
平成 27年 予算審査特別委員会 

 

1 開 催 期 日   平成 27年 3月 9日（月）   午前 10時 00分から午後 2時 53分 

 

2 開 催 場 所      本庁舎 3階本会議場 

 

3 出 席 委 員   立崎委員長、佐藤副委員長 

中野委員、永井委員、板垣委員、谷浦委員、橋本委員、野村委員、 

鈴木委員、田辺委員、武田委員、畠山委員、中田委員、國枝委員、 

滝 委員、藤田委員、大迫委員、木村委員、尾崎委員、川崎委員 

 

4 欠 席 委 員   西田委員 

 

5 委員外議員   なし 

 

6 市側出席者 

建 設 部 長  村 上 清 志   経 済 部 長  小 島 靖 雄 

経 済 部 次 長  藤 木 幹 久   庶 務 課 長  斎 藤 秀 樹 

都 市 整 備 課 長  駒 形  智   建 築 課 長  中 島 秀 男 

土 木 事 務 所 長  諏 訪 博 紀   農 政 課 長  砂 金 和 英 

商 業 労 働 課 長  吉 田 智 樹   企業立地推進室工業振興課長  佐 々 木 伸 

 

用地補償・地籍担当主査  中 居 直 人   渉外・治水担当主査   武 田 昭 彦 

道路・河川担当主査   新 田 邦 広   道路・河川担当主査   北 口  馨 

街路・公園・区画担当主査   中 垣 和 彦   街路・公園・区画担当主査   柄 澤 佳 宏 

緑化推進担当主査  小 松 輝 久   建築工事担当主査  吉 岡  亮 

建築工事担当主査  牛 島 裕 幸   建築指導担当主査  原 田 昭 彦 

住宅管理担当主査  林  正 明   河 川 担 当 主 査  相 花  悟 

道 路 担 当 主 査  佐 々 木 克 彦   除 雪 担 当 主 査  人 見 桂 史 

管 理 担 当 主 査  吉 川  進   農業振興・農畜産担当主査  池 田 栄 一 

農地保全・林務担当主査  山 田 孝 博   商業・消費・観光担当主査   宮 本 大 介 

雇用・労働担当主査   山 田  基   総 務 担 当 主 査  庄 司 直 義 

業 務 担 当 主 査  菊 池 徳 久 

 

7 事 務 局    事務局次長  石 丸 訓 行   書 記  高 橋 武 士 

          書    記  永澤るみ子 
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8 傍 聴 者    2名 

 

9 案   件    議案第 17号 平成 27年度北広島市一般会計予算 

議案第 18号 平成 27年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 19号 平成 27年度北広島市下水道事業特別会計予算 

議案第 20号 平成 27年度北広島市霊園事業特別会計予算 

議案第 21号 平成 27年度北広島市介護保険特別会計予算 

議案第 22号 平成 27年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 23号 平成 27年度北広島市水道事業会計予算 

 

 

議事の経過 

 

立崎委員長 

 おはようございます。 

開会前にお知らせいたします。西田裕司委員から体調不良のため、本日の委員会を欠席

する旨届出がありました。 

ただいまから予算審査特別委員会を開きます。 

延会前に引き続き、一般会計予算の歳出の質疑を行います。  

それでは農林水産業費の質疑を行います。鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 おはようございます。質問をさせていただきます。先だっての代表質問の中でもお話し

させていただきました、大曲周辺に年間、海外を含め沢山の方に一生懸命来ていただいて

いるということから、その約 1000万人ともいわれる人を、もちろん季節というものがあり

ますから、それが農業のほうに直接結びつくかつかないかは別として、そこに来ている方々

を、例えば北広島で一生懸命いちご園の方々も頑張っていただいて、だいぶ札幌市内等々

でも認知されてきたように私は思っています。そこで、いちごの獲れる時期はもちろん決

まっているわけですが、その時期に向けて、そういう方々にそこに足を運んでいただく、

運ばせる施策をしていく必要はあるのではないかと。そこが進めば、また次の段階で色々

な方策は考えていけるかと思うのですが、まずそういう形の中での、グリーンツーリズム

ではなくて観光の振興というものに対しての考え方をお聞きしたいということと、グリー

ンツーリズムも同じようなものですが、これは大曲地区に限ったことではございませんで、

農業を一生懸命やられている方、またこれから若い方々も含めて、昨夜うちの息子とこん

な話をしていたのですが、この北広島という本当の意味での立地を考えたら、色々農業、

農地の問題等々もございますから、そう簡単にできないということは、私も約 8 年間議員



H27.3.9【平成 27年度 予算審査特別委員会】 

3 

 

