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平成24年12月4日(火) 場 所 3階 第5研修室会議録

会議名：第9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 午前10:00～午後4:00

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9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10名でございます。

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。

本日の会議次第につきましては別紙配布のとおりであります。

１．調査事項

まちづくり新幹線課(1)

①駅周辺整備事業について(継続）

まちづくり新幹線課、建設水道課の皆さん、大変ご苦労様です。竹田委員長

20日、27日の委員会に引き続き継続の事務調査であります。

この駅周辺整備事業については、20年頃から10数回にわたっていろんな委員会等で議論

されてきている計画事業であります。それできょうの進めにつきましては、まちづくり新

幹線課の中尾室長が午後から札幌のほうに出なければならないということで、27日の皆さ

んが説明を受けましたアクションプラン、それと17ページの観光交流センター、ここを順

不同で先に進めていきたいと、このように思っています。

そのあと、20日の資料の1ページから一事業ごとに区切って議論し、進めたいと考えて

おりますので、そういう形でよろしいでしょうか。

それでは、21日に説明をいただきました新幹線開業に向けたアクションプランの部分に

ついて、皆さんから質疑、ご意見等を頂戴したいと思います。

、 、 。27日の説明を受けた時点で 29日に町内の関係団体との説明会 意見交換が開催される

そのあとにこの9町との会議でも説明等をされるということだったのですが、その説明意

見交換の中で特に要望を含めて出て来ている部分等があれば要約して説明願いたいとこの

ように思います。

中尾室長。

先般ご説明いたしましたとおり、先週11月29日に町内関係11団体と中尾新幹線振興室長

の意見交換会、そして30日に新幹線木古内駅活用推進協議会の皆様にそれぞれのアクショ



- 2 -

ンプランをお諮りし、ご審議をいただいたところでございます。

体制としましては、皆様好意的に受け止めていただきまして、大筋としてご了解をいただ

いたところでございます。

ただ、意見としましては、町内の意見交換会との中では、町内の意見交換会の中では、

「非常にボリューム感があるので、これは本当に行政だけでやれるのだろうか」と。これ

がまちの方々も巻き込んで 「町民のかたが自ら汗をかいて動いていけるような、そうい、

ったやり方、仕組みづくりをおしていくべきではないか」ですとか、あるいは「若い人の

お力をどんどん入れていくべきだ」とか、そういったご意見をいただいたところでござい

ます。

9町につきましても 雰囲気としては同様でございますが 二次交通のあり方ですね 実、 、 、「

際に誰がどういった形でやるのか」と 「困難が予想される課題であろう」というような、

ご指摘等もいただいたところでございます。概略としては以上でございます。

ただいま29日の町内での団体との意見交換、9町との意見交換等を含めてい竹田委員長

ま説明を受けたとおりであります。

ほかに皆さんから特になければ次のほうに進めたいと思いますが。

後ほどここに関連する部分が、個々の事業でも出てくる部分もありますけれども、もし

とりあえずこのアクションプランについては、気が付いた点があれば室長がいるうちにま

たご意見、質疑等を受けたいと思っています。

吉田委員。

吉田です。吉田委員

アクションプランの「9都」の何とかという言葉が新聞の中でありましたよね。それに

ついての記事を読んでいて、9町村の会話の中で木古内が主体になって進めていこうとい

うのはわかるのですが、その中で「絵に描いた餅にならないような 、何か厳しいような」

ことも少し新聞のほうに書かれたのです。それはどういうことが懸念されているのかなと

いうのは、出席していないので細部的にわからないのですけれども、この辺で本当に固ま

ってやっていけるのかというのがちょっと疑念に思ったのですよね。その辺で、どんなこ

とがもっと詳しく9町村の中で出されたのかということがちょっと知りたいので、その辺

をお願いします。

中尾室長。竹田委員長

ただ今、吉田委員からご指摘がございました「絵に描いた餅」とい中尾新幹線振興室長

う話につきましては、町内の関係説明会の中で出てきたご意見でございます。非常にいろ

いろな事業をやっていくのですけれども、こういったことをやって本当にお客さんが降り

ていただけるのかと 「絵に描いた餅にならないようにしっかりやっていけ」という激励。

をいただいたという次第でございます。

もう一点のキャッチコピーにつきましては、この渡島西部、桧山南部をひとくくりにす

るキーワードというものがこれとした地名がないものですから、我々その地域をいかに外

に対して魅力的に発信するキーワードがないだろうかというところでお諮りをし、いくつ

か案を提示させていただいたわけでございますが、どれもそれぞれ一長一短がございまし

て、なかなか決まらないという案の中に 「9つの都」と、9つのまちがそれぞれの輝きを、

放っていこうという「9都」というキーワードも出てきたわけでございますが、いずれに
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しても現在のところはまだ決定されていない事項でございまして、今後各まちと相談の上

固めてまいりたいという状況でございます。

吉田委員。竹田委員長

先ほど、中尾室長のほうから説明があったのですけれども、29日の町内のこと吉田委員

なのですけれども、この中身について「穏便に受け取ってもらった」という言い方をされ

ていたのですけれども、どうもその中身について、僕らがそのあとにいろんな方面のほう

から連絡が入りまして 「いえ、決してそういうことではないのですよね」ということが、

出てきたのですよ。その辺で先ほど室長のほうから 「穏便に受け取ってもらった」と言、

ったけれども、住民の皆さんにしてみたら 「何か穏便ではないのですよね」という感じ、

がいろんな方面から電話で問い合わせがきたものですから、その辺がちょっと行政側の考

えていることとこちらに来る考え方がちょっと違うので、その辺が何かオブラートに包ま

れているような感じがするのですけれども、実際の問題、どういうふうなことが29日に議

、 。論されたのかというのがちょっと見えないのですけれども その辺どうなのでしょうかね

新井田課長。竹田委員長

ただいま吉田委員さんのご指摘は、たぶん29日の日につきま新井田まちづくり新幹線課長

しては、このアクションプラン、ソフトの面とハードの部分、駅前の整備、先日皆さんに

ご説明したその分も合わせてご説明しまして、いろんな意見はハードの部分に多く出され

ましたので、たぶんそちらのほうを指して言っているのではないかと。これはあくまでも

想定ですけれども。いま、お話しを聞いてそういうふうに受け止めました。その中でハー

ドについてはいろいろ議論があったわけですけれども、その場でいろいろ、あくまでも意

見交換という形でやらせていただきまして、その中でいろんな議論があったということで

ございます。

吉田委員。竹田委員長

委員長、これはいま新井田課長のほうから出ましたけれども、ハードの部分と吉田委員

いうのは、いまアクションプランのことでやって、ハードのことはこの後のほうでやると

いうことですね。

そうです。20日の資料の1ページ、1事業ごとに皆さんで議論したいと思いま竹田委員長

す。

吉田委員。

そうしたら、そのハードの件につきましては、後ほどやりますのでまたお願い吉田委員

します。

平野委員。竹田委員長

資料のほうの確認とその他1点についてお伺いしますけれども、表紙の今回は平野委員

緑の部分、広域観光の詳しい細部にわたっての資料と青い部分、一次産業の活性化を核と

したということの中身について詳しくやっていると思うのですけれども、このオレンジと

青と黄色の部分については関わる分も大いにありますし、またこの中身を詳しく分けると

この5本の柱ということで仕分けしていると思うのですけれども、今回はこのオレンジの

部分は青の中、緑の中にある程度集約されている部分もありますよということで矢印をさ

れていると思うのですけれども、この黄色の部分は今後また改めて中身の詳しい資料とい

うのを作成する予定があるのか。あるいはこの中でもう既に含まれているということで、
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特別詳しい黄色の部分ということでつくる予定はないのかについて。

中尾室長。竹田委員長

ご質問の件でございますが、4番の利便性の高い魅力的なまちづく中尾新幹線振興室長

り、これは言わばハードの部分でございますが、こちらにつきましては、既に駅周辺整備

計画が策定をしておりまして、新幹線開業に向けた事業内容、行程等がある程度明らかに

なっているところもございます。

一方でソフト部門の観光部分につきましては、そういった開業までを見越した計画がな

かったということで今回新たに作ったという理解でございます。

平野委員。竹田委員長

先ほど中尾室長からも今後についての取り組みが大事だという話がされており平野委員

ました。いま吉田委員からも話が出たとおり、一部の方々にはうまく話がいってないので

はないかという声も出ているのも確かですけれども、それはいままでの経緯もやはり連携

不足だったり、説明不足だったりという声を引きずっての声というのが大きかったと思い

ます。ただ、いま29日の説明会にしろ、関係団体との懇親会等含めたことも着実に進めて

いると思いますので、今後、更なる情報の配信、あるいはいませっかく仕分けされて各関

係団体の役割というものも、大雑把ですけれども見えてきた状況があると思うので、本当

今後の進め方ですよね。大いに町民は投げやり気味に「行政もっとやりなさい」なんてい

う声もありますけれども、逆に行政側からも民間のほうに「この部分はやってください」

という仕事を明確に提示だったりをすることが、やりがいがあると言ったらあれですけれ

ども、町民のかたは「我々はまずこれをやればいいのだ」ということがわかれば、より連

携がとれて進めていけると思いますので、その辺の仕事の明確さを提示していってほしい

なと思います。以上、要望ですのでよろしいです。

それでは次の16ページ、観光交流センターについて質疑を受けたいと思いま竹田委員長

す。観光交流センターにつきましては、20日の委員会の中でも多くの意見、議論されたと

ころであります。まず20日に出されていた中で、まず面積が増えた、当初の計画から511

から900に増えた要因、これはバスの発着だとかレンタカー等の説明を受けました。この

部分というのは、レンタカー等の具体的なメーカーというか業者さんとのその進み具合と

いうのはまだ見えていないというそういう判断をしていいのでしょうか。これからという

ことなのかどうなのか。どの辺までどう、それが具体化しつつあるのかどうなのかという

部分を含めてお答え願います。

中尾室長。

センターにご入居いただくレンタカー事業者に関してでございます中尾新幹線振興室長

が、私自身この秋に札幌にございます二社を回りましてセンターの意向、進出意向という

のを改めて確認をしてまいりました。そうしましたところ 「進出を考えている」という、

ご返答はいただいたところでございます。しかしながら、具体的にどういった形で営業が

なされるのかと、どのくらいの面積が必要なのかという細部につきましては近日再度各社

と接触をして具体的に聞き取りをし、 終的な交流センターの基本方針の中に折り込んで

まいりたいという考え方でございます。

吉田委員。竹田委員長

いまの件ですが、レンタカー、たぶん必要なのでしょうと僕は思います。それ吉田委員



- 5 -

はいいのですけれども、観光交流センターに入る。これはいいのですけれども、普通駅の

、 。 、 、中にレンタカーの窓口って 空港でもそうですけれどもあるのですよね だから その辺

駅の中身的なものが全く僕らには出てこないのでどういうふうになるのかというのがわか

らないのですが 「観光交流センターにレンタカー会社の窓口がありますよ」と言ってい、

て、そこまで来ますかね。そこが一番懸念されることなのですよ。確かに南側にお客さん

を呼ぶためにはレンタカー会社がこちらに来たほうがいいのかもしれません。けれども普

通は駅の中に窓口があって、そこで駅、北側にレンタカーの車が入って来て行ってしまう

という感じになってしまうのかなと思うのですよ。それをあえて観光交流センターに持っ

、 。てくるという考え方ですね この辺の考えかたというのは僕もどちらとも言えないですよ

ただ駅自体の中がいまわからないので、この辺をどう考えているのかというのがちょっと

ありましたらお願いします。

中尾室長。

新幹線駅舎の内部の構造につきましては、現在のところまだ機構側中尾新幹線振興室長

から私どもに対する情報開示はございませんので詳細はなかなか申し上げられない状況で

ございますが、改札口と若干トイレ等がつく極めて簡素な駅になるということもございま

して、おそらくはそこにレンタカーが入るスペースというのは機構さんの、ＪＲさんはお

考えになっていないのではないかという印象を持っております。

加えてそうなりますと、駅周辺で現在のところ現実的に新たなレンタカーの事業所を設

けられるような空間といいますと、やはり交流センターということでございまして、加え

てそれをもって駅の南側にお客さんを誘導するという効果もあることですから、現実的に

は交流センターに入っていただくことが適当ではないかというふうに考えてございます。

加えて事業者のかたがおっしゃるには 「レンタカーを借りるかたは事前にインターネ、

ットである程度予約をされて来るかたが多いということで、駅に着いてそこからお探しに

なるかたもいなくはないのですけれども、どちらかと言うと少数である」というような話

も聞いてございます。その辺の事前に事業所のある位置の案内等を申し込みの段階できち

んと告知をするということをすれば、ある程度混乱なくレンタカーをお借りいただけるの

ではないかという気がしているところでございます。

又地委員。竹田委員長

いまのレンタカーの件ですけれども、町内1、札幌2といいましたが、ＪＲさん又地委員

、 。 。 。自体でもやりませんか レンタカーは やっていますよ 例えば木古内から青森に行くと

そうすると切符を買う時にもう既にＪＲさんに申し込めば車があるのですよね。だからそ

の辺も合わせた中で少しこの部分は検討したほうがいいのではないですか。

あるいは、いま南口、こちら側ばかりの話をしているのですが、29日ですか桧山の振興

局でもあったようですし、町内のほうでもやったようですが、北口のほうの話については

全く何も出ませんでしたか。というのは、過日あるかたとお会いしまして、まちづくり新

幹線課と話をした中では過去の商工会のほうだと思うのですよ。シェルター、北口のほう

にもシェルターを付けると言ったと それで 又地さんどうなのですか と言うから 北。 「 」 、「

口のほうのシェルターは聞いていませんよという話をしました。私たちは聞いたことがな

。 、 、いから だからその辺の確認をしたいのと それから高架下整備事業の部分がありますね

資料1ですけれども。この部分をもう少し、これは話の途中なのですね、まだ 「であれば。
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なおさらいいと。まだコンクリート化していないのであれば。この部分をもう少し、これ

は運輸機構さんと話をする余地があるのかどうかという部分を確認してくれませんか」と

いうことでしたので、この2点についてちょっとお知らせください。

いま又地委員から出されていた北口の整備の関係、それといまの高架下の部竹田委員長

分はこの資料には載っていないのですけれども、前回の大きい資料の中で説明を受けまし

たので、これについても順次項目ごとに、関連のあるものもありますから、一概にそこだ

けでは整理できないものもありますけれども、それはそれとして北口議論の時にいまの答

弁をお願いしたいなというふうに思っています。

又地委員。

中尾さんは何時までいるのですか。又地委員

12時までいます。中尾新幹線振興室長

レンタカーの件はよろしいでしょうか。

中尾室長。竹田委員長

ただいま又地委員からご指摘がありましたとおり、ＪＲ系のレンタ中尾新幹線振興室長

カー会社というのもあり、みどりの窓口等を通じて非常に利便性が高い事業者であるとい

うように認識しております。できれば、ＪＲ系のレンタカー会社もこちらにご入居いただ

けるようにいろいろ協議検討はしてまいりたいというふうに考えてはございます。

吉田委員。竹田委員長

いまのレンタカーの件ですが、2件は町外のレンタカー会社ですよね。木古内吉田委員

にも木古内レンタカーというのがあるのですけれども、そちらのほうの話はされているの

か。もしやらないのか、やるのかという、やはり町内ですから。その辺の打ち合わせをし

たのかどうなのか、それだけ確認しておきます。

中尾室長。竹田委員長

町内事業者のかたとは秋口に一度お会いしまして、今後の事業継続中尾新幹線振興室長

等にかかるご意向等も含めてお話をしたところでございます。しかしながら、私どもの観

光交流センター自体の構想もまだきちんとお話できたわけではございませんので、 終的

にどういった形になるのかというところはまだご返答もいただいておりません。近々、ま

た基本方針等を踏まえてお話し合いをしていく必要があるというふうに認識はしてござい

ます。

又地委員。竹田委員長

面積が511から800ないし900になったと。やはりこれだと5割増し以上ですね。又地委員

あるいは倍近いです。そうすると、建設費もかさみますね。そうすると、建設費がかさむ

ということは、例えば仮にひとつとしてレンタカー会社も中に入れるとなれば、まだ整理

はしていないと思いますけれども、例えばレンタカー屋さんにその一部の床面積を提供し

てお金をもらうとかということまではまだいっていないですか。ある意味では面積が1.6

から1.8になる。そうすると建設費もかさみますよ。そういう中では、やはりレンタカー

屋さんに一部床面積を提供するというようなことであれば、かさむ建設費の一部はそれ相

応にと言えば言い方が悪いですけれども、負担等々の構想を描いておかないとだめでない

かと、そんなふうにも思うのですよね。その辺はまだそこまでいっていますか、いってい

ませんか
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中尾新幹線振興室長。竹田委員長

レンタカー事業者の入居に係る費用負担の関係につきましては、ま中尾新幹線振興室長

さにこれから協議をするところでございますので、この場ではまだちょっとお答えできる

状況ではございませんが、極力その他のカウンター、例えば観光案内などと共通化を図り

まして面積の縮減を検討してまいりたいとは考えてございます。

新井田委員。竹田委員長

新井田です。前に戻り申し訳ないのですけれども、29日の日の各町内会新井田副委員長

の会長さんがたの説明会の中で、前回もこの委員会で確認というか議論にいろいろなって

いますけれども、いわゆる駅舎のエスカレーターの件ですけれども、これは29日の段階で

いろいろなエスカレーターの話というのは出なかったのでしょうか。もし出ていれば聞き

たいのですけれども。

駅舎というか、この部分は項目ごとの中で再度お願いしたいと思います。竹田委員長

東出委員。

16ページですけれども、先にもらった資料とこれはきょうだと思うのですけれ東出委員

ども、事業概要のところで前回は用地購入が750㎡、そして今回が2,181㎡、家屋補償が1

軒から4軒に増えているのですよね。この辺についてはどういうことなのかと。そして、

では事業費はというと、何ら前回と今回と変わりないのですけれども、この辺との絡みは

どうなっているのだろうなと私は思うのですけれども、その辺についてご見解を賜りたい

と思います。

それから整備効果の④つ目、一次産業産品の直売により一次産業従事者の経営安定を図

ると、こういうことでのおそらく目的の中に、農海産物直売の機能ということを掲げてい

るので、こういう表現になっているのだろうなと思うのですけれども、ただ一例をあげれ

ばなかなかいままで一次産業の部分で、現状あそこで木古内物産が秋山農産の物を売って

いたという経過もあるのですけれども、それはそれとして、木古内物産の物を販売する人

との関係で、これは何も私たちはつけいる必要はないのですけれども、ただ、きこりろも

来年度から木古内の新店舗の隣に隣接するというようなことで、ほぼ決定みたいなのです

けれども、そうするとその辺でかち合ってしまうのですよ。その辺も情報として得てこう

いう表現になっているのか。まず、一次産業の振興という部分では大いに助かる部分なの

ですけれども、如何せん賞味期限のあるもの、安心安全、そして鮮度の良いものというこ

とで、その直売所をいうものをやっているわけなので、室長の言う一次産業の経営の安定

化を図るというのは、どういう観点からこういう表現になっているのか、ちょっと文章標

記した背景をお聞かせ願いたいと思います。

東出委員、前段説明した面積が違う、戸数が違うというのは、資料の差し替竹田委員長

えで、我々は前回の資料を返しているから持っていないのですよね。差し替えした部分だ

から、新しいほうで議論してもらわないと。

暫時、休憩します。

休憩 午前10時30分

再開 午前10時31分
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休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

