的には当初

は6億8,800万円が10億4,000万円、約3億5,000万円ほど増こういたします。ただ、この増

こう分につきましては、街路事業につきましては、補助が65％、約2億2,900万円、残りは

全て起債でございます。それで、過疎債100％いま充当を考えておりますので、交付税措

置が7割ございます。ですから、実質町の持ち出しは4,000万円弱というふうなことから、

このような計画変更に今後していくというふうな予定をしてございます。

次のページにつきましては、平面図を明示しております。

黒でちょっと見づらいのですが、黒で書いた部分がこれまでの計画でございます。赤の

実線が新計画でございます。ですからこれまで、黒で現在のＪＲにかかった跨線橋をその

まま拡幅してやる予定が、その分函館側にずれて新たに新設をすると。それで高さが1.5

ｍ橋梁部分で余りますので、それからまっすぐ道々まで擦り付けをしますので、現在ある

民家に接続できなくなります。ということで、この黄色で示されている旧道、これをその

まま残してこれと新たな都市計画道路を右下のこの通路でつなぐと。ですから、現在旧道

を利用されているかたは、ここから出入りして新たな道路及び道々に抜けるということに

なります。それで、跨線橋から中学校通につなげる分は現状の計画とほぼ同等ということ

になります。

3ページ目には、土工定規図を添付してございますので、ご確認を願いたいというふう

に思います。

資料についての説明は以上でございます。

よろしくご審議をお願いします。

ただいま、膨大な資料の説明をいただきました。竹田委員長

まず、質疑を受けたいと思います。

吉田委員。

まず、簡単な質疑からいきます。1ページのまちなか公園のことなのですけれ吉田委員

ども、今回もう1枚のと、まちなか公園の見取図を見ると全然違うので、これからなのだ
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なという気がしています。それでちょっと細かいことなのですけれども、トイレの位置な

のです。いまのこの図面によると、この角にあるのですけれども、ここのトイレというの

がどういうふうに活用されていくのか、将来的にと思って見ていたのです。それでここは

みそぎまつりがあって、その時にいかにここに置いた時に、この公園が雪で閉ざされた時

にこれが使えるのか。それで、いま病院の駐車場がありますよね。その駐車場の関係で駐

車場で待っている人も外にトイレが近くにあれば、これは使いやすい。これの考え方です

ね。道路脇のどこに持っていったら一番、年間を通してこのトイレが活用されるのかとい

うことがまず1点。

それから、5ページになります。5ページの観光交流センターのアクセス事業の道路の駐

。 。 、車場がありますよね ＪＲの敷地の駐車場 前の課長も室長も全部変わってしまったので

このことで要望的に私は将来的に町の駅化にするということで、駐車場のここのスペース

にＥＶの対応の充電施設の駐車場を造って欲しいという要望を出したのです。その時は、

小野寺参事も乗り気でそういう回答をしていたのですが、その辺の議論というのはどこに

いったのかということと、とりあえずまず2点お願いいたします。

新井田課長。竹田委員長

それでは私から1点目のほう、2点目については中尾のほうか新井田まちづくり新幹線課長

らお答えをいたします。

まず、1ページのまちなか公園でございますが、これは現在、実施設計を発注をしてご

ざいまして、その中で 終的にトイレの位置は決まるというふうに考えておりますが、基

、 。本的に現在の相沢商店のご自宅があるそちらのほうに 端のほうに設置を考えております

それで基本的には、ここは先ほど吉田委員がおっしゃったように、冬季のイベント等も使

えるような想定をして実施設計をしていただくというふうな基本的な考え方は持ってござ

います。

中尾室長。竹田委員長

ＥＶの関係でございますが、観光交流センターの中身の機能につき中尾新幹線振興室長

ましては、現在検討となっているところでございまして、年明けには皆さまにちょっとし

た形でご報告できるのではないかというような状況でございます。それで、委員ご指摘が

ございました環境ＥＶの関係でございますけれども、近年の環境意識の高まり等を受けま

して、この観光交流センターにおきましても、そういった環境に配慮した施設というもの

をひとつのキーワードとして何らかの方策を考えたいと思っております。

ただ一方で、そのＥＶ急速充電器を付けたその先にどの程度の利用率が見込まれるのか

と。費用対効果はどうなのかといった視点からの検討も必要かと思っておりまして、この

辺も併せてまた近々ご報告をしたいという状況でございます。以上でございます。

吉田委員。竹田委員長

いまのトイレの件なのですけれども、できれば冬のイベント、木古内ではみそ吉田委員

ぎの行事がありますので、これに十分配慮した形の中で一番町民のかたが使えるような場

所にこれから実施設計の段階でしていただきたいと。それからＥＶの関係ですけど、これ

は先ほど中尾室長のほうから説明がありましたように、これからどのくらいの普及率がな

ってくるのか。でも将来的に考えると、町の駅化にした時にこのＥＶの充電期間中という

時間があるのです。そこを「町を歩いてもらう」という意味から考えると当然メリットが
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あると思うのです。ただし、そのＥＶにどのくらいの費用がかかるのか、設置そして維持