をさせていただいていますから、本当に勉強させていただきましたが、そこでもしできる

とすれば、やはり農業者の方々がいわゆる観光、食文化、そういうものを捉えてやるほか

ないと。極端に言うと、私みたいな農業者でない者が何を考えてみたってそこではできな

いという、この事実はなかなか覆せないということですから、大いにこれから新規就農の

方、特に若い方々いらっしゃいますし、そういう方で、とにかく食に特化した形の中でど

う取り組んでいくかというのは、やはり農業の振興に、また違う意味では繋がるのかなと

考えておりますので、またその辺のお考えも 1つお願いしたいと。 

最後ですが、私も以前から色々言わせていただいていた耕作放棄地の問題でございます。

この耕作放棄地、私が見る限り農地は非常に難しい側面を持っていますから、耕作放棄地

を無くすと、またそれをきちんと耕作できるようなものにすることは、口では言えどなか

なか難しいと承知していますが、ただ見る限りはどうもあまり変化がないように、農政課

の方々には大変失礼とは思いますけれども、比較的目に見えた進捗度が私には感じられな

いということもございまして、そのあたりの現況というかそういうところもご説明いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

立崎委員長 

 砂金農政課長。 

 

砂金農政課長 

 ただいまの鈴木委員のご質問にお答え申し上げます。まず市内の大曲地域の観光客の皆

さんは 1000万人以上いらっしゃるだろうという中で、グリーンツーリズムをはじめとした

観光との結びつき、それから食に特化したグリーンツーリズムのあり方という部分でござ

いますけれども、私ども農政課といたしましても多くの観光客がいらしていることは捉え

ておりますけれども、なかなかグリーンツーリズムとして市内の各農家に足を運んでいた

だくという部分では苦戦していると認識しております。現在、市では平成 27年度にグリー

ンツーリズムの市町村計画の見直しを考えておりまして、食のことに関しましては、農家

レストランそれから直売所等々をどのように活性化させるかということで、商工会を通じ

てアンケートを市内の商工業者のほうに送付するように依頼しているところでございます。

これらの動きを見ながら食に特化したもの、それから様々なグリーンツーリズムのあり方

について模索いたしまして、グリーンツーリズムの市町村計画を見直し、活性化をしてい

きたいと考えているところでございます。 

次に耕作放棄地の関係でございますけれども、数年前から国が耕作放棄地を解消するこ

とを特に取り組んできておりまして、私どもも農業委員会の現地調査、農政課、農業関係

機関が協力しまして現地調査等を実施してきたところでございます。当初は 110 ヘクター

ル程度の耕作放棄地がございましたけれども、現在は遊休農地化して対処できない農地

等々を遊休農地ではなくて非農地扱いに変更する、それからすぐに農地として使えるよう



H27.3.9【平成 27年度 予算審査特別委員会】 

4 

 

に、新規の就農者既存の農家の方に耕作を依頼するなど働きかけをいたしまして、耕作放

棄地は現在 60数ヘクタールに解消されたとなっております。しかしながら、まだまだ優良

な農地として使えない耕作放棄地もございますので、農家の皆さん、それから農業関係機

関と連携をいたしまして、この方策について検討していきたいと考えております。以上で

ございます。 

 

立崎委員長 

 吉田商業労働課長。 

 

吉田商業労働課長 

 観光についてのご質問に、私からお答えいたします。鈴木委員がおっしゃいましたとお

り、大曲周辺は 1000万人を超える集客があるとも言われております。商業労働課としまし

ても、観光の分野に関しましては、特に多く集まる時にその集客施設の中でパンフレット

やチラシなどを配らせていただいております。当市は非常にアクセスの良いまちとも言わ

れていることから、北広島市に何度でも足を向けていただけるように色々な努力をしてい

るところであります。そういった意味では、いちご農園をはじめ、グリーンツーリズム等々

も市の魅力として生かし、多くの方に何度でも足を運んでもらえるような取り組みを今後

も継続していきたいと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 ありがとうございます。それでグリーンツーリズムについてもう 1 つお聞きしたいので