ただいまの東出委員の前段の部分はいいですね。面積の違いだとか戸数。いま休憩の中

でコメントあった部分で。

新井田課長。

前段の数字の違いでございますけれども、前回の委員会の冒新井田まちづくり新幹線課長

頭におわびを申し上げまして、資料の差し替えをしていただきました。

いまおっしゃられたのは、差し替えする前の資料の数字でございますが、これは当初、

本当にこれを計画した22年度頃だと思いますが、その時の数字をそのまま載せていたもの

ですから、今年度予算も計上させていただきましてある程度調査も実施しておりましたの

で、それに合わせて数字を変更させていただいて資料を差し替えたと、こういう状況でご

ざいます。

それから、一次産品の関係は中尾のほうからお答えしたいと思います。

中尾室長。竹田委員長

一次産品の関係でございますが、木古内は一次産業が主体のまちで中尾新幹線振興室長

ございまして、当然こういった観光交流センターを利用して地域産業の活性化に結びつけ

ていくということが肝要でございます。具体的にはまだ非公式ではございますが、新函館

、「 」農協様と秋に一度お会いをしまして こういった特産品の販売機能というものを可能か

というような話をしてきたところでございまして、ご指摘のとおりきこりろが駅前に移っ

て来るわけでございますけれども、きこりろは通年やっているわけではございません。加

えて開ける時間なども限られているわけでございまして、きこりろが駅前に来るというこ

とと観光交流センターでそういう生鮮の製品を販売するということは、必ずしも矛盾はし

ないのではないかというようなことを感触として受け止めたところでございます。以上で

ございます。

東出委員。竹田委員長

ただ、その辺でやはり懸念されることは、同じものが同じ時期に例えば集中す東出委員

るのですよね、農産物というのは。トマトの時期になると俺もトマト、隣の人もトマト、

こっちもトマト、そっちもトマトと。ほうれん草と言えばほうれん草がずっとなったりす

るので、そうするときこりろに行ってもトマトがある。それから、観光交流センターに行

ってもトマトが山ほどあるわというふうになると、やはり我々も出す以上はその日に完売

したいわけですよ。なかなか10持っていったら10売れてくれるといいけれども、10持って

いて7つ持って帰って来ると、これはすごい手間だし、じゃあ持ってきた物をどうするか

というと誰かにくれるか、せいぜい、いまの6次産業化がされて余ったトマトがジュース

になったりケチャップになったりして、付加価値を生んでいくならいいけれども、なかな

かいまの現状からすれば早い話くれて終わりなのです。そうすると、どっちも、きこりろ

も売り上げが伸びない、交流センターも伸びない、じゃあどうせ所場代と言ったらおかし

いですけれども、仮に15％から18％くらい手数料としてとられるわけですよね、持って行

けば。そうすると、なんだ、売れないならきょう私は出しませんと。私も出さない、こっ

、 、ちも出さないとなると 決して効果的な運営でなくなるのでこの辺十分詰めていかないと

如何せんそういう鮮度を売り物としているだけに、この辺は十分配意してどうすればいい

のかということは今後の検討課題に留めておいてくれるのかどうなのか。
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(｢議事進行｣と呼ぶ声あり)

又地委員。竹田委員長

いろいろ、観光交流センターの物販云々に関しては農協さんも入っているので又地委員

しょう。農協さんもいろいろ話し合いの中に入っているのでしょう。

中尾室長。竹田委員長

具体論はこれからでございます。中尾新幹線振興室長

又地委員。竹田委員長

それであればそれでいいのですが、例えばきこりろ、きこりろという話ですけ又地委員

れども、きこりろだけが農家ではないし、これは言い方が悪いですけれども、その辺は農

協さんサイドと話をする中で解決する問題だと思うので。例えば、観光交流センターの中

で仮にトマトならトマトを売らせるというのか、売らせるようになるのかどうか。これは

やはり農協さんがとりまとめる中でそういう話というのは出てくると思うので、そういう

話というのは出てくると思うので、その辺はしっかり農協さんサイドとも話をすれば解決

するだろうと思いますので。

中尾室長。竹田委員長

ただいま東出委員からございましたきこりろとの役割分担、そして又地委員か中尾室長

らご指摘がございました「具体的にどういったものを売っていくのか」と。いずれにしま

しても、農協をはじめとする関係者の方々との意見交換、調整は必要だというふうに考え

てございますので、その辺は十分配意しながら進めてまいりたいと考えてございます。

ほかにございませんか。竹田委員長

16ページの資料の、駐車台数普通車29台とあるのですが、これはこの図面からすればど

の位置に29台という駐車スペースなのか、もしわかれば説明願います。

新井田課長。

この数字はこれも当初の数字なものですから、これは今後動新井田まちづくり新幹線課長

く可能性は十分ございます。ということは、補助金の関係等もございまして、観光交流セ

ンター部分には多くの駐車場を造れないという、補助金のいろいろな関係、縛りがござい

ます。その分、隣接した東側の駐車場がありますので、その辺はなかなか仕分けが難しい

のでございますが、観光交流センターの駐車場としては台数的にはこれよりかなり少なく

なるということでご了解をいただければというふうに思います。

この位置は。竹田委員長

新井田課長。

場所的には建物と東駐車場の間に想定をしております。新井田まちづくり新幹線課長

まだ基本設計の段階でございます。これがある程度固まらないとその辺のレイアウトが

決まりませんのでご理解願いたいと思います。

了解しました。竹田委員長

それでは、もし観光交流センター等についての関連する事業の中で出た時点でまた質疑

等を受けたいと思います。

それでは順次、1ページから項目ごとに質疑等をしていきたいと思っていますのでよろ

しくお願いします。

まず、1ページのまちなか公園整備事業、この部分について皆さんから質疑等受けたい
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と思います。20日の中でも各イベントの関わりの中でトイレの位置だとか議論されていま

したけれども、皆さんございませんか。

吉田委員。

いま委員長のほうから言ってもらったのですけれども、トイレの位置です。前吉田委員

回の委員会の中でも図面に載っている北側と言いますか、西側というのか西側の奥のほう

にありますよね。これはやはり将来、木古内のみそぎまつりがある、冬の行事があるとい

うことで、そしてここに病院の駐車場がありますよね。そこで待っている人もいると。も

し開放できれば、こちら側のいま植樹という所にどうにか造れないものかなと。そこにつ

くると、たぶんみそぎのイベントがある時、そして病院でふだん待ち合わせしている人た

ちのトイレにも使用できるのかなと。そして奥にあると、当然雪が降ったら、ここを除雪

していかないとないことになるので、その辺の考え方をもし検討されていれば検討したと

いうことで今後ということもあるのですけれども、まだつい20日の日の話ですからまだ煮

詰まっていないのかなと思います。その辺についてお願いします。

新井田課長。竹田委員長

いま現在、設計に入ったばかりでございまして、いま吉田委新井田まちづくり新幹線課長

員が言われましたご意見なども十分参考にしまして、まだ十分にレイアウトについては動

かせるという状況なものですから、そのご意見も参考にして今後実施設計を進めてまいり

たいというふうに考えます。

まちなか公園整備、ここの周辺については保健・医療・福祉の施設が集中し竹田委員長

ている場所でもありますし、この公園を今年度もう実施設計は発注されたということなの

ですが、その前段にそのような関係者、町民の声等も反映された公園なのか。コンサル一

辺倒の実施設計ができあがるのかどうなのかという部分について、ちょっと施設の運営を

しているかたから「公園ができるそうですね。この辺は我々も使い勝手の良い公園になる

のでしょうか」と言うから、のちほどたぶんそういう意見交換を含めた部分の声が反映さ

れる部分があるのではないかという、そういうふうに話をしたのですけれども、ところが

もうすでに実施設計の発注になっているということですから、その辺ははたしてどうなの

だろうという部分。

新井田課長。

ただいま委員長のほうからご質問が出されましたけれども、新井田まちづくり新幹線課長

これはご指摘のとおり福祉・医療ゾーンということで、その辺は十分考慮に入れまして、

この周辺の病院、あるいは老健のそういう入所者、あるいは高齢者の町営住宅の入所者が

憩える場所という基本的なコンセプトをもって実施設計をするようにということで進めて

おります。

それともう1点は、イベントもこの場所で全てではないですけれども、ある程度可能な

ようなということで、これは外部団体の観光協会ですとか商工会のほうからもそういう要

望がございましたので。その辺も踏まえまして、全て100％要望どおりというわけにはい

かないかと思いますけれども、可能な限りその辺のご要望を踏まえまして実施設計のほう

をこれから進めていきたいというふうに考えております。

福祉、高齢者に配慮したそういうコンセプトでの設計だと。特にこういう団竹田委員長

体、施設等の意見は特に聞いていないという、そういう捉え方ですね。
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ほかに、1ページのまちなか公園整備についてなければ次に進みたいと思います。

次は、2ページの駅前通ポケットパーク小公園の整備事業について質問等を受けたいと

。 、 。思います このポケットパークについては25年実施設計 26年が事業という計画ですよね

新井田課長。

いま委員長のほうから確認されましたけれども、計画上新井田課長まちづくり新幹線課長

は25、26ということで計画は示してございますが、ここは現在民有地でございますので用

地の関係もございますので、1年ずれ込むということも想定されますので、その辺を踏ま

えながら今後更に詰めていきたいというふうに考えておりまして、可能性としては26、27

になる可能性もあるということでご理解をお願いします。

平野委員。竹田委員長

ポケットパークで2ページ目に入ったのですけれども、1の公園とも関連するの平野委員

ですけれども、流れ的には1の公園は企業誘致がなければ公園にするという話も含んでい

ると思いますし、2番目の公園についても結局何を置くということがなくて、やむなく公

園になったというように感じられる部分も正直あります。ただ、公園が決して悪いという

わけでもないですし、ましてや1番の高齢者にやさしい福祉のまちとしてはこのような考

えもよいのかなと思う反面、やはりいま駅が木古内にできるにあたって、もともと大きな

テーマというのが課題だと思っているのですけれども、そのテーマに沿って、例えば木古

内はこれですよというものがあれば、そのテーマを大いにこの中に埋め込んでいければ一

番それが理想だと思うのですけれども、まだその大きなテーマというのが決めかねていな

い現状があると思うのですね。ですから、テーマを作りなさいという話ではないのですけ

れども、例えば1番の公園にしてもこれは福祉の人、病院に来られるかた、近隣の施設に

入られているかたということを目的にあげているのであれば、もう少し病院関係者でした

り施設の関係者、あるいは家族からの意見を吸い上げて、徹底的にリハビリの場所にする

だと。ここはもう完全に「高齢者のかたのためですよ」とうたうのか、あるいは先ほど関

係団体、商工会のかたからもイベント広場ということでいくらかはつくろうと思う。何か

中途半端に感じてしまうのですよね 徹底して イベントをやるのでしたら1,000人でも2,。 「

000人でも集まれるような公園にしよう」と、あるいは「高齢者のためだけのいろんなリ

ハビリのあれもありますよ」というような明確な目的があれば、それも賛否両論あると思

いますけれども、まだ納得ができやすいと思うのですけれども、どうもこの2番のポケッ

トパークにしても1番の公園にしても流れで、委託して公園にありきたりの遊歩道があっ

てベンチがあって。

でも、そのベンチははたして杉にこだわるものなのか。例えば、みそぎをテーマとして

みそぎのモニュメントをつくるだとか、あるいはもっと言うと地域の話ではないですけれ

ども、この公園に来ると幸せになれるだとか、そういうものを考えいくだとか、そういう

元になければならないテーマというのがどうも見えないというのが正直な意見です。その

部分については、まだこれからでも間に合う部分もあるのかなと思いますので、やはり先

ほど施設のかたとの話もされてなく、町民の意見が反映されていないということで、この

まま進んでいくと、また同じような「何も私たちの声を聞いていない」というような声が

出てしまうのではないかなという心配は正直あります。

何と言いましょうか、要望といいますか、このポケットパークにしても概要はわかりま
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す。そして、当たり前にありきたりの公園という設備にしようというこのイメージもわか

りますけれども、もう一歩踏み込んだ 「これをやるんだ」というネタづくりをできれば、

町民のかたとの話を踏まえた中で、何か1個でも2個でも説得力のあるものが欲しいなと思

います。これはどうしましょう。要望になるのか、何か意見が聞けるのか。その辺の考え

を一応お聞かせください。

ただいま要望的な部分が多いのですけれども、新井田課長、答弁があれば。竹田委員長

新井田課長。

ただいま、平野委員さんから要望というかご意見、ごもっと新井田まちづくり新幹線課長

。 、もなご意見だというふうには理解をしております はじめのまちなか公園につきましては

当初いろんな形でご意見を聞くというふうな考えもございましたけれども、結果的にある

程度、周辺の施設に配慮した高齢者なり入所者が十分に利用できるというふうなイメージ

の公園をつくるということでいま現在進めております。これはそういうことで今後、そう

いう施設のかたがたに「そういう公園を造ります」ということで周知はしていきたいとい

うふうに思います。

それと 「中途半端な公園になるのではないか」というふうなご意見ですけれども、こ、

れはいろいろご意見があろうかと思います。確かに、ひとつのテーマに沿ったものをつく

るというのもひとつの案だというふうに思いますけれども、ただここは当然イベントも可

能なということで地域の団体から要望が出されておりますので、その辺はまちとしても可

能であれば、そういう要望を取り入れていくというふうなスタンスで今回は設計をさせて

いただこうというふうに考えております。

それと、ポケットパークにつきましては、本当に面積が小さな場所でございまして、い

ま現在は民地でございますので、今後用地交渉を進める中で地権者がある程度、町のほう

に例えば「あそこを公園として利用してもいいですよ」と。こういうお話にならないと

終的には実施できないわけですけれども、ひとつのテーマとしては、ここを景観統一とい

うことで道南杉を使ったまちなみを整備するというひとつの目標がございますので、それ

に当然合わせた形でこのスペースについても整備をしていくというふうなことになろうか

というふうに思っております。以上でございます。

又地委員。竹田委員長

ポケットパークは二つつくるのですね。古城さんのところのポケットパークも又地委員

あるのですね。この向かいにポケットパークらしきものがあるのですよね、吉沢さんの前

に。この近いところに要るのですか。例えば、いま道南杉云々と課長は言ったけれども、

いまある吉沢さんのところにそういう道南杉の何かあれしてやったら、向かいのポケット

パークは要らないのではないですか。私はそう思うのですよね。それからもうひとつ。ど

うですかね。私はここの現古城さんのところには要らないと思います。ここ吉沢さんのと

ころは町道の整備の時にやったのですよね。そしてあそこはロードヒーティングにして、

そして街灯もみそぎ等々にゆかりのあるようにしたのですけれども、ここは要るのですか

ね。課長 「たかが100平米くらい」だと 「そんなに広い面積でもないし」と言うけれど、 。

も、この辺りの土地が一番高いのですよね。古城さん辺りの土地が、いつもだと。たぶん

高いと思います。

それともうひとつ。まちなか公園4,000いくら平米あるのですね。いま造ろうとする部
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分の。ここの坪単価でも平米単価でもいくらか教えてください。