費がどのくらいかかるというのが、これからの問題ですのでその辺も十分考慮して、この

辺についてはできれば是非やっていただきたいと、こう要望しまして私の質問を終わりま

す。

又地委員。竹田委員長

以前に出されたものときょうのこの1枚もの、観光交流センターの絵が変わっ又地委員

てしまったのです。それで、これは私達イメージとして、どちらを捉えればいいのかなと

いう問題。それから、新幹線高架下整備事業、これは新しく出て来たのですけれども、こ

れはイメージ的に天井がかかっているのかなと。どうなんだという部分が、ちょっとこの

。 、たぶん高架下だから上は新幹線の汽車が走っていく 当然天上があるのでしょうけれども

この辺のイメージがちょっとわいてこないのです。

それと駅舎の下以外の高架、柱がたくさん立って、新幹線の駅舎が一部で、あとの高架

下というのは、これはどこの所管になるのですか。例えば、札幌のほうを見ると高架下が

駐車場とかになっているのです。その管理がどこになるのかなということは、北口を考え

、 、 。 、れば 課長の説明のように新幹線で来た人がたは ほとんど北口のほうに降りる そして

駅前のほうにいかにどうやって降りた人がたを南側に移動してもらうかという、ここあた

、 、 、りがいろいろ悩んで これから悩まないとだめなことだと思うのですけれども 北口側は

早い話何もないのです。単なる大駐車場があって、そしてその高架下の整備事業がどの程

度なものなのか、これからいくと高架の下だからたいしたスペースでもないなと。かつこ

の場所において、例えば売店とかそういうものがあるのだろうか、とかということを考え

れば、北口に降りても何もない。逆に何もないから南側のほうに降りた人がたに 「来て、

くれ、来てくれ」というようなＰＲになるのかどうか。それで私が「高架の下を」と言う

のは、計画の中では北口は何もないものですから、ある意味で民間の人がたが高架の下を

借りれるのか。そして、例えば極端な話、はこだて和牛の焼き鳥を焼くとか、ホタテを焼

いて提供するとかということに活用できれば、町としてはそういうものにどうのこうのと

考えなくてもいいわけですし、その辺どうなのですか。

それと、観光交流センターのアクセス道路。ここは警察道路からまっすぐ行って、いま

用地買収をかけてそちらのほうに行くのでしょうけれども、逆にこの道路をもう少し延長

をかけて佐女川まで持って来たらどうなのですか。これは何を言うかというと、冬期間の

除雪等々を考えた時に、佐女川まで持って来たほうがいいのではないかという気がしない

でもないものですから、その辺は、もしそういう町民世論が盛り上がって来た時には、変

更が可能なのかどうか、とりあえずそこまでです。

中尾室長。竹田委員長

1点目の観光交流センターのデザインについてでございます。ちょ中尾新幹線振興室長

っと図柄が違っておりまして、混乱をさせているところでございますが、こちらの小さい

Ａ4の紙に書かれましたこの青い空の緑の屋根のものですけれども、これは当初の駅前駅

周辺整備計画を策定した時に、仮案で載せた一番古い絵柄でございます。そして、資料1

です、このＡ3の紙に載っております交流センターのイメージは、昨年度の運営戦略検討

事業の中で、いくつかの案とイメージとしまして示した建物の一案でございます。結論か

ら申せば、基本設計はこれからやりますので、 終的にどういう形になるかというのはま
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だ決まっていません。いずれもイメージ案ということでございます。ご承知いただければ

と思います。以上です。

新井田課長。竹田委員長

2点目以降につきましては、まず高架下につきましては、この新井田まちづくり新幹線課長

Ａ3の図面の一番左上にございますが、これは北側の駐車場側から南側を見た、そういう

パースでございます。それで、この柱が9本ぐらい立っておりますが、この上に新幹線の

高架が。駅舎はこの左側になります。これは駅舎から出たところでございます。ですから

高架下というふうな、まさに高架下でございます。それで面積的には、これは本当にざっ

くりですが、だいたい30ｍから40ｍ四方のエリアということで、面積的には120㎡から130

㎡ぐらいに考えております。それで、これは新たに追加になる事業ということで、町とし

てもいまどういう財源手当をどういうふうにしようかということで、いろいろ考慮してお

りますけれども、できるだけ一般財源を使わないようなことで、財政負担を伴わない整備

をしたいということで考えておりまして、天井はいまの高架をそのまま利用すると。そし

て通路につきましては、これは透明なガラス状のそういう資材を使って透明感を出して明

るくするということで、それ以外につきましては、塀などはいまのところ設けないという

ふうな考え方でおります。通路につきましては、このように囲うと。エレベーターの分と

自由通路につながる分、ここは駅舎から出て来てもそのまま室内空間というイメージを持

っていただくというふうなことで考えてございます。

それから、次にこれ以外の高架下の利用につきましては、これまでの例を見ますとＪＲ

が管理をいたします、高架下につきましては。ＪＲの系列会社でＪＲ都市開発という会社

がございまして、一般的に何か事業やるとすると、そこが主体になってやると。

ただ、当町の場合はいまのところＪＲのほうからそういう具体的に高架下を開発すると

いうふうなお話はございません。これが、開業1年くらい前になるとそういう話が出てく

るかもしれませんが、現在のところそういう話はございません。仮に、町内の業者がいま

町が整備するところも含めまして、それ以外についても借りれるか、利用できるかという

ことでございますが、これは十分にＪＲあるいは機構側と協議をすれば、そういう方向性

の可能性は十分あるというふうに認識をしております。

それから、観光交流センターのアクセス道路につきましては、これはいま現在、現道の

駅前通から駐車場までの部分で事業計画をしておりますので、これを変更するとなると、

、 。 、補助の関係もいろいろ変更になりますので 現在のところはなかなか考えづらいと また

事業費につきましても、佐女川まで延びるとなると支障物件等もかなりございますので、

その辺の費用の関係も出てまいりますので、いまの段階ではなかなか厳しいかなというふ

うな認識は持ってございます。以上でございます。

又地委員。竹田委員長

あとは北口のほうの駐車場の駐車台数、あるいは東側の駐車スペース、あるい又地委員

は西側、年次の計画では1年遅れるくらいですね。それでこの事業、はたしてこんなに要

るのだろか、駐車場が。私はどこの町でも駅前というのは一等地です。一番高い土地がど

この駅前でもそうなのですけれども、こんなにはたして要るのだろうかというような疑問

符もあるのです。それで新幹線から降りた人がたは、ほとんど北口に、あるいは大型バス

等も北口だと思うのですよね。そうした時にこんなに駐車場が必要なのかなと。
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ただ、事業展開は1年おきくらいなので、そのあたりで見直しがかかるとすればかけれ