すが、これに関しては当然法律に基づいてなっているわけですが、農業をされている方が、

例えば農家レストランという言葉を使っていますが、その方がレストランを経営すること、

また自分で手を掛けてそういう形になることは、もちろん長沼町等にはございますが、な

かなかこれは難しいことではなかろうかと考えるわけですが、そうしますと例えばこれは

どうでしょう。農家と民間企業のコラボレーションという形で、そういうものに積極的に

参加できるのかできないのかということをまずお伺いしたいのと、また次ですが、よく今、

大曲ふれあいプラザの大きなガラス張りのところを見ますと、白樺の青々とした時などは

本当に何とも素晴らしいと感じるわけであります。帯広辺りに行きますと、ああいう形の

中で多々、美術館的なところやレストラン的なところがあります。北広島はあらゆるとこ

ろにそういうところの色々、俗に言う借景と言いますか、いわゆる自然を借りて、そこを

芸術風に見せて、そこに潤いを求めるということですが、例えば今、中の沢地区ございま

すよね。中の沢地区は例えば住田さん等々、一生懸命農業をされている方もいらっしゃい



H27.3.9【平成 27年度 予算審査特別委員会】 

5 

 

ますが、実際、あの耕作面積で本当に 100％農業をして食べていこうと思えば無理かなとい

うか、こういうことを言うと失礼かもしれませんが、面積的なことです。そう感じていま

す。それであれば、あの辺りは春、夏、秋、もちろん冬もそうなのですが、ああいうとこ

ろを、特にあそこは道道ですから、特区みたいな形の中で、例えばああいうところに今言

っているレストランとか何かを点在させていくという施策はとれないのかどうかと私は常

日頃考えていますが、その辺もちょっと、今言ったことですから、あまり詳しくご答弁い

ただけないかもしれませんが、そこら辺をお尋ねしたいと。 

耕作放棄地に関しましては、本当に大変ご苦労されていることと私も認識しております。

耕作放棄地が約半分に減ったというのは、少し言い方を変えると、今非農地に変えたとい

う形の中で、数字的には確かに 110ヘクタールから 60数ヘクタールに変わったということ

ですが、実際、国が求めている、そういうところを耕作できるようにしようというのが最

初の狙いだと思いますので、そこら辺はなかなか、北広島は平坦な土地が非常に少ない、

私も農業委員を 2年間させてもらって思うのは、やはり傾斜地が非常に多いということで、

水の流れ等々、農家の方々にとっても物を作ることが非常に困難であることはわかります。

そこの中で非農地にするということは、それはそれでもちろん致し方ない部分ですが、た

だそこで私は 1つだけ、もしかしたら農業委員会、経済部の話ではないかと思うのですが、

ただ非農地にした後の管理、そこらをしっかりしていただかないと、日頃、色々言ってい

る都市計画法違反だとか何かの問題に繋がっていくということは私も本当にいつも心配し

ていることですし、大曲周辺でも本当にそういうようなことで、我が物顔で商売されてい

る方もいらっしゃるということですから、その辺を考えると、やはりきちんとした管理を

していただきたいと。これはどのようなことで、経済部ではないかもしれませんが、わか

る範囲で結構ですからお答えいただきたいと思います。 

 

立崎委員長 

 砂金課長。 

 

砂金農政課長 

 お答え申し上げます。まず 1 点目の農家と民間企業のコラボレーションができないのか

ということですが、現在、市のグリーンツーリズムの計画におきましては、農業者が自ら

行う部分に関しましては市町村計画に位置付けられておりまして、民間企業が直接グリー

ンツーリズムに係わることを事業としてできるという内容にはなっておりません。そこで

27 年度の見直しの検討にあたりましては、先程申し上げましたように、まずは地元の商工

業者の関係の皆様にそういった部分で取り組みをするお気持ちがあるのかということを問

い掛けまして、その中から、もしそういった希望があるようであれば、できるだけそうい

ったものを汲み取りながら市町村計画を新たに検討していきたいと、今検討しているとこ

ろでございます。地元農産物を民間企業の方に使っていただくという大前提があろうかと
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思いますけれども、そういったものを大事にしていただくような中で、民間企業の皆さん