新井田課長。竹田委員長

初のポケットパークですけれども、ここは当初計画された新井田まちづくり新幹線課長

のは、ここは当然角地になりますので、ここが古城さんの、いま細長く町有地があるので

すけれどもそれは全面取られますので、ある程度建物を建てるにはちょっと厳しい面積し

か残らないということで、将来的にはそこに建物を建てないだろうというふうな想定のも

と、ここは更地のままでいいのかというふうな話から、そこは町のほうでそうしたら何と

か整理をしようということから、この位置のポケットパークを決めたというふうに承知を

しているところです。そんな中でいま計画しているところです。こんな現状で今後、いま

又地委員がおっしゃられましたようなことも踏まえて､十分議論を詰めていきたいという

ふうにも考えております。

それと、まちなか公園の坪単価というお尋ねですが、ここは町有地でございますけれど

も、周辺の坪単価ということでよろしいですか。坪7万から8万くらいで過去には買収され

ています。

又地委員よろしいですか。竹田委員長

平野委員。

すみません。僕も先ほどの話が途中だったのですけれども、また戻っていいで平野委員

すか。いま新井田課長からイベントの部分で、また戻って申し訳ないのですけれども、関

係団体からイベントの要望がある。それであれば、そこも反映させようという、もう一度

答え出ましたけれども、この場所でどの程度のイベントが可能でしょうか。というのは、

いま現在もみそぎまつりで健康管理センターの駐車場でやっていて日中なのですけれど

も、やはり近隣に病院があったり施設があったりでこんなに大きい音はよろしくないとい

う苦情があったりする中、さらにこの病院に近い中でイベントというとイメージ的にはや

はり音響があってマイクの声が響いて、木古内でいうとよさこいであったり、みそぎ太鼓

であったり音が結構響くようなイベントというのが想像されるのですけれども、そういう

のも可能なということで考えているのでしょうか。その辺が曖昧で進められると、結局そ

のイベントのスペースというのも全然中途半端に終わってしまうと思いますので、その辺

の見解をお聞かせください。

新井田課長。竹田委員長

いま想定しているのは、冬のみそぎまつりを想定してござい新井田まちづくり新幹線課長

ます。冬のみそぎまつりは当然、みそぎ浜で神社のイベントがありますので、その辺によ

り近いということと、いま現在やっている場所がちょっと手狭な部分もありますし、駐車

場とあるいはトイレ等の問題、電気等の問題もいろいろ観光協会のほうから要望がござい

ましたので、その辺も踏まえてこの場所でそういう冬のイベントができるということで想

定をしております。

平野委員。竹田委員長

そうであれば、いまのみそぎまつりの出店だったりあのようなイメージを考え平野委員

てもらった時に、遊歩道でしたり、ベンチがあり、木がありという中で可能でしょうか。

僕は正直無理だと思います。いまのところが狭くて、もう少し広くみそぎまつりをきちん

と観光客も含めてしっかりやりたいと思うのであれば、それ相当のスペースを作らなけれ
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ば、また使い勝手の悪いイベント内容になるのではないかなと思います、私自身は。

若山課長。竹田委員長

この公園につきましては、いまこれから設計に入っていくのですけれ若山建設水道課長

ども、この今回提示させていただいたのはイメージと思っていただいて、なるべくイベン

トも可能なように、こういう斜めの遊歩道ですとか、例えば小山とか傾斜地とかを真ん中

辺に作らないとか、イベントをできる平坦部を設けながら公園の機能も果たすというよう

なことで設計を進めたいというふうに考えています。

平野委員、よろしいですか。竹田委員長

若山課長。

実施設計した中で、いま私が申し上げたようなことを基本に設計図が若山建設水道課長

できあがるというふうにいま進めています。

いまちょっと関連する部分なのですけれども、イベントにも活用できる施設竹田委員長

だということの答弁でしたけれども、例えばこの公園のどこかに電源、差し込みというか

電気がとれるようなそういう設備も附帯として整備になるという認識でいいですね。

平野委員。

わかりました。改めて実施設計といいますか、この図面ではないイベントも考平野委員

慮されたのが出てくるということですので、大いにイベントが、なおかつ高齢者のかたが

リハビリではないですけれども有意義に使えるような公園になることをお願いして終わり

ます。

又地委員。竹田委員長

例えば、まちなか公園にしないとどうなるのですか。又地委員

しないということは、補助金も入っているので、これは公園にするから補助金がもらえ

るという仕組みですね。そうしたら、まちなか公園にしないとだめなのですね。その辺の

見解と、あるいはまちなか公園にしようとした過程。過程ということは、例えばまちなか

公園にすることにしましたという町民向けなのか、あるいは町民サイドからまちなか公園

つくったらいいのではないですか、とどちらだったのか。私は前者だと思うのです。まち

なか公園をつくりますからという方法だったと思うし、これはまちなか公園にしないと金

を返さないとだめなのですか。その辺の見解を聞いておきます。

若山課長。竹田委員長

今回このまちなか公園整備事業にあたりましては、国の交付金をもく若山建設水道課長

ろんでいます。それで公園整備に当たって支障物件の解体も事業に含めて行っています。

これがもし公園でないものになるとすれば、全体事業費を全て補助金があればその分は返

還という形にならざるを得ないというふうに思います。

又地委員。竹田委員長

ではその内訳を。ここに出ていますけれども、どの部分がなくなるのですか。又地委員

１ページです。

若山課長。竹田委員長

公園に向けた設計もそうですし、解体工事、それと公園の整備工事含若山建設水道課長

めて該当になります。交付金とそのものとすれば40％をもくろんでおりますので、事業費

の40％は返納というふうになろうと思います。
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暫時休憩いたします。竹田委員長

休憩 午前11時05分

再開 午前11時17分

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

このあとの議題等もございますので、協力お願いします。

また、関連の中で出てきたらその時点で質疑を受けたいと思いますので、次に3ページ

、 、の町道朝日団地1条線の改良舗装工事 ここはいまのまちなか公園に併設する道路の拡幅

改良ということで、特にご意見等があれば受けたいと思います。

なければ次に進みます。

次、4ページの町道双葉線改良事業であります。

ございませんか。なければこの4ページの図面で確認したいのですが、駐車場の奥まで

双葉線の道路を延長しなければないのかという部分なのですが、駐車条の入り口で道路改

良はいいのではないかと。素人的な考えを持つのですが、その辺はどうなのでしょうか。

若山課長。

申し訳ございません。この絵では、おっしゃるとおりＪＲの付近まで若山建設水道課長

道路の絵になっておりますが、実際上は左手にドウデンさんの事務所もありますし、この

右手に西側駐車場もありまして、実際の延長は駐車場の入り口までとなっています。

そうすれば入り口までで100ｍ延長なのですね。幅員は7.5。竹田委員長

若山課長。

申し訳ありません。延長はここに100ｍと記載していますが実際85ｍ若山建設水道課長

前後です。

東出委員。竹田委員長

現状、一方通行になっていますけれども、これは改良したら。東出委員

若山課長。竹田委員長

現在は駅方面への一方通行になってございますが、この駅広の絵も見若山建設水道課長

ていただきたいのですけれども、駅広から基本的には駐車場の出入りはできないです。た

だし、駅広に入ってすぐ左の駐車場に入る一方通行だけ可能となっています。ですから、

この西側の駐車場のかたがたは、駐車場を利用されたあとはこの双葉線を戻るという形に

なります。双葉線はこの整備が終わり次第、一方通行から交互通行にもどります。

吉田委員。竹田委員長

駅広の先ほどの説明の中で、これは一方通行で通ると。本来こちらから双葉線吉田委員

のほうから抜けないのですよね。よく、東出委員のほうから言われていた除雪の関係の時

にここは通れるようにしておいたほうがいのではないですか。どうでしょう、その辺につ

いて。駅広からこの西側の駐車場の入り口ありますよね。細くなっていますけれども、図

面上は。この部分というのはもっと広くしておいたほうがいいのではないかと思うのです

よね。その辺についての見解を。

若山課長。竹田委員長

この駅広整備事業は北海道さんのほうで行うことになっておりまし若山建設水道課長
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て、駅広の事業、当然公安委員会と北海道さんが数度にわたり協議された結果でいまの形

になっておりまして、駅広からこの左手の駐車場に行く分には当面交通安全の心配はない

と。ただし、駐車場から駅広に出てくるのは公安委員会としても認められないということ

で現在この形になっておりますので、この形についての変更はこれで決まりということで

す。除雪車はこの部分が広い道路ということにはならないですけれども、除雪車の通行は

可能と判断しています。

ほかになければ次に進みたいと思います。竹田委員長

次は、5ページの観光交流センターのアクセス道路の新設事業であります。

前回の中で佐女川の延長の話も出ておりましたし、この道路の工事とポケットパークを

同時施工するということですよね、確か前回の説明の中で。

25年用地、26年工事事業施行というようであります。これは計画どおり先ほどのポケッ

トパークについては、民地との関係で年次がずれる可能性があると言いましたけれども、

ここは年次がずれるということはないのですね。

新井田課長。

道路は、この予定で26年完了の予定でいま進めたいと思って新井田まちづくり新幹線課長

いますが、ポケットパークにつきましては先ほどポケットパークの時に説明したように1

年ずれる可能性はあると思います。

又地委員。竹田委員長

事業費はいつ頃出てくるのですか。又地委員

若山課長。竹田委員長

ただいま、この路線についても実施設計中でありまして、年度末には若山建設水道課長

数量がまとまりますので、その後概算事業費は提示できるかと思います。

新井田課長。竹田委員長

いまのところの予定では、家屋補償等を25年度の予算で計上新井田まちづくり新幹線課長

する予定で、工事費につきましては26年度に実施する予定でございますので、それぞれの

年度で予算計上したいというふうに思っております。

ほかになければ次に進みたいと思います。竹田委員長

6ページの新幹線駅アクセス道路の新設事業。これは北口の道路の改良新設事業になる

と思います。

又地委員。

さきほどの件です。又地委員

先ほど又地委員から出ていたシェルターの部分です。竹田委員長

新井田課長。

過日の関係団体との意見交換会で北口のシェルターの話題は新井田まちづくり新幹線課長

特に出なかったというふうに記憶しております。

又地委員。竹田委員長

それがどこかで言ったというのですね。南口にできるのは当たり前だと。だけ又地委員

れども北側にもシェルターを付けると言ったと。だから「聞いていないな」と。だからき

ょうの委員会で確認して返事を返しますということにしていたのですけれども、シェルタ

ーは付けないのですね。
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それからもう一つ、併せて高架下整備事業。さっき言っていたことです。

新井田課長。竹田委員長

北側のシェルターにつきましては、当初から予定はございま新井田まちづくり新幹線課長

せんので、いま現在も付ける予定はないということでご理解をいただきたいというふうに

思います。

それから北側の高架下でございますが、これにつきましては、一部機構さんのほうで通

路部分については機構さんのほうで工事費を負担するというお話がございまして、その辺

の相談についてはこれから詰めるわけですけれども、いま現在示しておりますので、あく

までもまちとしてこういう整備をしたいという、そういう想定の配置図というかイメージ

図でございます。このとおりできあがるというわけではございませんけれども、このよう

なイメージの整備をしたいというふうないまの段階でございます。

又地委員。竹田委員長

そこで、北側の部分に関してはこれといったものはたいしてないのですね。駐又地委員

車場だけであって。そうすると例えば大型バスで来ました。あるいは新幹線で木古内に降

りて大型バスで乗っていく。ほとんど北口のほうからだと思うのです。トイレ等の設置等

に関してはどこにあるというのは、まだできていないのですね。

例えば、北側にはトイレも何もないのですね。あとは新幹線の駅舎の中にもトイレがど

こにあるのかというのはさっぱりわからないので、北側に降りた人がたのトイレ等々のも

のに関しては、全く駅舎の中のどこにあるというのがわからないので、トイレの議論が全

然成されていないのですね。その辺はどんなふうになっていますか。

新井田課長。竹田委員長

、 。 、新井田まちづくり新幹線課長 まず 新幹線駅舎につきましてはトイレはございます ただ

小さな駅でございますので、数は多くはないというふうな認識をしております。

まちのほうでは、現在自由通路の南側にトイレがございます。このトイレを新たに自由

通路改修と併せて改修する予定でございます。それ以外にはトイレの設置予定はございま

せん。観光交流センターに24時間トイレと。いまの既存のバス停がありますが、そこのト

イレは解体をするという予定になっています。

又地委員。竹田委員長

そうしたら、北側にはトイレは何もないということですね、極端な話。これは又地委員

再考する必要があると思います。半端でない台数でしょう、北側は。そして、正直なとこ

ろ何もないです。全く何もないと言っていいほどですよ。だからこそ、新幹線高架下事業

の整備事業がどんな形になるのだろうというのを町民もすごく気にしているのですよ、実

。 。 、 、 。際の話 駐車場一辺倒ですよ あるいは いま課長が言ったように 南側はわかりました

だけれどもエスカレーターも何もないです。エレベーターで上がって、そしていまの南北

歩道橋を通って来ていまあるトイレに入るか、あるいは観光交流センターの南側にある立

派な24時間のトイレをつくると。わざわざ歩いて来ないとだめですね。そういう意味では

北口にやはり町としてあちこちから観光バス等、あるいは乗用車で来るかたがたもいると

すれば、そのあたりは考えてやらないとだめでないのかなというふうに思っているのです

けれども、事業の中でその辺考える余地があるのかどうか。まして、ずっとあの辺は全部

下水道が入っているのですから。その辺はどうですか。
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新井田課長。竹田委員長

北側のトイレにつきましては、当初の予定ではございません新井田まちづくり新幹線課長

ので、現在もそういう予定はないということでございます。バスにつきましては、北側に

来ないとは言えないわけですけれども、基本的には南側にちょっとした誘導をしたいと。

定期バスは当然駅前広場を利用しますので、それにあわせて観光バスも可能な限り南側に

誘導したいというふうな思いはもってございます。高架下の具体的な整備につきましては

これからでございますので、ただいま又地委員さんからだされましたトイレの問題につき

ましては私どもとしても当然そういう必要性が出てくるのかなと、発言を聞いておりまし

てそういう感じも持ちましたので、これからちょっと協議をさせていただきたいというふ

うに考えます。

吉田委員。竹田委員長

いま又地委員のほうからもちょっとありましたが、北口に何もないそしてシェ吉田委員

ルター、この一枚ものの資料の中にシェルターがあるのですけれども、これは南側もどう

いうふうにできるのか。そして、僕は北口にいくらなんでもやはりシェルターは必要だと

。 。 「 」思います この辺の再考ができないのか できないのであれば 全くもうできないですよ

というのであればそうなのですけれども、そうしたら何のためにこんなに駐車場があるの

かなということになってしまうのですよね。たぶん、バスもこちらに入ってきますよ。特

に高齢者を乗せたバスは南口で降りて 「エスカレーターもない階段を上がっていってく、

ださい」というより、どうしても新幹線の駅に近いほうに行きたがるのですよね。その時

を考えた時にシェルターがなかったらこれは大変ですよ。その辺のことをちょっと考えて

いただきたい。考えられないのかもしれないのですけれども、この辺が町民のほうからも

出てくることなのですよ。そうしたら、何のための正面の新幹線の駅なのかなという感じ

になるのですよね。この辺は 初から当初から計画にないというのであればそのままです

、 、けれども もう少しその辺のことを柔軟に考えられないのかなという気がしますけれども

その辺いかがですか。

新井田課長。竹田委員長

北口のシェルターのお話でございますけれども、いまご意見新井田まちづくり新幹線課長

にもありましたように当初からこれの予定はございません。それで南側の駅前のシェルタ

ーにつきましても、これは北海道さんにいまお願いして北海道さんが施工をするというふ

うな状況になってございます。ただ一部、町有地に付けざるを得ないところもございます

ので、そこは一部町の負担が出てまいりますが、これを付けるとすればメーター当たり80

万円ほどの事業費がかかりますので、その辺当然財源の話もございますので、これから北

口にこれを新たに付けるとなるとそれ相応の利用費がかかるということでございますの

で、なかなか厳しいかなというふうな見解を持ってございます。以上でございます。

吉田委員。竹田委員長

いま、南口のシェルターについては、北海道の事業だということで説明があっ吉田委員

たのですけれども、そうしたらこちらが「この辺に付けてください」という要望は出せる

のですか。そうでないと、そのままになってしまうと不便な部分が出てくるのかなという

気もするのですよ。その辺お願いします。

新井田課長。竹田委員長
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北海道さんのほうで当初バス停、あるいはタクシーブースの新井田まちづくり新幹線課長