る要素があるのかなというふうにも私は思っているのですけれども、まずその辺がどうな

のか。

それから、公園の数が例えば私は駅前の観光交流センターを核とした中でのそれは道の

駅の要素ということですよね、将来は道の駅。ある意味では、公園化に近いものだと思っ

ております。それとポケット、公園もそのほかにポケットですから小さいものかもしれま

せんけれども駅前通に一つと、それから角の所、古城さんのところ一つ、そうしてかつま

ちなか公園です。現在では、吉澤さんの前もある意味ではポケットになっています。これ

からどんどんどんどん人口が減っていく中で、そんなに公園が必要なのかという懸念もあ

るのですけれども、この辺はどうなのですか。それから、今回も出てきているのは駅前商

店街の人がたの戸数、23戸が以前として変わらない。従来からの23戸、この辺は間違いな

く23戸なのかという部分。たぶん「調査した段階では」という返事がまた返ってくるので

はないかと思うのですけれども、その辺はこの23戸が以前として差し替えで出てきたので

すから今回。ですから、その23戸の部分は変わらないのですか。その辺もしっかりと今回

確認しておきたい。

新井田課長。竹田委員長

まず、駐車場の車の数ということのお尋ねですが、これは先新井田まちづくり新幹線課長

進地、東北新幹線の例を上げますと、七戸十和田駅という駅がございまして、これはさほ

ど大きくはないのですが、ここの周辺エリア、ここの人口が約9万人というふうな想定を

されていまして、それに対する駐車場の数が、車を停められる台数が約600台というふう

なことで、600台の収容可能な駐車場を作ったということで、過日うちのほうで実際に行

って視察をしてきた結果、お話もいろいろ伺った結果、土・日になるとこの駐車場が満杯

になると。周辺からやはり車で来て、そこから新幹線に乗って用事を足して戻って来てま

た自宅に帰ると。こういう利用方法によって600台が一時的にあふれるような状態になっ

て、町としても非常に苦慮しているとこういう状態でございます。そういうお話しを聞き

ますと、木古内駅の関係でいま現在広域観光を進めている9町、これの人口が約4万5,000

人でございます。9万人の半分ということで、それと併せたわけではありませんが、駐車

台数は300数台。ですから、この台数は想定するに先進地の例を取ると、十分この台数を

確保しなければ間に合わない状況なのかなというふうな理解はしているところでございま

す。

次に、公園の数でございますが、又地委員がおっしゃるように公園の数が多いというふ

うなご指摘でございますが、確かに現在、吉澤さんのところと、これから病院の跡地ある

いはポケットパークということで整備を予定しているのですが、確かにポケットパークに

つきましては、今後少し地権者との交渉もありますので不確定要素もありますので、いま

現在2か所予定はしているのですが、これが状況によっては1か所になるという、これはあ

くまでも計画でございますので、2か所を作る予定でおりますが、そういう状況も想定さ

れるというふうな考え方はしてございます。

それと、三つ目の駅前のお店屋さん、以前から23戸ということでいろいろな事業の対象

の数にしてきたわけですけれども、これまで町のほうで調査をいろいろさせていただきま

して現在空地になっている部分は除いて、現在営業されている、あるいは住まわれている
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かたにお話しを伺いました。それで 「確実に継続する」というのは現在の段階で14戸ご、

ざいました。残りの5戸のかたは 「まだやはりわからない」と。これから補償の話が来年、

度も引き続きありますので、ある程度そういう経済的な面と照らし合わせながら今後の方

針を決めたいというかたが5軒ございます。それと 「いま店はやっているけれども、これ、

を機会に廃業する 」というかたが4戸ございます。それで、合わせて23戸ということで、。

まだ、未定を含めて今後継続の見込みというのは19戸というふうに私どものはいまのとこ

ろ認識をしてございます。以上です。

東出委員。竹田委員長

16ページの観光交流センターなのですけれども、私の聞き間違いなのかどうか東出委員

わからないのですが、基本設計で800㎡から900㎡と、当時は確か511㎡ですか。ここが1.5

倍くらいになっているのですけれども、この基本設計で800㎡から900㎡に増えた原因、こ

れちょっと何の説明もなかったのでお知らせしていただきたいと思います。

それから先ほど、又地委員が言っていたのですが公園だ。上ものだといろいろと施設が

できていくのですが、ある程度、やはり抑えるところは抑えていかないと維持管理が、建

てるのはいいのですよ。いろいろな機構さんのほうの持ち出しだとか、それから当町の一

般財源が少なくて建てれる、造れるのはいいのですよ。しかし、建てたあとの維持管理は

、 、全部自前でやらなければならないということになるので はたしてこれまでの議論の中で

こんなこと言ったことはないのですが 「待てよ」と現実的に考えた時に、はたして人口、

が減少していく、高齢化になっていく、そんな時で、では当町の財源の中でやっていける

のかなと、私は心配があるのですが、その辺まで見越した計画なのかどうなのかというふ

、 、うに 全体を通してちょっとその辺は考えていかなければならないと思うのですけれども

。 、 。もしそういう見解があれば まず 交流センターの増えた分についてと2点お願いします

中尾室長。竹田委員長

観光交流センターの面積も含めた中身の検討につきまして、現在行中尾新幹線振興室長

っているところでございまして、800㎡から900㎡というのもまだ確定した数字ではござい

ません。しかし、500㎡から若干増えることは間違いないような状況でございます。この

原因でございますけれども、おそらく当初はこのまちづくり戦略会議のご提言などいただ

きまして、簡単な物産ですとか案内・機能といったようなところを基に運営をしていくと

いうような考えに基づきまして、当初はこの程度の規模を想定していたように認識してお

りますけれども、その後、バスの発着機能ですとか、待合駅のです。それから、交通の拠

点としましてレンタカー事業者が入るですとか、あるいは町の方々から若干の交流機能と

いうのですか、そういったことも設けていただきたいというような声もありまして、多少

この交流センターの機能自体が多機能になってきているという現状がございます。そうい

った要素を含め合せますと、当初の想定よりも面積が拡大している傾向にあるという状況

でございます。しかしながら、当然、今後の維持運営を考えますと 小限のスペックで建

設をすると。これに越したことはないわけでございまして、現在なるべく少ない面積でや

る方法はないのかということで基本設計の事業者と打ち合わせをしているところでござい

ます。もう少し時間を頂戴できればと思います。以上でございます。

新井田課長。竹田委員長

全体的な維持管理のことまで考えての計画かというお尋ねで新井田まちづくり新幹線課長
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ございますが、その辺につきましては、当然、細部まで一つひとつのいま施設につきまし