に入っていただきたいと考えているところでございます。 

次に景観等を利用したという部分でございますが、中の沢地区は、春の雪解けの後は田

植えで非常に緑がきれいですし、秋には非常に赤くもみじが紅葉いたしまして大変きれい

だということで、市民の皆さんからもあの景色は非常に良いと言われております。こうい

った部分ですとか、大曲の、先ほどございました白樺林ですとか、他にも竹山に行きます

と恵庭岳や色々な風景が見られますし、夕張岳を見られる風景も沢山ございます。そのよ

うなことを考えますと、そういった景色を利用しながらということを考えまして、民間企

業の皆様、それから農家の皆様が積極的にグリーンツーリズムに取り組んでいただけるよ

うな環境を作ることが、私ども農政課としての考え方にあたるのではないかと思っており

ますけれども、農家の皆様といたしましては、人が足りないとかそういったことでグリー

ンツーリズムになかなか積極的に取り組むことができないという現状も確かにございます。

そのようなことを考える中で、私どもも農家の方が無理をできないということを承知をし

ながら、今後は民間企業の力も借りながらグリーンツーリズムを考えていきたいと思って

おります。 

次に耕作放棄地についてでありますが、たしかに条件が悪い土地が大変多く、農家の皆

様は大規模にしなければ経営がなかなか安定しないという状況にございます。それから先

ほど鈴木委員のお話にもございましたけれども、傾斜地が多い、水はけの悪い所が多いと

いう悪条件がありまして、なかなか小さい耕作放棄地で条件が悪い所に関しては、農地と

して利用されてこなかったという経過がございます。最終的には先ほど申し上げましたよ

うに、非農地になったという結果に結びついているかと思います。これらのことに関しま

しては、時折市民の方や農業者の方からも雑草が生えて害虫が出てくると、それから雑草

の種が飛んできて農作業に支障が出るということをご指摘をいただいておりまして、その

都度、私どももその土地の持ち主に指導させていただくこともございますので、その辺も

今後は配慮しながら土地の管理について、農地の荒廃化をさせないということが大前提で

ございますけれども、取り組んでいきたいと思います。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 鈴木議員。 

 

鈴木委員 

 ありがとうございます。それで最後に要望ですが、今、砂金課長から色々述べていただ

きましたけれども、やはりふるさと創生という国の施策を十分に活かしきるということは、

私は専門家ではないので多くのことは言えませんが、今まで法律が非常にがんじがらめだ

ったものを、少しでも緩めていただけると私は勝手な解釈をしているのであります。それ

で先ほど言った、例えば中の沢地区というのは、今、砂金課長がおっしゃるように、田ん
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ぼとかそういう形の中で、例えば夏になれば蛙の声が聞こえるとか、秋になったらとんぼ

が飛ぶとか、今比較的こういう近郊、要するに都会のある程度離れた辺りの農地は、だん

だん少なくなっているということからも、あそこを潰すということではなくて、農地とし

てどうだと言うのではなく、逆に言うとそういう活用法、要するにグリーンツーリズムで

そういう昔懐かしい田園風景を残すとか、それはただ残すのではなくて、やはり多くの人

に来てもらって楽しんでいただきながら、その農家の方々が永遠に仕事をしていくという

残し方もあろうかと思うので、そういう形でぜひご努力いただきたいと思っております。

またわからないことがありましたら、今後もご指導よろしくお願いします。以上、終わり

ます。 

 

立崎委員長 

 ほかにありませんか。野村委員。 

 