みの部分的なシェルターを予定しておりましたけれども まちのほうで要望しまして 連、 、「

続して付けてください」というふうなお願いをしまして、現在は「駅前広場に合わせた連

続したシェルターを付けてください」というふうな要望をしまして、土現さんのほうでも

それを基に検討していただいております。ただ 「そういうふうになりました」という回、

答はまだいただいておりません。ですから、15ページにシェルターの絵があると思います

けれども、この中の駅前広場の緑の部分の回りの部分の青い線になっていると思いますけ

れども、いまのところ青い線沿いにシェルターが連続して付くというふうな、まちでは要

望をしております。

いまの課長の答弁の中でトイレについては、今後進める中で検討していくと竹田委員長

いうことで、これはやはりシェルターも一緒に、確かに財源が伴う事業費がかかるのです

が、やはり木古内町の新幹線の駅、顔だとすればお金の問題ではない。やはり木古内町は

安心、安全、例えば福祉都市を宣言しているまちでありますから、当然人にやさしい必要

な整備だとすれば、やはり考えるべきではないかなと、これも再考できませんか。このシ

ェルターの部分についても。再考した結果「どう」と言うならいいですけれども、ただ冒

頭から財源の問題で「当初から計画にないからできません」ではなくて、必要な施設だと

すれば、やはり整備すべきではないかと考えますけれどもいかがでしょうか。

新井田課長。

この場で「付けます」と言うお答えはできないわけですけれ新井田まちづくり新幹線課長

ども、これは当然つなぎ等の問題もありますので、機構さん等とも協議が必要になります

ので その辺も含めて一度内部で協議はするということのお約束はできますけれども 必、 、「

ず付けますよ」というふうなことにはなかなかいかないというふうに考えております。内

部で再度協議はさせていただきたいと思います。

平野委員。竹田委員長

極端に言いますと北口にはシェルターもなければトイレもない。できるだけ観平野委員

光バスも南口に誘導すると。木古内町の考えとしては、メインはもちろん南口でも吉田委

員の言うとおり、これだけの広い駐車場をつくるということは、やはりそちらに来てしま

う。僕も以前にも言ったのですけれども、この仕組みがわかっているのであれば新幹線に

乗るためには必ず北口に行くと思います。おそらく皆さんもわざわざ南口に停めて上って

降りたりしないのではないのかなということを思われているからこそ、これだけの広い駐

車スペースを用意しているのだと思います。ただ、もちろん「メインが南口ということで

北口をそんなに利用させない」と言ったらちょっとおかしいですけれども、南口にどうし

ても来てほしいと。観光交流センターもあり、木古内のメインの駅前通は何とか存続させ

ようとする気持ちは伝わるのであれば、先ほど新井田委員も触れましたけれども、この南

口に来るための手段としてのやはりエレベーターは付くけれどもエスカレーターはこの資

料の中にないのですけれども、きょう一番大きな課題だと思っているのですけれども、先

日29日の説明会の中でも、エレベーターはどうなんだということで、南北歩道橋には付か

ないと決まったというような町側の話をされたと思うのですけれども、これは一番重要な

ところで、わかりました北口に関しては 「とにかく南口に来てもらおう」という気持ち。

があれば、エレベーター、エスカレーターは絶対必要なのではないのかな。予算が1億だ
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とか8,000万円だとかと言いますけれども、それは又地委員が言うようにお金の問題では

なくて、どうしても来てほしいという意気込みのもと、そのエスカレーターが年間の整備

代から何からかかるけれども、それを元をとるくらい何としても人を連れてくるんだとい

う部分も含めて絶対取り組まなければならない事業といいますか設備だと思います。その

部分についても触れて見解を聞いてもいいですか。直接関係はないですけれども。

関連もありますし、このあと自由通路も出てくるのではないですか。いま、竹田委員長

もし答弁がいただけるのであれば。

新井田課長。

まず全体的なお話でございますが、この計画につきましては新井田まちづくり新幹線課長

何年も前から山本事務局長からも休憩時間中に説明がありましたけれども、基本的なコン

セプト、これは木古内のまちは南側がメインだと。そちらのほうにシフトするのだと。基

本的にはそういうコンセプトがあって、それでこの全体計画というのができあがっている

ということをご理解をいただきたいなというのがひとつございます。

それとは別に、エスカレーターの問題につきましては、29日の意見交換会にも確かに出

まして、その中でいまの現況では検討はさせていただきましたけれども 「付けれない」、

という結論に達したということでお答えをしております。それに対して、いま平野委員さ

んがおっしゃるようなことで「北で降りたかたを南に誘導するためには、まちがそういう

ふうなコンセプトであればなおさら必要ではないか」というような意見もございました。

それも当然の意見でございます。我々もその辺も踏まえて費用対効果を考えまして、管理

の問題も当然これは出てまいります。総合的なことで「付けない」ということで、我々も

「付けたい」というのが山々なのですけれども 「付けれない」というふうな結論にいま、

現在達しているわけですけれども、それをカバーするための、当然歩く人は階段で、障が

いのあるかた等、階段利用困難なかたはエレベーターということで、そちらのほうを利用

してもらうためにいろんなソフトの面で、これは充実をはかっていこうと。いま現在そう

いうことでこの計画を進めていこうというふうな考えでございます。

先ほど答弁いただいたシェルターの部分については 「運輸機構さんとの協竹田委員長 、

議も含め、庁舎で内部検討してみたい」という先ほど課長からの答弁だったと思うのです

けれども、その場合に機構さんとの協議の中で、機構の事業として取り組んでくれるかど

うかという部分を踏まえてからでないと内部協議ができないのかなという気がするのです

が、内部協議というのは、例えば機構さんが実施してくれなかったら町単独でもしますよ

という部分の内部協議なのかどうなのかという部分がちょっと見えないものですから、そ

の辺について答弁願います。

新井田課長。

北口のシェルターを付けるとなると、これは当然町が単独で新井田まちづくり新幹線課長

。 、付けるというふうに認識をしております 機構さんとの協議というのは付ける場所だとか

付けることによっていろんな駅舎等の工事の関連も出てまいりますので、その辺の協議で

ございまして、付ける付けないについては、これは町が単独の判断ということになろうか

と思っております。

又地委員。竹田委員長

ポケットパークでもう一回お願いします。2ページのポケットパークを開いて又地委員
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ください。これは考えてみれば二つともポケットパークは要らないです。ということは、

上のほうのポケットパークがありますね。これはわざわざここにつくる必要がないです。

観光交流センターを建てる側の角につくればいいのです、どうですか。観光交流センター

を建てる広さの駅側の角、角の部分をここの向かいに持ってくればいいことであって、そ

れぞれのここの用地買収は要らないです、お金がかかりません。意味がわかりますか。

なんとなくこのポケットパーク二つに関しては、無駄なお金を使いそうです。それは高い

安いは別です、用地買収の金額が。高い安いを関係なくして、向かいには下のほうは吉沢

さんのところにあるし、あるいはここの用地買収をかけなくても既に観光交流センターを

建てる側のここの角地に関しては用地買収を何としてもかけるのですから。そうしたらこ

。 。この下のほうのポケットパークにする用地買収はかけなくてもいいでしょう どうですか

新井田課長。竹田委員長

いま又地委員さんがおしゃっているのは道銀の向かいの駅側新井田まちづくり新幹線課長

につくるということですね。ここは、グレーの濃い部分は歩道になります。アクセス道路

の歩道がつきます。そして、その歩道から外れたところは民地でございます。ここは町が

買収する予定はございません。ですから、ここにいま現在ポケットパークをつくるスペー

スはないというふうにご理解いただければと思います。

又地委員。竹田委員長

観光交流センターを建設するここの一角は用地買収をかけないとだめではない又地委員

。 、 。 。ですか 家屋補償といったら いろいろ出てくるでしょう 私が言っているのはここです

（ ） 、 。 、資料を見ながら確認 それでも ここの黄色い部分の角に持ってくれば ということは

観光交流センターにいろんな人が集まるわけです、いままでの議論からいくと。そうする

とポケットパークが観光交流センターの近くにあったほうがずっと良くないですか。

観光交流センターに物産だとかいろいろある。たぶん中には休憩所もあるでしょう。だ

、 。けれども天気の良い日はそばに小さい公園があって 太陽のもとでいろいろ会話ができる

そうしたらこの黄色いここの端っこに持ってくればいいのではないですか。そうすれば、

こちらのほうの道銀の向かいのポケットパークはわざわざ用地買収して建てなくてもいい

でしょう。そうしたら経済的ではないですか。そういうものを積み重ねていくと、北口の

云々という要望等もある意味では、例えば100ｍのものを仮にシェルターにしますか。シ

ェルターにしたら北口の新幹線駅舎の前のところくらい。例えば20ｍになるのか30ｍにな

るのかしれませんけれども 「シェルターをそうしたらつけてやろうか」という財源を生、

み出すことができるのではないですか。そういうことを考えれば、何かすごくこのポケッ

トパークは、始めは「そうかそうか」と「だけれども、こういうずいぶん小公園からまち

なか公園からずいぶんあるな と思いながらいたのですけれども もっと詰めていくと こ」 、 「

れも要らないのではないか。こちらも要らないのではないか 。そうしたら、どっちみち」

用地買収をかける観光交流センターの一角につくってやれば観光交流センターに来たいろ

んな人がたが町内の人ばかりでなく、来た人がたがそこを利用する。そうすると、財源が

ここの部分では生まれてくるなというふうな考え方を私はするのですが、そういう方向性

に持っていくと今回のこの多岐にわたっている事業に支障を及ぼすのですか。その辺、支

障を及ぼすとなると「そうですか」となるかもしれませんけれども、お金がない。メータ

ー80万円もするとシェルターが。そうしたら仮に30ｍで2,500万円もかかる 「そんなにか。
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かるのか」という部分も出てくるかもわかりませんけれども、いろいろ足していけば、な

んか出てきそうな気がしないでもないですけれどもね。課長、その辺の見解を。中尾室長

でもいいです。

新井田課長。竹田委員長

いま又地委員がおっしゃたこのオレンジの部分の回りにつき新井田まちづくり新幹線課長

ましては、当然観光交流センターの外構工事ということで一定の整備はする計画でござい

ます。それでポケットパークですけれども、これにつきましても当初の計画でここの2か

所をその残地が残るということで 「ここに町が考えよう」と、当初の計画でございます、

けれども、様々な意見が出ればここはある程度、再度議論をしてどうするこうするともう

少し詰めをするというふうなまだ時間もございますので、その辺は私どものほうでも再度

検討をする余地は残されているというふうには考えております。

それに伴って、その分の財源が減るというふうなご指摘があり確かにそうでございます

けれども、全体的にいま当初の計画から事業費は毎年度膨らんでいっているのが実態でご

ざいます。いま現在、全体事業費としては20数億円というふうなことでございますので、

将来的な財政計画の中でもかなり10年後には厳しくなってまいりますので、その辺も踏ま

えて事業費については極力抑えたいというのは当然思っておりますので、その辺も勘案し

まして見直せる計画については当然見直しは必要だというふうな認識は持っております。

以上でございます。

平野委員。竹田委員長

もうちょっと皆さんからエスカレーターの件で意見が出るのかなと思ったら違平野委員

う話題にいってしまったのですけれども、確認ですけれども、もう一度再考されて議論さ

れてもう一度エスカレーターについてはその結果を報告といいますか、途中経過なのか決

、 。定なのかわからないですけれども 再考されて意見をいただくという認識でいいですよね

まず確認だけです。

新井田課長。竹田委員長

エスカレーターにつきましては、まちのほうでは一度検討さ新井田まちづくり新幹線課長

。 、せていただきます これは以前にも過日の委員会の中でもお話はしたと思いますけれども

その時点で事業費、それからランニング等、総合的に考えてなかなか設置は難しいという

ふうないまの結論に至っております。過日の委員会、そしてきょうの委員会等、皆さんの

そういうご意見がこういうふうにありましたということで、再度理事者のほうともこれは

原課としてそういう意見がありましたということで理事者のほうに報告はしたいというふ

うに思っております。

平野委員。竹田委員長

行政さんの中で再考される会議の前に意見を言える場がなければ困りますの平野委員

で、きょうもう一度付け足していいますけれども、我々もまだ若いほうだと思うのですけ

、 、れども いろんな場所に行って階段を上った上に何かがあるとしたら面倒で行きませんよ

正直。そこにエスカレーターが付いていると 「なんだろう、行ってみようかな」という、

気軽な感じで、その中身が良しにしても悪しにしても。なので、木古内の南口に目的があ

って行く場合はエスカレーターがなくても行くでしょうけれども、目的がない人を自動的

に誘導できる 高の武器になると思うのですね。木古内の南口にとって、南口どころか木
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古内町にとって、この駅ができたうえで大きく左右させる一番と言ってもいいくらいの課

題になると思います。おそらく10人聞けば10人中、予算のことはもちろんありますけれど

、 、も絶対つけたほうがいいというのが町民の総意であると私は思いますので ぜひ前向きに

前向きどころか絶対付けてもらいたいという希望も含めて一言だけ申し添えさせていただ

きます。

新井田副委員長。竹田委員長

関連です。いまエスカレーターに関しては平野委員が縷々ご説明のとお新井田副委員長

りだと思います。ひとつは、やはり先ほどのコンセプトの中で南側という大きな位置付け

があるわけですけれども、それはまさにそのとおりだと思います。昨今の各民間の新幹線

絡みの各団体さんの意見を聞きますと、やはりいまのエスカレーターに関してはこれはや

はりある意味では譲れないと、そういう話も聞くわけですよね。おっしゃるとおり、いま

平野委員が言ったとおりなのですよね。だからいま、南側をやはりメインとするならば、

エスカレーターは必要不可欠なものと認識しているのですよね。ですから、その辺は我々

としても強くもう一回行政の皆さんに何とか再考をお願いしたいという意志をお伝えした

いと思います。よろしくどうぞお願いします。

吉田委員。竹田委員長

、 。吉田委員 後のほうで スカイロードの部分があるので僕もとっておいていたのですよ

もうお昼ですよね。それで昼からその部分で十分議論していただきたいと思います。そし

てたぶん、この昼の時間はある程度行政側も考えてくると思うので、結論は出ないと思い

ますよ。でもある程度、そのことについて昼から議論していただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。

昼食のため、午後1時まで休憩したいと思います。竹田委員長

休憩 午前11時57分

再開 午後 1時00分

それでは休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

7ページの環状線町道冷水線の改良舗装事業についてを議題といたします。冷水線環状

線の資料がきょう配布になりましたので、資料の説明を簡単にお願いしたいと思います。

新井田課長。

お手元の資料について若干、ご説明を申し上げたいと思いま新井田まちづくり新幹線課長

す。①②③④⑤というふうな写真がお手元に届いていると思います。

まず①でございますが、基点部でございまして、佐女川方向から見たイメージというこ

とでございます。左側、公民館に行く道路ということで、こういう基点になるということ

でございます。

それから②につきましては、佐女川方向からＪＲの線路と平行して旧橋梁までの区間を

見たものでございます。

③は橋梁部でございまして、写真を見ますと旧の橋梁が左側にありますが、旧橋梁と高

さが同じように見えますが、現実的には地盤高で約1.5ｍ上がるというふうな想定をして

おります。
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④⑤につきましては、道道側からＪＲの橋梁方向を見たものでございまして、4番の緑

、 、 （ ） 。の部分がございますが これは高さが若干異なりますので ここは法 のり になります

それから5の部分の終点部の左側、これは現道との取り付け道路ということで、旧道、

現道にはここから出入りをするというふうなことになりまして、国道側からは現在の交差

点が若干いびつになって、国道側から来るとやや斜めに右に曲がって新しい迂回路に入っ

ていくという、こういうイメージになります。説明は以上でございます。

ただいま説明をいただきました。竹田委員長

佐藤委員。

ただいまの説明は理解しますけれども、この道路に対する道路標識はいつ完成佐藤委員

できるものか。

新井田課長。竹田委員長

いまの完成の想定は平成27年度を予定しておりますので、そ新井田まちづくり新幹線課長

ういう標識等につきましては完了と同時に整備をするというようなスケジュールになると

いうふうに理解をしております。

吉田委員。竹田委員長

この冷水線については、この写真で本当にわかるので現地はいいのですけれど吉田委員

も、ちょっと懸念する部分。僕らも設計の段階の中でと、いま現実にこの間も通ってみた

のですよ。それで一番懸念されるのが公民館から下ってきた、Ｕの字で下ってきて、あの

線に入ってくると。これはパソコンで作ったからこの道路は明るくなっているのですけれ

ども、この線路の上に防音壁が付くとあそこは真っ暗になるのですよね。冬になると坂を

下って来てこのＴ字路にぶつかって、そして下が真っ暗。昼間でも影になってしばれてい

る可能性がある。これはすごい危険な場所になってしまうかなという気がするのですよ。

その辺の、まだ高架の部分のものができていないので、この辺公民館側のあれをつくって

しまったからＵの字になっていて、実際にできてみて見ると何かすごい恐ろしいところだ

という気がするのですけれども、この辺をいまから改良する云々というのは、その対策と

かどういうふうに考えているのか、ちょっとお願いします。

構口主査。竹田委員長

土木を担当している構口です。構口主査

いま吉田委員さんからのご質問に対してお答えします。

まず公民館から下りてくる新しい町道の付け替えた道路ですが、確かに傍から見ると非

常に危険だという認識を持たれるかもしれないのですが、道路の設計上、前は道路の勾配

がきつかったです。今回道路の延長を伸ばした結果がこの曲線を付けて、そういった意味

ではまず安全側な対策の道路になっております。そして今度、新幹線の高架下に関してで

すが、まず今年度いま発注しております工事の関係が道路照明は3月末までに付ける予定

です。今度、凍結に対してどういうふうに対処するかということなのですが、新しい道路

のほうに関しては、ちょっと専門用語で申し訳ないのですが、細粒土アスコンというのが

ありまして、要は舗装の粒が粗いものを施工して、そういった凍結にも対応するような舗

装をしています。あとは維持管理上、融雪剤の散布等で処理すると。補足になりますが、

この間ちょっとした雪でかなりアイスバーンになっておりました。私どものほうもそこら

辺を認識しておりましたので、今後は融雪剤の散布をここも重点箇所の一つとして対応し
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ていくようにいま考えております。以上です。