て今後、例えば何年間でいくらの維持管理がかかるというところまで想定はされておりま

せん、実際の話。ですが、いま中尾から申しましたように箱物の観光交流センターにつき

ましても、いろいろ住民要望もかなり期待感が大きくて、その要望を聞き入れると相当大

きなものになっていくということもありますので、その辺は十分な完成後の維持管理ある

いは収支、あるいはどのくらいの人が来るのかということを詳細に積み上げまして、その

辺はこれから今年度中に結論を出すということで 小限の維持経費に収めるということで

考えております。

また、その他の施設、例えば公園等にしても先ほども申しましたように、いま、ポケッ

トパークを2か所を予定しているのですが、これは当然まだ民地でございますので、相手

との協議もございますけれども、事業費も相当これから想定以上に膨らむというふうに予

想もしておりますので、その辺は十分にいま東出委員がおっしゃったような建設以後のラ

ンニングも考えまして、見直しするところは見直していくというふうな基本的な考えは持

ってございます。

東出委員。竹田委員長

ある程度いまずっと 初から説明を聞いていれば、もう実施設計の段階の話を東出委員

してきているわけですよね。それで、もう基本に入ってきている部分もあります。ある意

味でこう聞いていると。もうこれである程度のコンクリートとは言いませんが、そういう

形のものを我々にこうやってお示しされているのですが 「では待てよ、どこで我々の意、

見を反映したらいいのか」という思いがあるわけです。そんな中に、例えば交流センター

の住民要望がどうだこうだということで、基本的には1.5倍くらいの大きさにボリューム

アップされたのですが、造ったはいいけれどたいして利活用もなれば、これは「あなた達

議会も議会だね」と 「何でも行政の言うことをはいはいと聞いてこの格好どうなの」と。

言われるのも我々も落ちなのですよ。だから、コンパクトなもので経費のかからないもの

をあなた達はそういうものをデスクワークしている中であれしていいただきたいと思うの

です。例えば、仮に小公園一つに捉えても、まさか芝を張って年から年中ぼうぼうに伸ば

しておくわけにもいきませんし、草を刈らなければならないし、イスの色が剥げればペン

キ塗らなければならないし、冬になったらたためるものはたたんでしまわなければならな

いということを考えれば。なぜ言うかというと、これは来る人というのは不特定多数まだ

掴めていないのです。いろいろな構想を我々は持っているけれども、それに沿っていろい

ろな人が木古内にたくさん来てくれればこれに越したことはない。手をたたけるのですけ

れども、そうもいかない。現実、沼宮内の駅舎みたいな感じもあるので、やはりその辺、

十分いま言ったことを参考にしてやっていただきたいと。物産交流センターについては、

きのう商工会でもちょっといろいろ話題になったのですが、早く各団体の人を集めて一本

化にしていかないと、好き勝手なアドバルーンが上がると思うので、早い時期にお示しす

る機会をいつ頃に設定しているのか。この増えた分に対してもやはり説明しなければなら

ないし、その辺の考え方をどういうふうに持っていますか。

中尾室長。竹田委員長

観光交流センターの運営検討に対する進め方については、6月の本中尾新幹線振興室長

委員会でもご説明いたしましたが、基本設計、具体的な図面を引く作業の前に中身につい
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て町民の方々にご説明、ご議論をする機会を設けたいというふうに考えてございます。そ

れで、当初は11月以内にそういった考え方をまとめて進めようというふうに考えていたわ

けでございますが、若干スケジュールが押しているというような現状がございます。しか

しながら、あまり時間もございませんので、できれば年明けには、議会の皆さまそして町

内関係団体の皆さまにきちんとご説明できるべく、鋭意作業を進め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。

東出委員。竹田委員長

そうしたら、ある意味ではコンクリートにはされていないよと。住民要望なり東出委員

いろいろな団体の要望があれば、それはまだ汲み取れますよというふうに理解してよろし

いですか。

中尾室長。竹田委員長

これは、できることとできないことがございますけれども、私ども中尾新幹線振興室長

の基本的な考え方に沿って有益と考えられるようなご意見がございましたら、そこは十分

に反映してまいりたいというふうに考えてございます。

いまの関連なのですが、年明けに固まる前に、例えば年明けですから、来月竹田委員長

12月定例会後あたりでおおよその部分がもし出るとすれば年内にもう一度やはりこういう

機会を作ってはどうかなと。

平野委員。

大いに東出委員が言われたことと委員長が言われたことと関連することなので平野委員

すけれども、いままでも大いに民間の話をどの程度受けいれているのか、どの程度意見を

聞いているかというのが、多いな課題でこれはいまはじまったことではありません。きの

うも常任委員会の中で、商工会との意見交換会があった時には、商工会長さんのほうから

は 「我々は何も話しに乗せてもらえていない」という、現実言葉もいただきました。そ、

んな中で、行政側も「説明しているのにな」というような話も聞きました。まずを持ちま

して、今年度に入ってからで良いので、4月からで良いので、それ以前は聞いていますの

で、どのような形で町民のかたへの説明あるいは意見の取り入れをして来たかの経過をま

ず教えていただきたいと思います。これは10月の何日かわかりませんけれども、この新し

い資料、前回の基本計画の時から比べると大変わかりやすい資料ができたと思うのですけ

れども、これができてからも含めて、きょうまでどのような説明、意見交換が行われて来

たのかをお聞かせください。

中尾室長。竹田委員長

資料の配布をしたいのですけれどもよろしいでしょうか。中尾新幹線振興室長

いまの平野委員のご質問にお答えする資料をご用意してございます。

いま配布させていただきましてよろしいでしょうか。

15分まで暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩16:06

再開16:14

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長
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それでは、ただいま配布されました経過について説明をお願いします。