野村委員 

 それでは簡単に 2 点ほど、農業関係で質問したいと思います。27 年度政策経費事業一覧

の 32ページで、農業振興費の中の新規就農経営継承総合支援事業、その次の新規就農経営

安定支援事業、さらに鳥獣による農作物等被害防止対策事業、ここに関してお聞きしたい

と思います。農業関係の新規というのは最後にお話ししたこの鳥獣の関係だけだと思うの

ですが、それで今回は 13万 7千円つきまして、鳥獣被害対策実施隊を設置し、エゾシカ等

の有害鳥獣駆除の体制を整備するということですが、具体的にお聞きしたいと。それは私

どもの会派の谷浦委員がずっとシカの関係で質問していましたので、何か動きがあったの

だろうと思いまして、具体的にどういうことなのか教えていただきたいということと、あ

と新規就農に関してですが、北広島はすごく頑張っているイメージがあります。それで人

数的に昨年と今年という形で新聞等では見ていますけれども、今年に関して新規就農者と

いうのはどの位、今想定できるのかというか、そういう声があるのかということと、そも

そも相当農業関係に力を入れているような気がしまして、農業者ももしかしたら増えてき

ているのではないかと思うのですが、実態、現時点で農業者、準じゃなくて本当の農業者、

農業で食べている農業者という意味で、その農業者の人数と、前年あるいは前々年の部分

で人数が増えているのかどうなのかという数値を知りたいのですが。以上 3点です。 

 

立崎委員長 

 池田主査。 

 

池田農業振興・農畜産担当主査 

 まず鳥獣による農作物等被害防止対策事業の内容についてご説明申し上げます。近年、

北広島市内におきましてはエゾシカ等による農業被害が非常に多くなっておりまして、こ
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れまでも環境課の予算等によりまして、エゾシカの駆除あるいは農政課では営農対策協議

会それから農業振興奨励事業によりまして、エゾシカ防止対策事業等を実施しておりまし

た。これらの対策をさらに充実させるために、平成 27年度は鳥獣被害防止のための実施隊

というものを設置する予定でおります。この実施隊は市の非常勤職員という扱いになって

おりまして、実施隊によってエゾシカ、カラス、キツネ等、こういった有害鳥獣の駆除を

進めていく予定でおります。この 13万 7千円の予算につきましては、実施隊の主な活動経

費を補助金で予定しておりますが、その補助金が 7 月に一応交付決定されるという見込み

でありまして、それまでの期間はその補助金を使うことができませんので、その繋ぎの部

分でこの 13万 7千円を予算計上しております。7月以降補助金の交付決定がありましたら、

およそ 200万円程度の補助金が使える予定でありますので、それらの補助金を使いまして、

アライグマの箱ワナやシカのくくり罠、それから市の鳥獣被害防止対策実施隊の報酬等に

充てていきたいと考えております。 

次に新規就農の関係ですが、農外からの新規就農につきましては、平成 24年に 1名、そ

れから平成 26年に 3名、その 3名のうち 1組が夫婦という形になっております。27年度の

新規就農につきましては現在予定はありませんが、28 年度につきましては 1 名を予定して

おります。その他にも農外からの新規就農という形でなくて、農家子弟の後継者が戻って

きて就農するという情報も聞いておりますが、まだその辺については確定しておりません。

以上です。 

 

立崎委員長 

 砂金課長。 

 

砂金農政課長 

 農業者の人数についてですが、5年ごとに行われております農林業センサスにおきまして

は 122 名が農業者ということになりますけれども、現在北広島市内におきましては認定農

業者が 59名となっておりまして、各種の施策等とこれを活用するためには認定農業者にな

っていくことが非常に重要でございまして、認定農業者を志向するものが人・農地プラン

の計画の実施と共に増えてきている傾向にございまして、61 名となった年もございました

けれども、後継者に移譲するなどして取り組まれているところでございます。以上でござ

います。 

 

立崎委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 ありがとうございます。まず今回の 13万 7千円という予算に関して、繋ぎのお金という
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ことで随分少ないなと思ったのですが、実際は 200 万円ということですよね。それでこの