吉田委員。竹田委員長

大変答弁的には素晴らしいものをもらいましたので、冷水線から下りて来て、吉田委員

高架の下を入って来ると本当に見えないです、正直な話。両方が下り坂になって集まって

いくような場所なのでここの対策は、十分にやはり検討していただきたいと要望で終わり

ます。

ほかにございませんか。竹田委員長

又地委員。

5番の終点部とバイパスとの間、これはどうするのか。ということは振興計画又地委員

（ ） 。 、都市計画 ではまっすぐバイパスは抜くということになっていたと思うのです それで

こういうふうにある意味では変形にしたということは、将来まっすぐになるからいいのだ

なという捉え方でいいのですか。

福田主査。竹田委員長

福田でございます。福田主査

都市計画道路として、この箇所につきましては現在十字路の形状で都市計画道路として

の計画域を持ってございます。この度の環状線通の区域の変更に伴いまして、北海道都市

計画のほうとも協議を重ねてまいっております。その中でも、都市計画道路の計画という

観点から見れば段差形状のつく交差点の形状というのはやはりふさわしくないということ

で、今後この環状線通、段差がつくことになっていますので、これを十字の形状というこ

とで若干これにあわせた都市計画道路区域の変更ということも事務的な中で進めてまいり

たいというようなことで考えてございます。

又地委員。竹田委員長

そうしたら、はっきり言えば、この道路がバイパスまでまっすぐ行けるという又地委員

取り方でいいのですね。

福田主査。竹田委員長

いまのご質問のとおりでございます。福田主査

佐藤委員。竹田委員長

③の関係で、既設橋梁撤去予定とありますけれども、この撤去は補助金はなく佐藤委員

て単費ですか。撤去の考え方を。

福田主査。竹田委員長

既設の現在の橋梁の撤去に関するご質問でございますけれども、これにつきま福田主査

しては町としては交付金の対象事業として撤去も進めたいというふうに考えてございま

す。ただし、そのためにはいろいろな理由付け等、今後事務的な部分で詰めも必要になっ

てまいりますので、その辺は抜かりなく対応してまいりたいというふうに考えてございま

す。

いまの関連ですが、確かに交付金が対象事業になれば補助金をもらって撤去竹田委員長

できるのですけれども、交付金対象にならなければ逆にとれば交付金の対象にならなけれ

ばこれを残すという考えがあるのかどうなのか。ただ、交付金がなくても単費でも撤去し

なければならないのかどうなのかという部分。

福田主査。
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この撤去に関る事業費、これにつきましては概ね4,000万円程度の事業費が必福田主査

要かというふうに概算で考えてございます。その中で、もし万が一交付金の対象にならな

かった場合ということでございますが、これにつきましては、町の財政状況等も勘案した

上で判断していくことになると思いますので、私のほうから単費でも撤去する、あるいは

残すというような断定的なお答えはできないところでございますが、そのようなことで対

応することになろうかと思います。

前回のこの説明の中でＪＲの橋梁の基準が変わって、いまの現道の冷水線の竹田委員長

橋梁の高さでは認可にならないと、そう言うのですけれども、現状をみれば海峡線、線路

の金具が付いているわけですから、現状通れて今度新しくつくる時にそれを現状の橋を補

強するというなら理屈はわかりますけれども、高さがアップしなければならないというの

は何か理由がありますか。ＪＲ側ですけれども。

構口主査。

既設橋梁の高さの件ですが、この橋は昭和62年海峡線の開通時に新調した橋で構口主査

あります。その以前にこの橋を架けていますので、この時にはまだＪＲが電化になってい

なかったという線路になります。そのあと電化がきたことによって、2万ボルトの高圧線

なのですが、それを橋の下に付けたという経緯がございます。それで今回この環状線、冷

水線の事業によってＪＲさんと打ち合わせさせていただいて、いまの幅員が5.5ｍと狭い

橋だと。これはＪＲとしては既存不適格な橋という扱いで、新規のものに関しては、要は

ＪＲとした設計に基づいたものでなければＪＲとして新しい橋を架けることに許可は出な

いという協議がありました。それによって今回、既設橋梁は拡幅するのではなくて、函館

側にスライドした位置で、なおかつ高さを上げた状態で設計してこの工事の設計協議をい

ましているという段階です。

確かにわかるのですが、拡幅は高さがないからだめだということですが、現竹田委員長

、 。在立派に海峡線が走って別に問題がないように 素人的な考えからすればそうなのですが

ただ、海峡線開通の時点で確かこの辺の付近の線路を下げているはずなのですよ、ベース

を。どの辺からの位置だったかわかりませんが、確か海峡線開通で確か線路を下げたとい

うのがちょっと頭の中にあるのですが。そういうことまでやってなおさらまた、基準だか

ら変われば変わった新しい基準でやらなければならないのですけれども、なかなかこのこ

とによって例えば事業費が4億増える。そして、前回の説明の中では一部環状線、道の事

業だけれどもまちの負担も伴うということになれば、町民にどうして例えばその負担増の

部分を説明するかというのは非常に、簡単に言えば基準が変わったから新しく橋を架け変

えなければならない。函館側に新たに道路も作らなければならないということで4億の事

業費が増えたと。どうもその辺がまちとして、例えばこれからのそういう町政懇談会等の

中ではそういう具体的な説明なんかもするのだろうけれども、どうもその辺が町民から問

われた場合に、いま今度新幹線が通ったら新しい列車が走るというのならいいのだけれど

も、今度三セクか貨物しか走らないわけですから、そうなればそれ以上の基準の高圧の電

流が必要だというふうに、なかなかどう説明すればいいのかなという部分で非常に苦慮す

るところです。いまの部分はＪＲの基準が変わったということだから、これは致し方ない

のかな。それで、町としても事業費が4億増えてもやむを得ないという判断のもとでこの

事業を進めるということでありますから、それはそれでいいです。
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それと、この写真の一番 後の5番目の冷水線は現道が残るわけですよね。そこのアク

セスとすれば、当初の計画では冷水線を下ってくれば右側の木元床屋さん角、ヤマニシさ

んの家もアールの関係で買収になるという話を聞いていたのですけれども、この写真から

すればならないのですね。その辺は、例えば当事者との協議というか話し合いもきちんと

ついているという理解でいいのですね。

それともうひとつは、現道の冷水線の部分に人家が何戸か願応寺を含めてあるのですけ

れども、そこから出る場合は願応寺側から出るか、この現道の今の冷水線から新道にいく

らか登りがでるのか。これからすればフラットで新道に出て道道に出るというふうになる

のですけれども、この冷水線の沿線にある民家には 「こういうふうになりますよ」とい、

う説明はもう終わっているのですね。その辺を含めて答弁願います。

新井田課長。

まず、当初の地元説明会につきましては、以前の古い計画で新井田まちづくり新幹線課長

説明しておりますので、その中でいま委員長が言われた一番手前の家屋は「かかる」とい

うふうな認識で説明をしたものというふうに思っております。

ただ今回、これはかからなくなりますけれども、まずは議会の皆さんにご説明をして、

それから都市計画審議会がございますので、そちら等にも説明をしてある程度了解をもら

ったあとに関係機関との 終協議が整ったあとに改めて住民説明会ということで、関係者

、 、の説明会を開くというふうな予定でおりますので 現在のところこの変更につきましては

地域のかたにはまだ申し上げてはおりません。

心配するのは何戸か民家がありますけれども、やはりこのかたたちがこの新竹田委員長

しい道路ができることによって、出入りはできるものの新道に出るために一時停止をし、

そしてまた道道に出る時は一時停止をするという、いままでにはない道路形態になります

ので、住民からどうこうと文句が出ないような行政側としてきちんと説明、あるいはそう

いう周知をしていただきたいというふうに思います。

ほかにございませんか。

環状線については以上で終えて、次に進みたいと思います。

次は、8ページになります。

ＪＲ木古内駅東側駐車場整備事業についてを議題といたします。

ちょっと確認しますけれども、8ページの図面で赤の点線と青の点線がありますけれど

も、この部分はどういうすみ分けをすればいいのか。

福田主査。

赤の点々は駐車場の整備範囲でございます。青の点々につきましては、駐車場福田主査

用地として購入する用地購入の範囲ということでございます。ＪＲ敷地になります。

前にどこかで見た図面ではこれには載っていないのですけれども、いまの清竹田委員長

算事業団から購入した、その辺の位置がレンタカーの用地というふうに印字していたもの

を見たような気がするのですけれども、それとの関わりはどうなのですか。

福田主査。竹田委員長

以前お配りした資料ですが、8月27日の本委員会だったと思いますが、この際福田主査

にお配りした東側駐車場に関する資料なのですが、いまの絵で見ていただきますと、赤の

範囲と青の範囲、この青の範囲が及んでいない赤の部分がありますね。これが概ね、清算
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事業団用地として町が以前取得した土地でございまして、このスペースにつきましてレン

タカー用地というようなことで以前お示ししたところでございます。

それで、そのレンタカー用地の活用の仕方といいますか、先ほど関連で又地竹田委員長

委員さんのほうからレンタカーの関係の質問等がありましたけれども、そこをレンタカー

の会社に貸与するのか貸し付けをするのかどうなのかというのは、まだこれからの議論な

のかどうなのか。

福田主査。

いまレンタカー会社には、午前に中尾室長のほうからもお話がありましたけれ福田主査

ども、いま条件等を詰める段階といいますか、まだ協議の段階でございまして詳細につい

て決まった形で申し上げることではございませんが、基本的な考え方といたしましてはレ

ンタカーということで有償の貸与という考え方で進むであろうというふうに考えてござい

ます。

ほかになければ、次に進んでよろしいですか。竹田委員長

次は9ページ、ＪＲ木古内駅西側駐車場整備事業についてを議題といたします。

先ほど関連として駅広議論を含めた部分で若干西側については話されていますので、こ

こも赤の点線、青の点線というのは青が今回用地購入する位置ですよということですね。

なければ次に進みます。

10ページになります。新幹線駅駐車場整備事業についてを議題といたします。ここの駐

車場整備についても、先ほどシェルター、トイレの問題等が出ておりますので、十分その

辺も含めて整備する上で検討をしていただきたいと思います。

。 、 。 。次に進みます 11ページ 駅周辺統一デザイン空間策定業務 これは終わっていますね

次、12ページになります。駅前広場モニュメント等整備事業についてです。

吉田委員。

このモニュメントは、いろいろあちこちまちをアピールするために必要なもの吉田委員

なのかなと思うのですが、この1枚物の資料のウェルカムゲートというのがありますね。

たぶんヤマゲンさんのところに建つようなものなのですけれども、これはもっと国道沿い

に建つべきものではないかと思うのですよ。

(｢そこは次です｣と呼ぶ声あり)

これは駅広と併せて整備するということですね。竹田委員長

平野委員。

整備の効果を見ましてもシンボル的なモニュメントが整備されることで 「イ平野委員 、

ンパクトを与えることができる 、と書いておりますが、この内容についてはどの程度話」

されているのか。要はデザインですとか、何をもってインパクトを与えようとしているの

かについてお聞かせください。

新井田課長。

モニュメントにつきましては、いま実施設計をこれからお願新井田まちづくり新幹線課長

いする予算を今年度もっておりますので、その中ではいま駅舎がありますけれども、ここ

、 、の正面のデザインだとか それに通ずる観光交流センターまでのいろんな動線等を含めて

その中でモニュメント等の実施設計をお願いしています。このモニュメントにつきまして

は、当初相当な事業費をかけてつくるという案もあったわけですけれども、 終的に庁舎
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内の中で検討した結果、あまりお金をかけないでやろうというようなことで、極端な言い

方ですけれども、芝生のみとかそこに一部花壇を造るとか、その程度です。ここはまだも

う少し詰めなければならない部分もあるのですけれども、その大々的なインパクトを与え

るようなモニュメントについては、いまのところちょっと控えようかなという考え方でご

ざいます。

なければ次に進みます。竹田委員長

若干関連もございますので、13ページになります。

道の駅案内看板等整備事業についてを議題といたします。

先ほどのウェルカムゲートの看板の答弁について、新井田課長。

ここにある絵は、まさにそのイメージということで掲載をさ新井田まちづくり新幹線課長

せていただいておりまして、この事業につきましても今後道道がある程度色だとか、その

景観に配慮した道道が整備されていきますので、そのうえで木古内町に合ったイメージの

看板なり案内板を設置していこうというふうな考え方でおりまして、これもコンクリート

化されたものでないということでご理解をいただければというふうに思っております。

吉田委員。竹田委員長

。 。吉田委員 これは国道沿いに建つ可能性もあるのですね そういう理解でよろしいですね

又地委員。竹田委員長

国道を管理している函館開発建設部さんとのコミュニケーションがあるかどう又地委員

か。例えば、いま道の駅、案内看板等、整備工事の中である意味では函館開発建設部のほ

うに頼んで標識を手前のほうに設置してもらう等々が私は可能だと思っているのですね。

その辺のコミュニケーションは、開建さんのほうと取っているかどうか。

新井田課長。竹田委員長

そのあたりにつきましては、今後道の駅の申請が出てまいり新井田まちづくり新幹線課長

ますので、そうすると開建さんといろいろ協議が出てまいります。その中でまちとして付

、 。 、けなければならないもの 開建さんにお願いするもの それぞれ出てくると思いますので

その中で協議を進めていきたいというふうに思っております。

次に進んでよろしいですか。竹田委員長

14ページの駅前通商店街の景観統一事業。これはもう既に今年度含めて事業が進捗して

いますからよろしいですね。前回も議論していますから。

15ページになります。駅前広場シェルター整備事業についてであります。

若干、前段にも北口のシェルター含めて、このシェルターについては連結して設置を要

望しているということですね。

又地委員。

20日のあれで23戸中14戸で改良が4戸、そしてクエッションマークが5戸とだい又地委員

たいの説明がありましたけれども、14戸であれば駅前の中央商店街と称してまちなみ云々

からずいぶんお金もかけているし、だけれどもその割にはたぶん現状もそうなのですが、

櫛の歯が抜けたような状態になるだろうと。そこで櫛の歯が抜けた跡地に関しては、ある

意味では私は政策だと思っているのですがどんなことを考えているのか。この辺の考えが

もしあれば伺っておきたいです。

新井田課長。竹田委員長
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現在、大きく空き地になると予想されると言いますか、現在新井田まちづくり新幹線課長

でも空き地になっている部分がございます。そこにつきましては、当然地主さんがいらっ

しゃいますので、その地主さんの意向を伺わなければないのですけれども、何らかの駅前

の整備にご協力いただけるかどうかということも含めまして、確認をさせていただいてご

協力いただけるものであれば、いまやっている事業に併せてというような説明は当然して

いかなければならないのですけれども、その部分以外につきましては、いまポケットパー

クを仮に実施するとなれば、目立った空地というのは想定はされておりません。
く う ち

ですから、いま現在空いている土地が一番の課題だというふうなことで私どもも認識を

、 。しておりますし そこについてはこれからの協議ということになろうかと思っております

又地委員。竹田委員長

「南口、南口」とこう言っている。ということは、はたして再生がどうなるの又地委員

かというのは、駅前のいままであった商店街の再生がどうなるかというのは、現状は再生

は不可能だと。そうすると何があるかというと、いま課長が言う、例えばいま空いている

土地にしても何らかの対応をしないと、地主さんの意向もあるのですが、何かの対応をし

ないと全く絵に描いた餅に過ぎないと思うのですよ。そうすると、これは地主さんとの話

、 、 、し合いもあるけれども 地主さんと話し合いを早くする中で 町外に向けての発信だとか

例えば函館の人がたが木古内の駅前に土地を買って商売をやりたいとか。あるいは、町内

であっても本町、駅前からはずれている商店の人がた等々の話もしながら早く駅前を埋め

ないとだめです。埋めてしまわないと、駅前の再生は私は不可能だと思います。だから、

その橋渡しを担当課がどんな形でするのかというのは、何か考えて、そして橋渡しをして

やるような施策を打ち出してこないと駅前の再生はないですよ。あり得ないです、現状の

ままであれば。だから、その辺の橋渡しをどうするのかということは、担当課として、か

なり早急に。これは課だけでなく、庁舎内一丸となって。あるいは、ある意味では町長の

、 。 、 。施策だと思っています 私は その辺を早く急いでやってくれないと 新幹線が開通した

、 。現状のまま 櫛の歯が抜けたような状態という中では中央商店街の再生はあり得ないと

私はそう思っているので、何とか、課長もそんなに長くもないわけですし、それはある意

味では新幹線開通まであと3年です。それまでの間に何とか知恵を絞って、その辺の対応

をしてほしいなと私はそう思っているのですが、その辺はどうでしょうか。町外、町内問

わず。あるいは桧山だとか、あるいは西部四町の中でも 「ああそうか、木古内にそんな。

のがあるのか。よし木古内に行って商売云々」というような思いを起こさせる何かをしな

いとだめだと思っているのですけれども。

東出委員。竹田委員長

いま、又地委員のほうからそういう形で櫛の歯の抜けた部分という話がされて東出委員

いたのですが、いまずっと朝からこう聞いていると、いまの土地が全部何かで埋めていく

。 、 、 、という形の中で話が進んできていますよね ただ これを進めていく中で 例えば民有地

町有地含めてなのですが、例えばこういうふうに新幹線駅舎がつくと。それに伴ってビジ

ネスホテルだとか、そういう大きな宿泊施設がだいたい建ちますよね。では、そういうも

のがきた時に町はどういう対応をするのだろうな 「ぜひ、ここにこういう土地があるか。

らここに建ててください」というような土地はもうないですよね。駅前はもう面的な部分

から考えると。ほとんど埋まってしまっているわけですから。
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ただ、いま又地委員が言うように、民地の部分でおそらく空いてくる部分があるのだろ