中尾室長。

平野委員の質問に対するお答えでございますけれども、観光交流セ中尾新幹線振興室長

ンターは今後の木古内町の観光、あるいは産業活性化に向けた拠点施設という位置付けで

ございますので、当然ながら町民の皆さまのご理解をいただきながら進めていかなければ

いけないという認識でございます。このため、今年度に入ってからはまず、5月23日から2

8日まで4回に渡りまして、町内の11の関係団体の方々と観光交流センターを含む新幹線関

連事業全体につきまして説明を行うとともに、意見交換会を実施をいたしました。これは

交流センターだけではないのですが、交流センターに対するご関心というのも伺ったとこ

ろでございまして、例えば老人関係クラブの団体のかたからは 「お年寄りの方々が利用、

しやすいような施設にしていただきたい」ですとか、林業関係団体の方々 「早めに道南、

杉の使用量を固めていただきたい」と要請をいただいたところでございます。

その後、6月18日に本委員会で、観光交流センターの今後の進め方につきましてご説明

をいたしました。

その後なのですけれども、まずは役場の中、私ども役場職員としまして、この交流セン

ターをどう運営していくべきかというきちんと頭づくりをする必要があろうということも

ございまして、まずは役場の中の研究会をやって来たわけでございます。中でも、中核と

なりますのはやはり物販・飲食という機能でございまして、私ども当然ながら、行政サイ

ドはそういうノウハウもないわけでございまして、まずここにつきまして、きちんと研究

会をしようということで、夏から秋にかけまして、物販・飲食の運営に関する研究会とい

うのをちょっと外部のかたもお招きしながらやって来たところでございます。これは、役

場の勉強会という位置付けなのですけれども、いまご指摘がございましたようになるべく

早い段階から町内の関係者の方々にも意識共有をしながら進めていきたいという思いもご

ざいまして、この場に商工会、観光協会、駅前中央商店街組合の方々にもご参画をいただ

いた上で、2回研究会を行ってまいりました。もちろん、まだ粗々ではございますけれど
あらあら

も、物販・飲食といった機能につきましての大まかな方向性なども見えて来たところでご

ざいましたので、それを元に10月以降、私どもとしまして道内の先進地の駅の視察などを

行い、現在建設運営の基本方針というものを作成をしているところでございます。これを

、 、 、近日中に完成をさせまして 議会の皆さま そして町内関係団体の皆さまに対するご説明

議論をしていきたいというところでございます。以上でございます。

平野委員。竹田委員長

資料提出ありがとうございます。いままでの経緯等についてはまずわかりまし平野委員

た。今後についても、我々議員はもちろんのこと関係団体あるいは一町民として、意見を

大いに取り入れていただき、今後の更に細かい部分の詰めにまで反映させていただけると

いうことで、大いにそのような場を期待しております。

、 、 、それで きょうは何点かだけ 大まかなところをちょっとお伺いしたいのですけれども

まずは観光交流センター、これはあくまで仮称でしょうけれども、それに関連しまして、

案内看板については道の駅ということになっているのですよね。これは、昨年からこのよ

うな会議の中でも、もやもやになったまま正確な答えが出ていないのですけれども、当初

の説明では道の駅の機能を含んだ部分を取り入れると。道の駅にするという断言の言葉は
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出ていないのです。いまになっても道の駅という言葉が消えないということは、これは明