実施隊というのを作って、その実施隊という字のごとく、くくり罠を掛けたりという人を 1

人非常勤で雇って、それでその人が色々な所を見て、シカとかアライグマとかを退治する

という理解だと思うのですが。200万円の内訳に関しても、そんな人を沢山雇えるようなお

金じゃないような気がするのですが、それはそれで非常に実戦部隊でいいなと思うのです

が、一応再度そういう確認をしたいということと、あと新規就農者も昨年は 3 名というこ

とで非常に増えて、そして今年は一応予定がないけど、来年は 1 名ということで、着実に

新しい農業者も増えているのだなとわかりました。これはぜひとも進めていきたいと。あ

と 5 年に 1 回の農業者の人数が 122 人という、人数は実際北広島は農業のまちではないか

ら、このくらいの人数でもしょうがないのかなという気はしていますけど、増えているの

か減っているのかということに関しては今の答弁ではわからなかったので、減っているか

増えているかだけ教えて下さい。それで一応新規就農も含めて、なぜ私がそういうことを

聞いたかというと、実はこういうものは色々な援助をいただいて、若い農業者がお金や土

地を借りたりしてやるのですが、そのプランを立てるときに、極端に言ったら 1 週間前に

ぽんとこういうのを建ててくださいとか、それは極端過ぎますけど、ある程度ひと月ふた

月、極端に言ったら 3 カ月ぐらい前に、こういう制度があるから、だからそれに対しての

色々な書類を作るのに出してくださいということであれば、じっくりした良いプランが作

れるのですが、突然、道とかそちらのほうから、またぽっと来るのだと思うのですが、得

てして期間が短いようなイメージがあるんですよね。そういうものに関してはできる限り

早く、こういう良い制度ができましたよというのをお知らせする体制が必要かなと思うの

ですが、その点についてのご意見を 1回聞きたいのですが。 

 

立崎委員長 

 池田主査。 

 

池田農業振興・農畜産担当主査 

鳥獣被害防止の実施隊でありますが、現在猟友会とこの実施隊の人数について調整を図

っておりまして、人数的には 20数名とかそういう人数になるのではないかと考えておりま

す。ただ、まだ調整段階でありますので、この点についてはまだはっきり申し上げること

はできません。 

それから新規就農者に対する援助施策といいますか、市の単独の施策につきましては、

ご指摘のありましたように、就農の計画等を作る際にもそういった内容がわかっている方

がより精密な経営を計画できると考えておりますので、これらの政策について、新規就農

を予定されている方に我々も積極的に情報を伝えていきたいと考えております。 
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立崎委員長 

 砂金課長。 

 

砂金農政課長 

 人・農地プランの作成の時期等についてお答えを申し上げます。人・農地プランの作成

の時期が非常に短いのではないかということでございますけれども、確かにご迷惑を掛け

ているのかなというところがございますけれども、国の施策等が 12 月以降、1 月ぐらいに

細かいところも出てくることがございまして、そういったところを反映させていくという

ことを考えまして、私どもでは少し時期が遅くなっておりますけれども、できるだけ早く

お伝えできるように、案が作れるように検討してまいりたいと考えております。 

それから先ほどの農家の人数でございますけれども、センサスの部分の数字ですが、減

ってきているということでございます。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 ほかにございますか。永井委員。 

 

永井委員 

 それでは 3 つほどお伺いいたします。まず 125 ページ、先ほどの鈴木委員の質問と少し

重なるかもしれませんが、農業後継者等育成事業について。こちらが前年度よりも倍、増

額と承知しておりますけれども、今後のその受け入れ体制の整備や進め方といいますか、

先ほど鈴木委員もおっしゃっていましたが、後継者を育てていくための体制整備など、ど

のように進めていくのか伺います。 

次に 127 ページの環境保全型農業直接支援対策についてですが、これは現在市内で実際

に実施されている農家の方々の戸数と、あと取り組んでおります農作物の種類はどのよう

なものを取り組んでいらっしゃいますでしょうか。 

最後に同じく 127 ページ、経営所得安定対策直接支援推進事業ですが、これは予算的に

は前年度と大差がないと承知しておりますが、内容的なことを見ますと米の直接支払交付

金などによる協議会への助成ということで、その米の直接支払い交付金が平成 26年産米か

ら単価が 7500円に引き下げられているということで、今後のこれによる影響などはないの

か、どのように考えているのか伺います。 

 

立崎委員長 

 砂金課長。 

 

砂金農政課長 

 まず農業後継者の育成のための体制のことでありますけれども、現在北広島市におきま
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しては国の青年就農給付金がございまして、準備型と経営を開始した後の開始型というの

がございまして、準備型については実際に農業に従事する前に 2 年間 150 万円給付を受け

るとありまして、これにつきましては道央農業振興公社で研修を受けている者がおります

ので、道央農業振興公社がこれを手続きしております。私ども北広島市におきましては、

就農給付金につきまして経営開始型という就農から 5 年間 150 万円を給付する事業を、国

の補助金を活用して実施しております。この他、市の農業後継者の育成基金を使いまして、

就農から 3年間につきましては農地の賃借料の助成、上限 25万円ということでございます

けれども、これを実施しております。さらに就農から 4年目、5年目につきましては、これ

も基金を活用しておりますけども、研修費用それから経営資金の一部の助成をしていると

ころでございます。それから後継者育成の体制整備ということでございますけれども、私

ども農政課それから農業委員会、JA、道央農業振興公社、農業改良普及センター等と連携

して、後継者を育成するということで努力しているところでございます。後継者の育成体

制については以上でございます。 

 