うなというふうに想像するわけです。そんなことの中で、そういうホテルだとか、そうい

うようなものの部分でこちらからどんどん営業に行かなければならないだろうし、そう情

報も入ってくるのではないのかなと思うのですけれども、現状そういうふうな部分では何

かめぼしいものがあるのかないのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

新井田課長。竹田委員長

前段の、又地委員のご質問で駅前商店街の振興をどうするの新井田まちづくり新幹線課長

かというふうな大きな課題でございますけれども、私どもも当然そこはまち一丸となって

考えていかなければならない課題でございますので、当然これから新幹線開業までの間に

いろいろ知恵を絞っていかなければならないということで考えております。

その中で当然、地元の商工会なり、そういう商工関係者がおりますので、そういう方々

のご意見、それから考え方もこれは産業経済課が窓口になるのですけれども、その辺も含

めていまソフトでいろいろやっていますので、そういう場もたくさんありますので、その

辺は意見を集約して、どういう方向に向かうのが一番いいのかということはしっかり考え

ていかなければないと思っております。

それと、駅前のまとまった土地というのは、南側に関してはまず町の土地は無いに等し

いということで、これは皆さんご案内のとおりだというふうに思っております。

、 、 、それで 先ほども説明いたしましたけれども 現在空き地になっている部分が民有地で

いまのところ方向性が示されていない土地というふうに私どもは認識をしております。そ

れ以外の土地は道路にかかる、それから観光交流センターなり駅前広場にかかる。店を続

けるかたはそこから立ち退いて、別な場所でやるというふうなかたもおりますので、当然

やめるかたもおりますけれども、そういうふうにして整理していきますと、いま現在空い

ている土地以外では遊休、ある程度事業をやるに足りるスペースの土地というのは出てこ

ないのかなというふうに考えております。それとホテル、そういう宿泊施設を誘致する、

あるいは来た場合の対応ですけれども、そういった意味から南側に関してはそういうもの

に提供する土地はないのではないかというふうに認識をしております。ただ、北側に目を

向けると、いま現在駐車場をつくる予定の一部残地、あるいはいま現在機構さんがいる場

所につきましてはここは工事が終われば当然撤退しますので、ここについては町有地でも

ございますので、ある程度の広さの土地というのはそこにありますので、その辺の活用に

ついても今後検討していかなければならないというふうに考えております。

東出委員。竹田委員長

いま課長が言ったように、南側にもうそういう空きスペースはないですよね、東出委員

民地は別として。ただ、北側にはいま少しあると。それはあるだろうなと私は思うのです

が、だいたいビジネスホテルだとかそういうような関係のものは、たいがい人通りの多い

ほうに面して建てていないでしょうか。なかなか北側というのは私は大変かなと思うので

すが。ただ、一つ答弁漏れがあったのは、そういう情報があるのかないのかと聞いたら答

えをもらっていないし、そういう運動も積極的にすべきではないのかなと思うのですが、

その辺の情報はどういうふうになっていますか。

新井田課長。竹田委員長

その企業を含めた宿泊施設等の情報は、我々の段階にはちょ新井田まちづくり新幹線課長
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っと情報としてはございません。ただ、理事者のお話の中では何点か来ているというふう

には伺っておりますけれども、我々もそれは確認されておりませんので、公表できるふう

な角度のものではないというふうには思っております。我々の段階ではちょっといまのと

ころそういう企業誘致、あるいは宿泊施設の情報についてはございません。

ほかになければ次に進みます。竹田委員長

シェルターもよろしいですね。

それでは16ページ、観光交流センターは午前中に終わりましたので、17ページのスカイ

ロード現駅舎等の改修事業についてを議題といたします。

吉田委員。

スカイロードのこれについては、先ほどからも各委員のほうから出されてござ吉田委員

いました。それで、金額的にエスカレーターを付けた場合の金額というのは始めて出てき

たのですよね、8千万かかるとか1億円かかるとか。そして、年間維持費が100万円かかる

と、こういう数字が出てきたのですけれども実際問題、本当にこういうのがかかるかとい

うのが全然僕らにはわからないのですよね。当然、残りどのくらいの規格があって、こち

らの南から行くとありますね。また下りるからそれにあるのだなと。現駅舎のほう、新幹

。 。線の本当の駅のところにも中身的には全然わからないと だけれどもそちら側には付くと

僕は一回、総務の委員会でスカイロードを見に行った時に、これはこのまま本当に二階に

本当に駅舎、こちらの改札口つけてそのまま入れば何とかうまくそちら側が一本必要がな

くなるかなという気もするのですよ、うまくやれば。その辺、新幹線の本当の駅の姿が見

えて来ないので、僕らもどうすることもできないのですけれども、仮にこの図面あります

ね。この図面があれば、スカイロードからこの斜めに下りないでこれを二階に付けてしま

うのです。そうしたら、改札口は当然ＪＲ側が必要になるのだと思います。だけれども、

ＪＲ側は下から改札を通ってでもいいです。たぶん、そちらのほうへ上がるところもある

のです。そこはたぶん、新幹線の駅だから付くと思うのです。これは仮説です。その8,00

0万円かかる、1億円かかる、この根拠、何基付けてというのと、それから年間100万円か

かるという。それで随時動くのであればたぶんかかるのであろうと思いますけれども、木

古内の駅でお客さんが何人来るのか。来た時にセンサーで動いて、それが随時動いている

わけではない。電気代、基本料とかありますけれども、その部分も含めてどういう計算を

されたのか。そして、29日の日に町民に対しては、ただ「お金がかかるから」という説明

の中で「エスカレーターはできない」という説明がされたということです。だけれども、

この部分について本当にもうできないのか、できるのか。僕もちらっとある機会に町長と

話をしたのですけれども、可能性はないわけではない。これは本当の立ち話ですから。た

だ、その辺を本当に可能性がないのか、可能性があるのか、金額も含めて。その辺を精細

な意味でどういうことをしていま現在これはできないという判断をしたのか、その辺につ

いて説明をお願いします。

新井田課長。竹田委員長

エスカレーターにつきましては、まちのほうで春先ですけれ新井田まちづくり新幹線課長

ども業者から見積もりをいただいております。その中で、その内容は一番小さいもの、こ

れは幅60㎝です。それは、上り下りで南側と北側の両方に付けるとなると8,400万円ほど

。 、という見積もりが出ております これはただ単に機械を一般的に付けるというだけですが
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例えばこれを実際に狭い場所に付けるとなると工事費が上がると。そこまで詳細な設計を

されておりませんので、ですから私のほうでは8,000万円から1億かかりますというふうな

説明をいたしました。ランニングコストにつきましても、ちょっと手元に詳細の資料がな

いのですが、月に10万単位ということは年間100数十万。点検費が年間約200万円ほどかか

ります。あとは感知式、先ほど吉田委員からも出ましたように夜だとか人がいない時に動

かないようにする。そういうものもございますので、そういうものに運転費用が70万円程

度かかりますので、合わせると300万円近いお金がランニングコストとして出て行くのか

なと思います。当然、エスカレーターは一生ものではございませんので、一定の年数がく

ると取り替えるということになってまいりますので、その辺をある程度事務レベルなり、

理事者も交えて協議をいたしまして、これはまち独自で付けなければないものですから、

機構さんの工事ではつけれませんので、そういうことで現状ではちょっと断念しようとい

うことでいままでに至っております。

吉田委員。竹田委員長

いまの話を聞くと、これはお金の問題ですから財政が絡んできますから、この吉田委員

辺は担当部局としては十分話し合ったという認識の中でやるのですけれども、どう考えて

「 」 。 、 。 、もまちの中の話は やはり欲しい と これから この地域全体が高齢化します そして

そういう不便な駅がはたしていいのか。確かにお金はかかります。でも、福祉都市を目指

しているのであれば、この辺いついてはもっと考慮すべきことがあるのかなと思うのです

よ。この辺については、もうここでは結論が出ないので、12月の一般質問で首長のほうに

直接問い正したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

又地委員。竹田委員長

17ページの事業概要の中で、※印の運輸機構からの補償費で整備する工事、連又地委員

絡通路の機能補償へ2億円、エレベーター2基、連絡通路拡幅の部分がありますね。

これは古い資料で、新しい資料には書いてないのですね。だから私は言いたいのです。

当初こういうふうにはじいたわけですね。そうしたら、この運輸機構からの補償費でとい

うのは、運輸機構からくる全体の補償費の中からこの2億は連絡通路の機能補償ですよ。

そして、それの中身というのは、エレベーター2基設置と連絡通路の拡幅4ｍ、これで2億

かかるという試算を前にしたのですか。

新井田課長。竹田委員長

いま現在は全体事業費としては調査費、設計含めて約4億円と新井田まちづくり新幹線課長

いうことではじき出されております。その中で、南側については、これはある程度町の負

担が出てまいります。ただ、自由通路、上の部分と北側の上り階段、この部分については

機能回復ということで、すべて機構が負担するというふうな状況でございまして、約4億

のうちの相当、ほとんど8割方は機構の負担でいまお願いをするということで協議は進ん

でおります。

又地委員。竹田委員長

そうしたら2億円のものが4億円になったのですね。4億の8割方は機構のほうに又地委員

持ってもらうと。そうしたら1億2,000万円ですね､当初からいったら。そうすれば先ほど

。言っていました例えばエスカレーターの8,000万円くらいのお金を捻出できないのですか

(｢違います｣と呼ぶ声あり)
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例えば、2億円のものが4億円になったと。4億円になって4億円の8割くらいは運輸機構

に持ってもらえるのでしょう。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 午後1時55分

再開 午後1時58分

休憩を解き、会議を再開します。竹田委員長

もし、エスカレーターを整備した時にこれは町単費ですが、これは交付金事業の対象に

なるという認識でいいのか。あくまでも町の持ち出しというふうになるのかという部分、

現段階での見解でもしわかれば。

新井田課長

交付金のメニューの中に交通施設、そういう施設のバリアフ新井田まちづくり新幹線課長

リー化というメニューがございますので、100％確実にここでいま「なる」というお答え

は避けたいと思いますけれども、そういうメニューはあるだろうというふうに想定はされ

ます。

それであれば、やはりその辺も交付金の事業対象になるかどうか含めて補助竹田委員長

率、そして 終的にもしエスカレーターを整備した場合に町の持ち出しはいくら、起債の

残としてどうなるのかという部分も「やる、やらない」は別にして、そのくらいはきっち

り調べておいていただければと思います。

ほかになければ多岐に渡っての駅周辺整備事業でありましたけれども、まだまだこれか

ら今年度実施設計、工事の施工されているものもありますけれども、来年以降に具体的に

動き出すものがたくさんあります。その部分の事業実施に当たりましては、我々議会との

やり取り、あるいは今後の各町民、関係団体等の意見を十分配慮する中で進めていただき

たいというふうに思います。

吉田委員。竹田委員長

委員長に聞きますけれども、ちょっときょうの中身と違うのですけれども、あ吉田委員

る町民のかたからいま高架の部分ができていますよね、防音壁がもうついていると。ある

駅に行くと、防音壁はコンクリートではなくてアクリル性の透明なものを使っているとこ

ろがあると。この辺について、当然防音壁をやっても窓の部分は見えると。見えるけど、

すぐまちの下は見えないのですよね。その辺で、もうやってしまっているからこれは僕も

、 （ ） 、何とも町民の人に説明はできなかったのですけれども これは鉄建 機構 さんに行って

これからまだやる部分がありますよね。ここの部分でアクリルといいますか、透明の防音

壁を設置要請ができるのかできないのか。これは鉄建（機構）さんに言うのか、その辺に

ついてちょっとお聞きしたいのですが、委員長よろしいですか。

新井田課長。竹田委員長

これは運輸機構のほうに確認しないとわかりませんので、そ新井田まちづくり新幹線課長

の辺は確認して直接吉田委員のほうにお知らせすればいいですか。

いまの質問の部分、機構に問い合わせてわかった時点で事務局を通していた竹田委員長

だきたいと思います。

吉田委員。
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この質問は、先ほど道路の部分もやったのですよ。これが透明になると結構明吉田委員

るくなるのです。だから、そういうことも含めて必要なところはこういうものを入れて欲

しいということもあるし、新栄町のほうになるとどうしても防音壁で日陰の部分がすごく

出ると 「あれを透明にしてほしい」という声が上がったもので、今回質問したのでその。

辺も加味しながらできるできないは別にしてちょっと調べていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

又地委員。竹田委員長

例えば、新幹線工事が終わりましたと。これは土木のほうかもわかりませんけ又地委員

れども、冷水線から上がっていって佐女川の公民館のところとがっちんこした。実際に道

路ができてしまって、町民からいろいろ苦情等が出たときには線形改良ができるかどうか

聞いておきます。私は佐女川のほうから来る。そうして公民館のほうに上がって行く車。

こっちのほうから冷水線があって下に下りて行く、そうしたらそこでがっちんこします。

そうするとすごく、ある意味では冷水線から行って公民館に上がる人はすごく鋭角になっ

ています。かつ佐女川のほうから来た人も公民館のほうに行く人は結構な鋭角です。だか

ら、実際にできてしまってから現場を見る中で、あるいは公安委員会等の関係もあるかも

、 、しれませんが もしいろいろ問題があった時には線形改良ができるかどうかということを

課長がいま来ましたけれども、どうなのかなという気がしていますけれども。

構口主査。竹田委員長

いま、公民館のところの町道を付け替えした区域あたりのことをおっしゃって構口主査

いると思うのですが、まずあの箇所については地下歩道橋が今回補償ということで設置さ

れました。その地下歩道橋の高さが新幹線の高さギリギリで設置されております。いま又

地委員がおっしゃったことをやるとすれば、地下歩道橋の取り壊しを一度して道路を下げ

て延長確保しなければ難しいのではないかということが、いまの段階では想定されます。

それでお金をかければできるとは思うのですが、そういった意味ではちょっと線形の改良

というのはいまの時点では難しいのかなということは土木担当としていま言えることだと

思います。

又地委員。竹田委員長

人道橋の部分はあれはあれで良いと思うのです。そうではなくて、冷水線から又地委員

まっすぐ上がって行きますね。そうしたら、直角に佐女川の下のほうに下りていく道路が

これから付きますよね。そして、佐女川のほうから来て公民館のほうに上がって行く。こ

この両方が冷水線から上がって佐女川のほうに下りて行くカーブはそんなにカーブではあ

りません。佐女川から来て公民館に上がって行く人、それから冷水線上がってずっと行っ

て人道橋のあそこから公民館のほうに曲がって、このカーブが両方とも鋭角です。私はそ

んなふうに見ているのですよ。実際にいま「やりなさい」ということではなくて、実際に

道路ができた時に町民の間から苦情が出る 「危なくて、鋭角で」という問題が出た時に。

は線形改良できるような極端な話、余っている土地があそこにあるかどうかということで

す。私は、たぶんあそこは将来的には両方とも鋭角で事故があると思うのです。いまでも

そうです。佐女川のほうから来る。そして公民館のほうにあそこを曲がる。やはりすごい

ですよ。いま標識があるから注意していますけれども、結構な鋭角ですよ、あそこは。だ

から、将来的に道路が開通した時に町民から苦情がきっと出るだろうと私は思っているの
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で、そういう場合は線形改良をする土地もあの辺に残っているのか。ただ、黒川さんにい

た須川君の家があったあたりの角というのは、まだ土地に余力があると私は見ていたもの

ですから。その辺、課長、どうですか。

若山課長。竹田委員長

きょうの資料の写真の1番の付近の交差点のところかと思いますが、若山建設水道課長

中学校線については付け替えでなるべく現佐女川と冷水線から下って来たところに直角に

近い位置でぶつけておりまして、ただ、いま現在は冷水線から下って来た路線も佐女川一

線もまだ狭い状態でいますりついている状態で、このあと冷水線の街路の改良が行われれ

ば少し解消されると思いますし、その後の佐女川一線のほうも一応街路の計画にも入って

いますので、その際にまた交差点の形は若干変化があるのかなというふうに考えておりま

す。

関連で1点だけ。1番目の図面で線路側の歩道、この絵から見ればここで切れ竹田委員長

ているのですが、これがずっと佐女川沿いにずっとできるというイメージなのか、どこか

で歩道が切れるのかどうなのか、わかる範囲内で。

若山課長。竹田委員長

資料の7ページにあるとおり、今回の街路の計画はこの中学校線の写若山建設水道課長

真の1番のところが街路の今回の基点となっておりまして、将来計画ではこれが佐女川方

面に伸びて来て、そういった際には街路としては両歩道なのですけれども、現在の佐女川

一線は山側のみ歩道がありまして、川側については現在は歩道がないという状況です。で

すので、今回の仕上げについては歩道はここで終わって歩行者の誘導について処理してい

かなければならないということです。

そうしたら絵のとおり、ここで歩道は切れると。現時点ではそうですね。竹田委員長

若山課長。

この付近で、ここがはっきりこの場所かと言われるとそれは写真なの若山建設水道課長

で、この付近です。

わかりました。竹田委員長

ほかになければ終わってよろしいですか。

まちづくり新幹線課、建設水道課の皆さん、大変お疲れ様でした。朝から長時間に渡り

ましてありがとうございます。ご苦労様です。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時10分

再開 午後2時20分

3.その他

（１）報告事項

休憩を解き、会議を再開します。竹田委員長

総務課の皆さん、大変ご苦労様です。

それでは、総務課からの資料が出ておりますので、説明を求めます。

総務課長。
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それではこのあと本日第9回の総務・経済常任委員会ということで開催さ大野総務課長