らかに申請の問題だったり、許可の問題だったりあるのでしょうけれども、木古内町とし

ては観光交流センターの中に道の駅を入れるという方向で進んでいるということで、確認

を、まずその点1点をしたいと思います。

それと新駅舎については、エレベーターが付くという方向で間違いないだろうとお答え

いただいているのですけれども、その隣のエスカレーターですね 「自由通路のほうにも、

できればエスカレーターを付けて欲しい 」という町民の声が上がっております。その部。

分については前回の答弁では「非常に難しい」というお答えでしたが、検討材料としてい

ただくという返事をもらった記憶がありますので、その点についてその後どうなったのか

お聞かせ願いたいと思います。

それから、駅舎の基本計画の際は町民にも広報を通じて 「このような基本計画をしま、

すよ」ということが周知されたと思います。その後、いろいろと町民の方々との意見交換

をする中で、いまの新駅舎のデザインができましたよね。あの駅舎についてもいまだ南口

のほうだと認識されている町民のかたがかなりいらっしゃいます 「いまの駅がそのまま。

新幹線の駅になるのですよね 」というように思っているかたもたくさんいらっしゃいま。

す。というところから、まだまだ町民への周知が足りないのかなという感想を受けていま

す。

それで、新幹線の前回の基本設計の時にも新幹線の駅ができて、そこにはエスカレータ

ーが付くのでしょうけれども、エスカレーターで下りて南口に来るためには、また昇って

、 。 、また下りなければならないという 正直言って不便極まりない現実だと思うのです ただ

これについてはそのような方向でしか進めないという状況だと思いますので、これはあと

になってから町民のかたが 「なんでこんな不便なのができたのだ」という不満の声が出、

ることが懸念されますので、その部分についても、もう少し詳しく町民への周知をしたほ

うがいいのではないかと思います。言えば、良いところ期待はたくさんさせる部分をいろ

いろ町民に知らしめて結果、蓋を開けてしまったら「とんでもない」と言われるよりは、

いま現在も「うーん」と思うところも含めて、しっかりと周知をしたほうが良いと思いま

すので、その部分についても、できればこの意見が反映されるのかどうなのかお答えいた

だきたいと思います。

中尾室長。竹田委員長

まず道の駅についてのお尋ねでございますけれども、現在書かれて中尾新幹線振興室長

おります看板のイメージに書いている文字は、あくまでもまだまだ現時点での仮案でござ

、 。 、いますので 具体的にどういった表記がされるかはこれから検討してまいります それで

現在建設しようとしております観光交流センターは、基本的には新幹線観光客を第一にイ

メージをして、そのお客様への対応ということ第一に考える施設でございますけれども、

併せて24時間利用可能なトイレなどを設置いたしまして、道の駅としての機能も持たせ、

国土交通省から道の駅としての指定を受けるということを考えてございます。

以上でございます。

新井田課長。竹田委員長

2点目の自由通路のエスカレーターの関係でございますが、こ新井田まちづくり新幹線課長

れにつきましては、私どもいろいろ検討をさせていただきました。その結果、南と北、両
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方に付けなければならないわけですけれども、 低限の60㎝のエスカレーターを2機付け

るとなると約8,000万円かかります。プラス、毎年のランニングコスト、これが100万円単

位でかかると。そのほか、何年間に一辺、いろいろ更新をするというようなもろもろのこ

とを考えて協議した結果、今回は自由通路についてはエスカレーターはちょっと厳しいか

なというふうな結論に至っております、現在のところ。

それから、いま現在の新幹線の駅舎が北側向いているのが、町民の皆さまがなかなかわ

かっていないということでご意見がありました。そういうことであれば、今後どしどし駅

舎の現状、こういうことで位置付けはこうですよと。町制広報等で何度かＰＲはしており

ましたが、なかなかそれが行き渡っていないという実情であれば、更にそのＰＲには努め

てまいりたいというふうに思っています。

それと、3点目のまず新幹線のホームが2階です。それから新幹線のコンコースに降りて

来て、そして南側に行く時には自由通路を昇ると、現在の自由通路とかですね。それで、

外に出るにはまた階段を下ると。確かにおっしゃるとおり下って昇ってまた下ると、こう

いう3段階になります。これは、新幹線の駅が北側にできる時点で、その時点で様々な議

論をしたわけですけれども、地形上これはもうどうしようもないと。在来線が残るという

ことで、在来線の下は地上は通れないと、こういう地理的な状況もございまして、これは

いたしかたない現実でございます。

そこで、何とか新幹線で降りていただいたかたに南側に来ていただくと先ほど又地委員

からもご意見がございましたけれども、何とかそういう方向に持っていくということをコ

ンセプトに、いろいろな駅周辺の施設は考えてまいりました。その中で、新幹線の駅を降

りた高架下ですね。ここを一つのキーとして、ここに「南側にはこういう施設があります

よ」ということを大いにＰＲをして、そこから新幹線の駅を出たら南側の町のメイン施設

であります観光交流センターに来ていただく。そういう方策をいまも考えているわけです

けれども、これからもいろいろなかたの意見を踏まえながら、是非南側に来ていただく、

そういう方法をハード的なものも含めて考えてまいりたいというふうに思っております。

また、ＰＲもどんどんしてまいりたいというふうに思っております。

いまちょっと関連で、その自由通路をこの17ページのイメージからすると、竹田委員長

南側から自由通路を渡って新幹線の駅舎に降りる。この下がオレンジで塗り潰されている

のですけれども、この下は屋根がかかっているというイメージでいいのですね。高架下に

なるということでいいのですね。

平野委員。

エスカレーターは厳しいという見解をいただきました。正直言いまして、再三平野委員

申し上げますけれども、下りて昇って下りてという作業は、我々世代はまだ若いからいい

かもしれませんけれども、木古内町の高齢化率も上がっている中、地元のかたの利用、高

齢化社会に優しい施設づくりを考えた場合には、やはりエレベーターは付いているとはい

え、どこにいっても駅にエレベーターに乗るという頭はなかなかないと思うのです。当た

り前に大きい駅だったらエスカレーターがあって、そこを昇っていくのが当たり前であっ

て、エレベーターを探すという作業はほとんどされたことがないと思います、全国的に見

ても。そういうことも考えて「高齢者のかたにもエレベーターを用意しているのだよ」と

いう、エレベーターの場所はもうすっかり決まっているのでしょうけれども、その案内で
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したり、その告知だったりをきちんとやることで少しは昇り下りの負担の部分を解消した

イメージでの駅づくりができるのかなと思いますので、まずその部分については、やはり

広報活動ですね、それを強くやって欲しいと思います。

それと、高架下なのですけれども、数年前より地域の関係団体では商工会も新幹線推進

委員会という会がありまして、そこで道・ＪＲに陳情を数度行っております。その中の項

目でも、高架下の利用について是非地元企業を優遇といいますか 「借りたい場合には地、

元の人を優先してお願いできませんか」という陳情した例もあります。そういう部分を考

えても、町のほうにも同様の中身を把握してもらって 「こういうことで行きます 」とい、 。

うことで打ち合わせをしていっている経緯があります、過去にも。それで、ここはまさに

駅の下なのですけれども、やはりここも高架下の一部であるということを考えた場合に、

その地域の関係団体との連携について、そのような陳情を行っている部分の詳しい内容に

ついては、では地域の企業にこういう計画を事前に説明しているのかと言ったら、説明し

ていない状況だと思うのですけれども、その部分については説明は地域の関係団体にはし

。 。 、ているのでしょうか この新しくできた高架下の設備事業についてです それが2点目と

細かいことを言うと本当に数が多数あるのですけれども、その中でも雪の問題ですね。全

てにおいて雪の問題は発生すると思うのですけれども、一つだけ代表して言わせてもらい

、 、 、ますと シェルターなのですけれども 見に行ってイメージ写真も付いていますけれども

これは岩手でしたり八戸でしたり、この辺の地域がどの程度雪が降るのかわからないので

すけれども、この北海道内においてまさに豪雪地帯である木古内町において、このシェル

ターを付けることによって当然、この上にも雪が積もって雪が落ちると思うのですけれど

も、その部分についての対策といいますか、シェルターをつくるに当たっての雪の対策に

ついて考えているのであればお聞かせいただきたいと思います。以上です。

新井田課長。竹田委員長

2点ですか、高架下の案について、関係者ということは商工関新井田まちづくり新幹線課長

係者というふうに理解してよろしいでしょうか。外部に対して具体的な説明はまだしてお

りません。今回、この委員会に初めて提示をさせていただきました。現在、町でこういう

ふうな構想を持っているということで、きょうが初めての提示でございます。今後、そう

いうご要望があれば、ある程度、町の「こういうものを整備する」という腹固めをして、

ご説明はしてまいりたいというふうに考えております。

それと、シェルターにつきましては、これは基本的に駅前整備の中で北海道が実施する

事業でございます。それを連続したシェルターで是非整備をして欲しいということで町の

、 。ほうから要望を出しておりまして いまそれを検討していただいている 中でございます

要望がかなうということになれば、連続したシェルターが設置されます。その雪について

は、当然積雪地帯でございますので、ある程度の一定の積雪に乗せたまま耐えれるそうい

う設計になるというふうに想定をしております。

平野委員。竹田委員長

わかりました。中身の詳しいことについては多岐に渡るものですから、次回我平野委員

々も意見を言える場を作っていただくということで、そちらのほうに持ち越して議論をし

ていきたいと思います。

ただ、いまの質問の中で1点、高架下の部分については、行政のほうで中身をもう少し
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詰めてから説明に行くという話だったのですけれども、そこはちょっと私の言っている思

いが違いまして、町側にも陳情に行く時に、高架下について我々にも大いにチャンスをあ

るいは議論をさせてくださいという意味で、町長にもその陳情の中身を見せた上で許可を

いただいて伺っているわけです。なので、町側も商工会関係団体が高架下について、その

ような思いを持っているということを把握していると思うのです。なので、中身を固めて

から行くのではなくて 「これについてどのように思いますか」といういわゆる相談です、

よね。相談をした中で決めないと、結局昨日の関係団体の意見のような「何も決めずにい

わゆるコンクリート化した中で我々の意見を何も取り入れられないのではないか」という

ことになってしまうので、意見を固めていくのではなくて相談をして欲しいなという思い

で言ったのですけれども。その1点だけもう一度お願いします。

新井田課長。竹田委員長

いま現在計画している高架下につきましては、当初はどこも新井田まちづくり新幹線課長

考えていなかった。先ほど冒頭ご説明したように町も考えていなかった。ＪＲも考えてい

なかった。それから機構さんでもここは整備については一切考えていなかった。そういう

状況でございまして、現実的にただ新幹線の駅を出たら何も整備をしないと、ここは土間

です。草が生えます。そういう状態ではまずいだろうということで、町としては、ここは

新幹線で来ていただいたお客さんを迎えるための 低限の整備をしたいと、これが基本で

ございます。その中で、例えばこのスペースの中で地元の業者さんが、ある程度限られま

すけれども、そこの一部を使用したいとそのようなご相談にはこれからも十分乗れるとい

うふうに思います。ですから、そこは平野委員がおっしゃるようなご相談には乗れるとい

うふうに考えてございます。

新井田副委員長。竹田委員長

新井田です。ちょっと的が外れるかもしれませんけれども、関連という新井田副委員長

ことでいわゆる北口のいま現状見ますと、先ほど説明の中で冷水線の拡張とかそういう話

が出たのですけれども、一部町内の人からちょっと話が出ているのですけれども、いわゆ

る石川屋さんの前の交差点がありますよね、ちょっと狭い。この間、拡幅して少し角が取

れたような状況になっているのですけれども。いわゆる広域の状況を踏まえて、バスだと

かあるいは車での利用だとか、その人によっては北口に行ったりあるいは南口に行ったり

ということになるのでしょうけれども、その周辺の整備という中で、あの辺の交差点のあ

り方、冬場の問題も含めた状況、非常にあそこは大幅に膨らんでいく状況になっているの

です。その辺も町民の皆さんから 「あの辺の例えば新幹線絡みで北口に行くのに、例え、

、 、ば松前方面とか広域の人の流れの中で ああいうちょっと危ういと言うと変ですけれども

ちょっと危険性の伴う道路事情の交差点というのはどうなのか」と 「直すというような、

ことはできないのだろうか」という声もあるのです。そういう観点から、いま言ったよう

に人の使い道ですからよくわからないのですが、北口に行くのか南口に行くのか西に行く

のかわからないのですけれども、そういうことも想定されるというふうに思うのですけれ

ども。あの界隈をいわゆる交差点のありかたの位置付けというのは、どのように思ってい

るのかちょっとその辺わかる範囲でいいのですけれどもお願いします。

若山課長。竹田委員長

おっしゃる石川屋さんの交差点につきましては、現在道道とうちのほ若山建設水道課長
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うの町道新栄町線がかなり鋭角に交差している箇所です。将来的には都市計画道路との位

置付けがありまして、あの道道から直角に町道を持っていって中野通という街路計画はあ

ります。それらについては、現在のところは、現ＪＲをくぐっていくような都市計画の決

定になっております。それは新幹線の来る前の計画でしたので、この都市計画道路につい

ては、今後全町的に見直しを考えていこうという道の指導もあります。当面の話なのです

けれども、現在中央通の改良工事が進んでおりまして、いまおっしゃる交差点も若干では

ありますが交差角度が緩やかになる計画にいまなっております。ただ、現在の進捗状況、

用地等の問題もありまして、今年度予定していた工事が今年度はちょっとできないという

北海道さんからの連絡もありましたので、この冬はちょっとご迷惑をおかけしますが、い

まのところ来年度以降には交差点として若干改良の予定になっておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。