れるということを確認させていただきまして、局長並びに委員長にお願いをいたしまして

この追加資料のほうを用意させていただきました。朝から委員会が開催され、また明日以

降の日程も決まっているという中で、時間のない中をこのように総務のために割いていた

だきまして大変ありがとうございます。

報告する案件は2件でございます。

まず、資料の少し厚めのほうですが、総務課追加資料ということで、1というふうに番

。 。号をふっている資料です 工事契約の解除に関する報告をさせていただきたいと思います

これは、当町でははじめて起こった事案でございます。

平成24年11月13日付けで締結した工事契約について、契約締結後に本人から「建設業許

可を更新していない」との申し出がありましたので、その事実確認調査を実施の上、協議

を行った結果、今回の工事に当たって適格者ではない者と認められるので、工事契約約款

第46条の規定により契約を解除しております。契約解除までの経過ですが、工事名は「既

設公営住宅解体除却工事 です 請負業者は後藤建設 後藤勝美です 請負金額は720万3,」 。 。

000円です。工事期間は24年11月13日から24年12月25日まで。入札執行日は24年11月13日

です。町内業者6社による指名競争入札を行っております。建設業許可を更新していない

申し出、平成24年11月20日 後藤建設 後藤勝美より建設水道課小池主幹へ次のような申

し出があった。

工事の提出書類作成のため、建設業の登録番号を確認したところ、建設業の登録が本年

。「 」平成24年3月14日で切れていた事がわかった 今後の工事の継続についてどうするべきか

という相談がありましたので、小池主幹からは工事を中止するよう指示をしております。

工事は準備中であり現場では工事に着手しておりませんでした。

建設業法の取り扱い。建設業法では1,500万円未満の建築一式工事は建築業の許可がな

くても請負ができますが、建築物の解体工事の場合、建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律による解体工事業の登録が必要になります。これは、今回の工事が80平米以上

を超えているということで必要となります。なお、建設業の登録を更新した場合は、解体

工事業の登録は必要なく、解体工事を請け負うことが可能であります。

事実確認調査です。契約担当の私、大野総務課長及び工事担当の若山建設水道課長、小

池主幹が後藤建設 後藤勝美と会って事実確認を次のとおり行っております。

建設業の許可がないのになぜ入札に参加したのか。ことし3月に北海道知事へ更新の手

続きを行っていないことは認識していた。これは本人の弁です。北海道知事からといいま

すか、北海道の建設管理部からは、3月までの許可ですので失効になる1か月前には再度の

手続き、更新手続きを行うようにというような通知が出されています。それを受け取って

いながら認識をしていたということです。行っていないということです。

木古内町からの指名通知が届いたので、2年前に提出した指名願いが有効で次の届け出

まで、これは来年の2月です。木古内町が発注する工事は請け負うことができると解釈を

していたと。

また、工事の準備はどこまで進んでいるのかということで確認をしました。工事看板を

作成している。労働基準監督署への工事届け出を行った。現場は着手していないという状

況です。
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無許可業者への処分ですが、後藤建設 後藤勝美との面談調査では、本人が許可を更新

していない事実を認識しながらも、自分に都合の良い解釈で工事を請け負うことでできる

と理解していた。この点について、過失による自己判断と受け止めています。そこで、業

者への処分については、契約約款による発注者側の契約解除権について検討したが、建設

業法の違反や建設業の許可に関する明確な記述が契約約款にないことから、第46条の「発

注者は、工事が完成するまでの間は、第45条第1項及び前条の規定によるほか、必要があ

るときは、契約を解除することができる 」を適用し、契約を解除することとした。。

なお、この規定では発注者側の都合による解除権という意味が含まれていることから、

受注者側の損害を補償する解釈がありますので、別に解約合意書、任意様式ですけれども

作成し、双方に債権債務がないことを確認しています。

指名停止処分 この度の事案について、指名委員会を開催し次のとおり指名停止処分を

行っています。停止期間は平成24年11月30日から6か月間。なお、本人からは今後建設業

法の許可申請は行わず、指名願いの提出も行わない旨の申し出を受けています。これは事

実確認調査の時に受けています。

今後の対策ですが、建設業法の許可を受けていることの確認については、指名願いを受

理した際に許可期間を確認の上、一覧表で整理することとします。

契約担当課である総務のほうでは、指名通知を業者に出す時に建設業法の許可の確認を

していればこういうような事態にはならなかったのですが、そういった行為をしておりま

せんでした。当然のことに更新と言いますか、手続きはされているものというふうに信頼

をしていたということで、大変手続き上問題があったかなというふうに考えております。

また、指名通知を送付する際に建設業法の許可及び経営事項審査結果を確認の上、入札

に参加するよう明記した文章を今後は同封していきたいと思っております。

なお、この度の既設公営住宅解体除却工事については、改めて入札を執行することとし

ております。

資料として本日、契約約款の抜粋をつけました。一番 後のページですが、こちらのほ

うに46条の規定が載っております。7ページです。46条では、発注者は工事が完成するま

での間は第45条第1項及び前条の規定によるほか必要があるときは契約を解除することが

できるということで、ここで発注者側の契約解除権がうたってあります。

では、45条第1項、そして前条がどういう条文であるかというのは、45条の第1項は6ペ

ージです。戻りまして6ページ、発注者の解除権が第45条に記載されているのですが、(1)

から(7)までにかかわる条文については、建設業法等の届け出云々ということばがないも

のですから、ここについては解除権を適用できないという判断をしました。

また、前条というのは次のページにいきまして、7ページの第45条の2なのですが、こち

らにつきましては(1)から(5)に記載があるように黄色のマーカーをしていますが、独占禁

止法、あるいは公正取引の確保に関する法律に違反する場合ということですので、こちら

も該当をしないということで46条を適用したのですが、なお45条、6ページのほうには(3)

では第6条、または17条の規定 （4）では第10条第1項第2号に掲げるものというのがあり、

ますので、こちらのほうについて確認をするために資料をお付けしています。

3ページに戻るのですが、第6条については一括委任、または一括した請負の禁止という

ことで、この下請けそのものの届け出がまだ出る前の、解体工事に関する手続きをする時
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に気がついたということですのでここも該当しません。

また、第10条 現場代理人等につきましても、主任技術者ということですので、こちら

については届け出が可能な技術者というふうに認識をしております。

また、5ページのほうでは、第17条が載っているのですが、設計図書不適合の場合の改

造義務及び破壊検査等ということで、設計図書に適合しない工事を施工した場合、これは

受注者がです。これについても該当しないということで、今回につきましては46条の規定

を適用して発注者側の解除権を更新したという案件でございます。

先ほども、事務を執行する上での私どもの確認が不足をしていたということでは、大変

申し訳なく思っております。二度とこのようなことが起きないように、本日書き記してお

ります今後の対策に基づいて事務を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いをいたします。以上です。

あまり聞いたことがない事例というか凡例の報告であります。竹田委員長

岩館委員。

これだけではちょっとわからないと思うのですよ。もう既に終わっている工事岩館委員

があるわけですから、この人が取って終了した工事について、その工事の金額、あるいは

、 。その時に入った業者 そういうものも一緒に提示しながら総合的に議論していただきたい

これは議長からのお願いでございます。

又地委員。竹田委員長

24年の3月14日に建設業のあれを再申請していなかったのですね。そして3月14又地委員

日に切れていたと。まず、ひとつは行政の怠慢。これはもう否めないですよ。指名願いが

来たと。そうすると一覧表を作っておいて、指名願いは隔年制ですからね。そうすれば3

月14日で切れていると。そうしたら、町長もこのあいだも言っていましたけれども、地元

業者の育成、この地元業者の育成というのは何かということです。

3月14日に切れていた。そうすると、この業者をある意味では 「間もなく切れますよ」、

とか、そういうことも私はある意味では地元業者の育成だと思っています。まして3月14

。 、 。日に切れているのを指名したと これはもう地に落ちています こういうことというのは

かつ、平成24年度にもこの業者がもし3月14日以降工事をもらって、町の工事を受注し

ているとしたらこれは大問題ですよ。だから、ここでただ、この委員会に特段のはからい

をしてもらってのことです。そうすると当委員会としては、この業者が3月14日で切れて

いるのに木古内町が指名して、平成24年度に仕事をしているかどうかの確認をしなければ

だめです。そうであれば、いまどうのこうのということではない。これは特別にこの常任

委員会を開いて、委員会としての考え方をまとめるべきです。そして行政にもの申す。当

たり前でしょう。もしあったとしたら大問題です。

もし、あるとすれば資料を出していただいて、きょうはこれで終わりです。

あと、なぜ終わりかというと、いろいろ行政サイドのミスもある中で、ここでただ謝っ

て終わりというわけにはいかない。そうでしょう、町長。

3月、春ですよ。3月14日ですよ。春に、それもわからないで指名していて、平成24年に

仕事をさせていたとしたら、これは大問題ですよ。大問題です 「ああそうですか」とい。

うわけにはいかない。

、 、 、だから もしことしの発注工事の一覧表の中に この業者が受注しているものがあれば
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即、追加資料として出してください。

資料すぐ出ますか。竹田委員長

暫時、休憩したいと思います。

休憩 午後2時38分

再開 午後2時51分

休憩を解き、会議を再開します。竹田委員長

それでは、ただいま発注一覧をいただきましたけれども、この説明を求めます。

幅崎主査。

ただいまお配りしました資料の中で、この度の案件の業者さんが指名を受けた幅崎主査

、 。工事につきまして 番号と工事名称を読み上げて説明しますのでチェックをお願いします

まず、2番の佐女川団地内部改修工事、続きまして4番の釜谷活性化施設改修工事、7番

スポーツセンタートイレ壁補修工事、8番佐女川教員住宅解体工事、9番釜谷教員住宅解体

工事、14番安行苑スロープ設置工事。次のページになります。16番木古内小学校体育館屋

上防水改修工事、25番物品保管倉庫建築工事。次のページになります。32番、今回の既設

公営住宅解体工事、以上9件の工事に今回の業者さんが指名を受けております。

ただいま資料の説明をいただきました。竹田委員長

総務課長。

ただいま提出させていただいた資料の9番釜谷教員住宅解体工事につきま大野総務課長

して請負を行っております。5月25日に入札を執行し、工事期間は7月31日までとなってお

りました。落札金額につきましては97万6,500円。こちらにつきまして、私どもでどのよ

うな判断をすればいいのかということも含めまして、振興局の建設管理部のほうに照会を

いたしました。また、その際に建設管理部からは、建設業法の取り扱いについてご教授を

受けました。その中で、建設業の許可につきましては二つの目的があり、建設工事の適正

な施行を確保し発注者の保護をはかるということと、建設業界の健全な発達の促進という

ことで、この建設業法に基づく建設業の許可につきましては、軽微な工事、例外規定がご

ざいまして、許可のいらない軽微な工事という考え方がございます。そこに今回の98万円

の工事のついては該当していたということで、確認をしました。それは、きょうの説明に

も書いたのですが、7の建設業法の取り扱いで、業法では1,500万円未満の建築一式工事は

許可がなくても請負ができるというふうになっております。

1件の請負金額が一式工事以外の業種では500万円というふうな規定に変わるのですけれ

ども、今回は建築一式工事ですので1,500万円、そして、さらにきょう示しましたこの1ペ

ージに書いております2行目の7の2行目の建築物の解体工事の場合ということで、再資源

化をするために届け出をするのは80平米を超えた場合ということでしたので、釜谷につい

てはこれに該当しないということで、業法に違反する工事の執行ではなかったということ

で整理をしたところです。

ただ、そうは言っても我々のほうで一昨年、23年の2月に指名願いの届け出を受けまし

た時に建築業法の許可については5か年間の許可ですので、その失効期間がいつなのかと
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いう確認をしていなかったというのは、これは我々事務部局の確認ミスということでもご

ざいますので、そこの点についはやはり反省をしなければなりませんし、契約を執行した

ということが建設業法上の違反行為にはならないというふうに建設管理部のほうからも整

理をしていただいたのですが、そうは言っても社会通念上ですとかということを言います

とどうなのかという話になろうかと思いますので、そこのところは今後の処分でしか我々

は相手に対して強い処分でしか臨めないのかなというふうに思っております。ただ、この

度の処分については、先ほど言いました解除ということと、停止期間6か月、さらに本人

からは「更新の手続きはしません 、あるいは「新規の指名願いの届け出はしません」と。」

いうことですので、そこは今後将来にわたって木古内町が指名をするということはないと

いうふうに考えております。以上です。

ただいま資料の説明、総務課長から建設業に基づく許可の関係について説明竹田委員長

をいただきました。これについては、同僚議員から出されていたように、議会としての議

論、整理をし、行政側としても既に工事が終わっている部分を含めてどうするかという部

分については、今後内部検討されるものと思います。

この件はこれで、継続審議ということで皆さんにお諮りしたいのですが、12月定例会以

降でなければこの委員会を開催できないのかなと事務局ともちょっと打ち合わせをしたの

ですが、そういう形でよければ、そういうことで定例会終了後の日程調整をしながら日程

を決めたいと、このように思っています。

又地委員。

それはそれでいいのですけれども、いま総務課長からいろいろ話を聞いたので又地委員

、 。 。すけれども 皆さんの中で確認したい部分が私はあると思うのですよ 私も一点あります

7番の建設業法では、1,500万円未満の建築工事一式は許可がなくても請負ができるとい

うのは、これは許可がなくてもいいのですか。建設業の許可を持っていなくてもできるの

ですか。まず、できるということなのですね。

それから、私はこういう解釈をしているのですよ。建設業法上では、例えば需用費等で

例えば小破だとか、そういうものに関して、急を要するもの等に関しては、例えば建設業

の許可をとっていなくても 「ちょっと修理してくれませんか」という部分では、それは、

それでもいいと思うのです。ただ、例えばいま9件報告を受けましたけれども、これは全

部指名競争入札ですね。ここに私は問題あると思います。指名競争入札。指名競争入札と

いうのは何かという部分をちょっと調べてみてくださいよ。指名競争入札というのは、指

、 。 、 、名する以上は 木古内町が指名するのです そうすると 指名する資格がないとだめです

相手に。このかたは資格がなかったのです、結果的には。これは何でもかんでも1,500万

円というのは、私は違うと思っていますよ。安易な工事で小破修理、例えば「床がちょっ

とへこんだから直してくれませんか」とか、俗に言う需用費の中で整理する工事とかあり

ますよね。それは入札でなくして、匿名で。たくさんあります。我が町もたくさんあるの

です、そういうの。

そういう工事については、私は「良し」としてもよいと思うけれども、指名競争入札を

させたという部分に関しては、これは異議がある。それは、私は強く言っておきます。あ

とはいいです。あとは常任委員会でいろいろ議論があるのでしょうから。

ほかに、いま確認したいことがあれば。竹田委員長
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総務課長。

ただ今の建設業法のほうなのですけれども、建設業の許可というのは建大野総務課長

設業法の第3条のほうに書いております。その中に 「ただし、政令で定める軽微な建設工、

事のみを請け負うことを営業とするものはこの限りでない 」という項目がありまして、。

この政令というのが建設業法施行令第1条の2に書いています。この第1条の2は、きょうの

資料に書いております1,500万円未満の工事についてはできるというふうな規定になって

おります。

、 、 、また 指名競争入札への参加を求めたことについて これも建設管理部との協議の中で

「指名をしてしまっていました」ということで報告をし、指示といいますかアドバイスを

いただいたのですけれども、そのこと自体について 「木古内町が相手のほうから資格が、

ないという通知が来ていないのであれば、わかっていなかったことなので指名をすること

については、問題はなかったでしょう 」と。ただし、その指名に参加をして落札をした。

時、その業者が建設業法の違反に問われる場合があります。それは、いま言った建築業の

建築一式工事の1,500万円を超えた場合は業法の違反になりますと。ただし 「1,500万円、

を今回は超えていない工事であれば違反にはならないのだけれども、もうひとつ解体業の

ほうがありますから、これもクリアできなければだめですね 」というふうな判断はいた。

だきました。

又地委員。竹田委員長

だけれども、我が町は指名競争入札に参加できる、できないというのは、何で又地委員

あれするのですか。そうしたら早い話、許可がなくても指名願いだけ出していればできる

のですか。そうでないでしょう。だからそこです。何か中途半端なやり方で、春からです

ものね。まして9件です。そして、そのうち2本も取っているのですね。そして6業者です

よ。何業者いるのですかね。これはほとんど全部、たぶんこの人が指名された中には、木

古内の建築屋さんがほとんどみんな入っているのではないですか。そうしたら、そのウエ

、 。イトというのは金額の大小にかかわらず 大変なウエイトだろうと私はそう思うのですよ

そうすると、何か我が町の指名委員会、そして指名をする規定、こんなものは要らなくな

るような感じがしてしまいますね。

だから、このことが例えばまちなかで 「そうすると資格がなくても指名願いを出して、

いれば1,500万円以下の部分に関しては、指名をもらえるのではないか」と、今度へんな

話がひとりでに走ってしまいますよ。他のまちにはこういうのはないですよ。まして、指

名競争入札というのは、ある意味では随契も一頃は多かったですよね。だけれども、いろ

いろ議員のほうから、あるいは常任委員会のほうから、ある意味では「随契というのはま

ずいだろう」という形の中で指名競争入札をほとんどがするようになった。そういうふう

にしたという基本を考えれば、やはり町民の税金を使って、そして正当な競争入札をして

ほしいという基本にあったと思うのです。だから、競争入札というのは、なんぞやという

ことを考えれば、もう少し行政も少し勉強してもらわないとだめだなと。あるいは、この

常任委員会でもいろいろあったけれども、例えば入札執行率の問題もこれありです。それ

は高いからだめだとか安いからよかったということではないですよ。ないですけれども、

その辺は町長も町内業者の育成というすごく歯切れの良いことを、私たちも同じかもわか

りません。だけれども、こういうことがあれば歯切れの良いことばかりでは通らないです
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しね。私はそう思っております。

総務課長。竹田委員長

大変申し訳ありません。2年に1度の指名願いを受理する時のみの確認しか大野総務課長

行っておりませんでした。その際に、又地委員がおっしゃるようにしっかりとした許可、

期限、期間、そういったものを確認すべきところ、それもせずに事務を行っていたという

ことで申し訳なく思います。できれば、このあと再度の執行をしたい事業というふうに考

、 、えておりますので その点についてはきょうの中で進めさせていただければと思いますが

よろしくお願いいたします。

又地委員。竹田委員長

これは解除だから、町長、来春出したらいいでしょう。あえて急がないとだめ又地委員

な工事ですか。

(｢補助事業｣という声あり)

又地委員。竹田委員長

そうすると年度内にやらないとだめなのですね。だからそういうこともありま又地委員

すよね。補助事業だからとかという。そうしたらなおさら細部にわたって確認しないとだ

めなことでないのかな。

あと指名委員会の役割はどうだったのですか。

総務課長。竹田委員長

これにつきましては、業者登録に関しての指名委員会への報告、提案につ大野総務課長

きましては、事務方である私のほうからしておりますので、指名委員さんについては当然

のごとく許可があるものというふうに受け止めております。

総務課長、再度補助事業であるから、解除後の事業を執行させてという部分竹田委員長

を言っていなかった。ただ、この解除に伴っての事業の部分、それを要請するのであれば

再度答弁いただきたいと思います。

総務課長。

この公営住宅の除却工事につきましては、社会資本整備交付金を使いまし大野総務課長

て、今年度、道のほうからも「今年度であれば交付金が希望どおりつけることができます

よ」ということの通知をいただいて補正で取り組んだ事案でございますので、何とか今年

度中の執行をお願いいたします。

皆さんにお諮りします。竹田委員長

いまのこの工事契約の解除に関するこの件については、後日議会としての内部議論を含

めてできれば日程調整からすれば定例会終了後に再度開催し、そして行政側との議論もし

たいと、このように思います。それで、いま総務課長から報告があったように、この解体

工事については交付金事業、補助事業絡みだということで早く工事を発注したいというこ

とで、この件の課題は残りますけれども、このあとの事業について入札を再度するという

ことですね。そういうことで進めるということだと思いますので、それについては皆さん

の了解を得ればこの場でＯＫしたいなというふうに思います。

又地委員。竹田委員長

補助事業だからどうしてもやりたいと、こう言いますね。だけれども落札金額又地委員

はわかっているのです。そうでしょう。たぶん、どんな指名にするのかという問題がひと
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つ、それはすごく大事なことです。後藤建設で解約になってしまったけれどもこの金額で

入札していたと。入札執行率が90ですか。やはり私はそういうことも考えて、補助事業だ

からしかたがないと皆さんが言うのかもしれませんけれども、次年度にやったほうがいい

のではないのかなというのは、そこなのです私は。口頭でこの業者が90いくらで取って、

そうしたら私は95で入れたらもう・・聴取不能・・ こういうのというのは、何かもう一

回こういう過ちを起こせばあげ足を取られるような形になってしまいますよ。これはいく

らの補助事業ですか、50％ですか。そういうことも、私はどんな指名をするのかわかりま

せんけれども、6社あったうちの残り5社といったら、みんな5社の人がたは一回札を入れ

ていますからね、そうでしょう。そうなると何かややこしい問題が出るなということも頭

の中に入れて、やるならやったほうがいいのではないですか。

総務課長。竹田委員長

入札執行の際のこの度の案件につきましては、入札をやり直しということ大野総務課長

になりますから、再度入札ということになりますと、同じ工事内容で再度入札の場合は業

者を全部変えなければなりません。ただし、工事内容を変えた場合、設計金額を変えた場

合については前に指名した業者を指名することが可能となっております。工事内容を一部

変更し、補助事業に町単独事業を追加しまして入札を執行したいと思っております。

又地委員。竹田委員長

うまい方法、いろいろあるわけだし、あるいは2棟でれば1棟ずつに分離すると又地委員

いうこともあるだろうし。

総務課長、1点だけ確認します。いまの件、再度この部分については定例会竹田委員長

、 、終了後にもう一度委員会を開催する予定ですけれども それ以降でも入札が間に合うのか

その前に入札執行しなければならないのか、その辺の見通しはどうなのですか。

総務課長。

年内発注であれば2月末までには工事を終えなければならないというのが大野総務課長

期日のようですので、大変こちらからお願いしているのに、またお願いして申し訳ないの

ですが12月中に執行ができれば間に合います。

そうすれば、次回のこの委員会の協議が終わったあとに入札執行するという竹田委員長

確認でいいですね。

この件については、そういう形の中で次回に継続審議ということにいたします。

それでは次の議題について

大野総務課長。

本日お願いしております追加資料の、その2になります。大野総務課長

臨時職員等の任用及び勤務条件等に関する規則の改正について、これまで職員の中で検

討を進めてまいりましたので、その方向がまとまりました。この中には、従来の功労金、

長期で勤務されている臨時職員等に関する功労金規程を廃止する案も含まれておりますの

で、本日時間をいただいてご説明をしたいと思います。

、 、 、（ ） 、まず 改正の理由ですが 現在臨時職員及び非常勤職員 以下臨時職員等という は

木古内町臨時職員等の任用及び勤務条件等に関する規則の規定により任用等の手続きを行

っています。この規則による任用であれば、特例として任用期間を延長することはできる

が、基本としては任用期間は 長でも1年の契約であり、事務補助以外の臨時職員等では
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実際の取り扱いを一致しない場面があります。これは、事務補助以外というのは老人保健

施設、あるいは病院等の資格職員、看護師や介護士について長期の勤務をお願いしている

ということで一致しない場面があります。そこで、改めて臨時職員等の採用に関する関係

法令や総務省通達などを参照し検討を行いました。

検討結果及び結果ですが、総務省の通知が平成21年4月24日付けで、公務員部公務員課

長名で出ていますその内容はここに記載しておりますが、臨時非常勤職員が就くこととさ

れる職については、本来原則1年ごとにその職の必要性が吟味される新たに設置された職

と位置づけられるべきものである。ある臨時非常勤の職に就いていた者が任期の終了後、

再度同一の職務内容の職に任用されること自体は排除されるものではないが、同じ職の任

期が延長された、あるいは同一の職に再度任用されたという意味ではなく、あくまで新た

な職に改めて任用された者とされる者であり、当該職員に対してもその旨説明がなされる

べきである。これは、同じ職に勤務をするとしても、その職に勤務するのは新たな職に改

めて任用されたというふうに整理をしなさい、というふうに読み取っています。

2点目は、地方公務員の採用における成績主義や平等主義の原則を踏まえれば、繰り返

し任用されても再度任用の補償の様な既得権が発生するものではなく、臨時非常勤の職で

あっても任期ごとに客観的な能力、実証に基づき当該職に従事する十分な能力を持ったも

のを任用することが求められる。成績、平等主義ということでいえば、これは職員として

採用しなさいよということになるのですが、ただ更新ではなくて再度の任用を補償するも

のとしては客観的な能力、実証に基づいて当該職に従事する十分な能力を持ったものとい

う評価が必要です。ということになっております。

以上のことから、雇用主として臨時非常勤が勤務する職の必要性について毎年検討し、

次年度の採用が必要とされる場合、当該職員の業績や態度、能力を総合的に判断し、良好

に勤務した者に対し、勤務の意思を確認した上で非常勤職員として再度の任用を行うこと

とします。この場合、規則での表現は公務の効率的運営を確保するため、特に必要がある

と認めた時とします。

、 、 、 、(2)では 定義及び呼び名 呼称ですが 自治体における職員の定義から紐解いていき

結果を導き出すことが制度設計としては必要な部分と考えました。地方自治法では、職員

の定義は常勤及び非常勤職員の二つで分類しています。また、常勤職員の定数は条例で定

めることにもなっており、定数に数えず地方公務員法の適用を受ける職員とする場合、非

常勤の一般職となります。今後は地方公務員法の適用を受ける非常勤の一般職として位置

付けておくことのほうが臨時職員等の身分保障が行いやすいことから、こちらを採用する

こととします。制度を新しくして運用を開始することになるので、呼び名を臨時職員等か

ら非常勤職員等に変更することとします。

適用する賃金表は、賃金については現在の賃金表がありますので、この考え方で行うこ

ととします。

昇級、現行は1年1号の昇級となっていますが、非常勤職員として1年ごとに非常勤職員

等の業務記録表による総合的判断を行い、新たに契約を結ぶことから現行の1年1号を1年2

号に改めます。このことは、功労金規定を廃止する代替策という側面も兼ねております。

、 。なお 看護師や介護士については人材確保のため1年3号までの昇級ができることとします

手当支給率は現在と同じく2.5か月とします。
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勤務時間ですが、非常勤の一般職の考え方です。勤務時間につきましては、正職員の勤

務時間を下回るよう調整します。具体的には休憩時間を職員より15分長く設定し、職員よ

り短時間の非常勤職員とします。

交替勤務職場、これは老人保健施設や病院です。これにつきましても同様の取り扱いと

します。

制度改正案ですが、制度が確立するための経過措置も含め運用方法については次のとお

りとします。開始年度以降も採用、制度開始年度以降の採用については、任用初年度は臨

時職員として任用します。そして半年更新の1年を限度とします。

2番目の2年目以降については、勤務成績良好の場合、非常勤職員として任用、これは1

年以内とします。また、(2)では現在在職している職員ですが、勤務成績良好の場合、非

常勤職員として任用を1年以内とします。

後に4点目の木古内町功労金規定の廃止です。退職金に相当する基準として功労金規

定を設定していますが、木古内町独自の規定であり、財源はすべて一般財源であることか

ら臨時職員等の規則改正に合わせて廃止することとします。なお、廃止する場合の功労金

の支払いについては、制度の改正時点の勤続年数来年25年3月末に行うこととします、功

労金を廃止するのですが、1年2号の昇級ということになれば、毎年の1年の収入が増えま

すので、そちらのほうに退職金ということで一時金を出すのではなくて、単年度、単年度

の収入を増やしていくという方向で整理をしたいというふうに思っております。

以上、検討した結果についてご報告を申し上げます。

ただいま臨時職員の処遇の改善といいますか、規則の改正についての説明を竹田委員長

いただきました。これは、総務課長、新年度ということの計上なのか12月で出て来るのか

という部分がまず一つ。

それと、功労金、25年の3月の定例で補正をするということですが、この該当者は何名

なのか。人数がわかればちょっとお知らせ願いたいと思います。

総務課長。

こちらの臨時職員等から非常勤職員に替える案件につきましては、規則で大野総務課長

すので議会提案をする場面がないということで本日説明をさせていただきました。実施に

つきましては、功労金規程は3月末で廃止。新たな規則については25年4月からということ

で、そこで結び付けていきたいというふうに思っています。功労金の対象者ですが、行政

は8名です。8名で1,500万円ほどの支払いになります。病院のほうは病院のほうの指定管

理者ができましたので、病院のほうで予算を組んで執行するという形にはなりますけれど

も、規則についても病院のほうで整理をしてもらうことにしております。それで病院は19

名おります。これは1,700万円くらいです。

老人保健施設です。30名おりまして1,350万円です。

この件について、皆さん質疑があればお受けしたいと思います。竹田委員長

又地委員。

看護師や介護士についてもこの部分が及ぶのですか。又地委員

総務課長。竹田委員長

はい。大野総務課長

又地委員。竹田委員長
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なるほど。私はまた、管理者の範ちゅうの中でとなるのかなと思っていたので又地委員

すけれども、採用する時は管理責任者の段階で例えば臨職、今度は非常勤ですか、職員を

採用するというということになるわけですよね。それでもこの部分が適用になるというこ

となのですね。

そうすると、例えば1年に2号俸、あるいは1年で3号俸までの昇級ができると。これは何

、 、か 後までいっても同じだというような言い方をしましたけれども そうではないですね

実質中身的には。

例えば、1年間の契約なのですね。1年1年の契約です。そうすると、今までの臨時職員

の待遇とこれからの非常勤職員の待遇に関しては、課長の説明だと1年に2号俸云々とか、

1年に3号俸云々と言ったけれども、これは全く違いますね。例えば、仮に60までいってあ

と20年あるとしても1年1年の契約だから、そこで切られると全くその部分には該当しない

のですね。あてはまらないですね。何となくこの部分に関しては、1年に2号俸なり1年に3

号俸なり上がったからといって、勤続年数が臨時職員でいればあと20年あったけれども、

1年契約だから例えば2年か3年で切られるとすれば、そうするとそこにはかなりの差の開

きが出てくるというふうにとってもいいですよね。そういう考えはどうなのですか。

総務課長。竹田委員長

まず病院が全適になって管理者というお話がありました。この制度を改正大野総務課長

しなければ、病院のほうも動けない事情もあるのです。これは、全適を受けたのは病院、

町の施設としては老人保健施設もございますし、またほかの教育委員会ですとかあるわけ

です。その中で、まちの方針が決まっていなければ、病院だけが改善をしてしまうとほか

の職員との不均衡が出てしまうということで、先に行政部局でまとめて、その上で病院の

ほうの意向も含めながら整理をしていこうということで取り組んだ案件です。

いまも毎年1年契約をしております。長期の契約にはなっておりません。その中で1年に

1号という昇級です、現在は。それを一般事務職について勤務成績等を判断させていただ

いて、この職場には必要だということになれば、次の年の任用をすると。その際に2号の

際に2号の昇級をしましょうということです。看護師と介護士は、これはなかなか低い金

額ですと応募者が少ないということ。そして処遇を見て応募されるものですから、人材

確保をするために一般事務職の2号ではなくて、更に1号上積みをして3号で取り組んでい

こうという考え方です。

総務課長、確認します。竹田委員長

いまの2ページの看護師、介護士の人材確保のために1年3号までの昇級ができることと

します。その2行上の「1年1号を1年2号に改めます」と、言葉の使い分けをしているので

すけれども、これは場合によっては看護師、介護士であっても1年に2号の人もいる、3号

の人もいるという、差をつけるという意味でこういう表現にしているのか。

もし、人材確保のために昇級のこの規程をつくるのであれば 「1年に3号昇級にする」、

に改めるという表現のほうが適切かと思うのですけれども、その辺の見解はどうなのでし

ょうか。

総務課長。竹田委員長

すみません。曖昧な表現ですね。1年3号です。大野総務課長

わかりました。そうしたら「できることとします」ではなくて。竹田委員長
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「1年3号の昇級」に改めます。大野総務課長

わかりました。竹田委員長

ほかにありませんか。

ただ、先ほど又地委員から言われた病院の関係ですけれども、せっかく全適で管理者も

配置をして病院経営の改革をはかるということだから、これは行政の規則改正ですけれど

も、病院は病院の規則改正が出るわけですね。その中で病院については 「もっとこうす、

る」という部分があっても、行政に右習いすることはないのではないか。もう少し新しい

感覚で何かあってもいいのかなという、ちょっと客観的な感じがするものですから。

今回は足並みを揃えるということですから、それはそれとして格差均衡をはかる意味で

はこういうやり方がいいのかなと思うのですが。

総務課長。

これは老人保健施設の看護資格に配慮したのです。病院のほうがより良い大野総務課長

、 、処遇を出しますと 老人保健施設に看護師が集まらなくなるというのもあるものですから

まずスタートは一緒でということでお願いしております。

わかりました。竹田委員長

又地委員。

財源は一般財源ですね。ざっと4,550万円です。大変ですね。暮れを控えて、又地委員

かつ年度末というと、4,550万円も財源は大丈夫ですか。

総務課長。竹田委員長

制度を運用している以上、定年といいますか60でお辞めになる時には、そ大野総務課長

れだけの予算を措置しなければならないルールになっておりますので、こちらについては

退職一時金というふうに、このように大きな金額を支出することがないように毎年の支払

いの中で、そして本人には少しでも月額給が増えていくという方法を考えました。

これは賃金の底上げというか、改善だから雇用される側からすればいいのか竹田委員長

なと。ただ、功労金、退職金がなくなるという一面もありますので、その辺については。

一応この功労金については25年3月31日ですぱっと整理をすると。60まで見越した功労金

をあげるということでないですね。

総務課長。

いいえ違います。大野総務課長

わかりました。竹田委員長

ほかにございませんか。

(｢なし｣と呼ぶ声あり)

、 。竹田委員長 なければ以上で総務課の事務調査については これで終わりたいと思います

大変どうもお疲れ様でした。

暫時休憩をします。

休憩 3時39分

再開 3時40分

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長
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その他の部分で事務局から報告させます。

事務局長。

実は意見書の採択ということで「オスプレイ」の関係で前に決めていたの山本事務局長

ですが、あの時もいろいろ議論があったのですよね。もう一回意見書を読み直してみまし

たら、前回出されていたのが9月ということで、沖縄に配備される前の段階の意見書でし

た。もう一回ちょっと読み直してみましたら、かなり現状とはそぐわない内容になってい

、 、ましたので やるとすれば大幅に変えなければならないという中身になっていましたので

一度この中ではやるということでは採択としたのですが、今回見送ったほうがいいのかな

というふうなことを思いましたので、大変申し訳ありませんけれどもちょっとお諮りをい

ただきたいというふうに思います。

いまの件、そういう形でよろしいですね。とりあえず取り下げするというこ竹田委員長

とで。

次回の日程は、事務局、総務のほうと、どちらにしても定例会終了後の早い時期に日程

を決めたいというふうに、このように思っています。わかり次第皆さんのほうにご案内し

たいと思います。

暫時休憩します。

休憩 午後3時42分

再開 午後4時00分

休憩を解き会議を再開します。竹田委員長

以上で、第9回総務・経済常任委員会を終えたいと思います。

どうも遅くまで長時間ありがとうございました。

午後４時00分 終了

説明員：大森町長、大野総務課長、新井田まちづくり新幹線課長、中尾新幹線振興室長

若山建設水道課長、小池主幹、構口主査、阿部主査、福田主査、片桐主査

名須賀主幹、幅崎主査

傍 聴：なし

報 道：道新 大城道雄 函新 小杉貴洋

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