佐藤委員。竹田委員長

2点ほどちょっとお伺いしたいと思います。非常に話がとことん進んでいるよ佐藤委員

うな状況もございますが、まず1点は、きょう初めてこの道の駅とイコール交流センター

のようですが、このことはある程度理解はできるものの、今回、この道の駅に対して、視

察研修を行ったというようなことが載っておりますので、その視察研修された結果をやは

り我々にも報告していただければというふうに思います。

それともう1点、道の駅の外観のイメージが3点ほど載っているのですが、これだけで我

々がなかなか理解できる面はなかなか難しいのではないかと、外観よりも内容だというふ

うに私は思うのですが、これはいつまで外観Ａ・Ｂ・Ｃを決定されるものか、その辺につ

いてもお伺いしたいと思います。

中尾室長。竹田委員長

まず、1点目道の駅の視察についてでございますが、10月の中旬に中尾新幹線振興室長

道内の道の駅6か所を見てまいりました。まず、第一部としましては、近隣の道の駅とい

うことで、松前、上ノ国、厚沢部。それから、第2弾としましては、少し遠いところなの

ですが、黒松内、恵庭、深川でございます。いずれにしても比較的運営が好調で、ある情

報誌の人気ランキングでも上位に位置されている道の駅でございます。いろいろと学ばせ

、 、 、ていただいたところは多いのですけれども やはり何と言いましても やはり地域の資源

地域特性をきちんと見据えて、そこを活用した道の駅というのが成功しているということ

ですとか、あるいは年間変動、需要者数が多くございますので、単なる観光客団のみなら

ず地元客にも配慮したものを売るというような工夫をされている道の駅が比較的うまくい

っているのかなという認識を見たところでございます。概略としては以上でございます。

それからもう1点、道の駅の外観イメージでございます。

佐藤委員。竹田委員長

委員長、文書であとでまとめて報告していただきたいと思います。佐藤委員

中尾室長。竹田委員長

どちらかというと、今回の視察というのは各道の駅の基本的な機能中尾新幹線振興室長

を、例えば運営時間が何時から何時までやっているのかとか、あるいはどんな機能がある

のかとか、そういったことの基本的な事項の確認をしながら若干それに加えた運営面での

特質を聞いたということでございます。したがいまして、聴き取りました各道の駅のデー
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ターを並べたような形の報告書というのは、それほど時間がかからずにご提出はできるか

と思いますが、報告書のようにきちんとした分厚い分量という形ではちょっとすぐには対

応できるものではございませんが、その程度のものでございましたらご提供することは可

能でございます。

（ 交流センターのＡ・Ｂ・Ｃのイメージはいつまで決めるのですか」と声あり）「

いま基本設計やっているのでしょう。竹田委員長

中尾室長。

それでは、今後現在の基本方針をまとめて今後ご報告をするという中尾新幹線振興室長

こともございますので、そのタイミングに併せて視察の結果も改めてご報告したいと思っ

ております。よろしいでしょうか。

又地委員。竹田委員長

Ａ・Ｂ・Ｃの中からどれかになるこということですか。又地委員

中尾室長。竹田委員長

ちょっといま答弁が途切れましたので、二つ目の質問にまだお答え中尾新幹線振興室長

しておりませんでしたけれども、改めてご説明いたしますけれども、Ａ・Ｂ・Ｃ案という

のは、昨年度平成23年度で行いましたこの運営戦略検討事業の中で、あくまでも建物のイ

メージをお示しするために三つを示したものでございます。しかしながら、この観光交流

センターの中で、実際にどういう運営をなされるかという肝心なところがまだ決まってお

りませんので、当然ながら箱が先に決まるわけではないわけでございます。あくまで、そ

の三つはいまのイメージでございまして、今後基本設計をやってきちんと作っていく 終

案が出てくるということでございますので、そのＡ・Ｂ・Ｃの中から選んで決めるという

ことではございません。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩16:44

再開16:48

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

ただいま、休憩の中で、次回再度継続審議をするということになりましたので、きょう

は以上で。

又地委員。

できるかできないか本当のところで、何かきょういろいろ説明を受けたのです又地委員

けれども、何かスライドか何かにできませんか。きょうあれした部分をスライドに。時間

、 。 、もかかるかしれませんが スライドということは例えば冷水線でもいいのです きょうは

冷水線の話は大して出ていないので、次回は冷水線の話も出そうと思っているのですけれ
たい

、 「 」 「 」 。ども いまの冷水線の願応寺側は 残す残す と 現地を残す とこう言っているのです

現地を残すのではなく、現地はあれでしょう、願応寺さん側の現地は残すのではなく、歩

道になるということでしょう。

道路の段差が出るでしょう。竹田委員長

又地委員。
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、 、又地委員 盛土はかけるのでしょうけれども 函館側のほうに拡幅するということですね

違いますか。そういうものも定規図でもいいから、何かスライドで見れるようにしてくだ

さい。これだけではわかりません。

いま言われた課題も含めて、原課のほうでは検討していただいて、次回にも竹田委員長

しその資料が整えば、それを提示していただくということで、きょうはこれにて終了した

いと思います。

以上で、第7回の総務・経済常任委員会を終了したいと思います。

どうもご苦労様でした。

16:50 終了

説明員：大野総務課長、木村産業経済課長、東主査、羽澤（真）主任
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平野（智）主査、畑中主査、西山（敬）主査、新井田まちづくり新幹線課長

中尾新幹線振興室長、福田主査、阿部主査、片桐主査、若山建設水道課長

構口主査
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