立崎委員長 

 池田主査。 

 

池田農業振興・農畜産担当主査 

 環境保全型農業の実施の戸数等についてお答えいたします。平成 26年度につきましては

全体で 4 件が取り組んでおります。市の場合では、主作物の後に緑肥をすき込むカバーク

ロップというのが 1 件、それから有機農業が 3 件となっております。作付けされている作

物ですが、南瓜、大根、トマト、人参、馬鈴薯等がありますが、そのほかは手元に資料が

ありませんので、一応それらで報告させていただきます。 

それから経営所得安定対策における今後の米の作付け、動向等につきましてですが、米

の価格が 26年産米につきまして非常に下がっておりまして、稲作農家には大きな打撃とな

っております。それで国でもこの米価対策として、26 年度の補正予算等で対策を打ってき

ておりますが、27 年産米につきましては作付面積を従来にも増して目標数値を引き下げた

形で作付けするとなっておりまして、こういった効果によって米の価格もまた回復してく

るのではないかと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 まず農業後継者等育成事業についてですが、市としても積極的に取り組んでおられると

私も理解しましたので、今後途絶えることのないようにこの事業を充実させていっていた
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だきたいと要望いたします。 

また環境保全型農業直接支援対策事業についてですが、米は現在のところ取り組んでい

るお米農家はいらっしゃらないということで、野菜農家のみということで、これは教育委

員会に係ることかもしれないのですが、学校給食にこのように低農薬、無農薬、有機農業

などで作られた野菜が提供されていることと考えておりますけれども、このように市内の

農家から学校給食へ野菜などの提供がたしか行われていたはずですが、確認のために伺い

ます。 

最後に経営所得の事業ですけれども、今、国が進めておりますこのような農業改革によ

る影響が、やはり北広島でも出てくるかと思うのですが、先月長沼で農業を営んでいる方

とお話をする機会がありまして、やはりその方はお米も少し作っているのですが、米の単

価が 7500円になったということで、もうこれ以上農業を続けていくことが本当に難しくな

ってきたと。息子夫婦がいるけれども、跡を継いでくれともなかなか言えない、継いでほ

しいけれども言えない状況で大変厳しいということで、このように国の政策に対してこれ

は私どもではもう TPPの先取りということで捉えているのですが、6月議会、以前の一般質

問でも TPP について私が質問いたしましたけれども、北広島市としてこの TPP 参加に対す

る国への姿勢、どのように市として意見を発信していくのかということを、今一度お伺い

します。 

 

立崎委員長 

 砂金課長。 

 

砂金農政課長 

 学校給食に市内の農産品の野菜が納入されているかというところでございますけれども、

米と同様に野菜につきましても食材として納入がありまして使用しているところでござい

ます。 

それから TPP の関係ということですが、これまでも政府で 5 品目についてしっかり関税

等とも守っていくのだということで決議も国会でしております。この方針を守っていただ

きたいというのが私どもの立場でございますし、当然そういったものに関して様々な施策

が今から準備されてきていると感じておりますので、きちんと農業者の所得を守ると、農

業を守るということで取り組んでいただきたいということで、国の農政事務所等々に申し

入れもしておりますし、農業関係機関・団体からもそういった要請を続けているところで

ございます。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 
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永井委員 

 最後の TPP 関連についてですが、この 5 品目を守るというだけではやはり弱いと思いま

す。北海道の食糧自給率は 200％ぐらいでしたでしょうか、カロリーベースで。それを維持

していくためにも守るという消極的な姿勢ではなくて、TPPから撤退せよという強い姿勢で

国に訴えていくべきだと思いますが、最後に質問として、今一度見解をお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 小島経済部長。 

 

小島経済部長 

 TPP問題ということで、農業に限ってというお話の部分だと思います。今、砂金課長が答

弁申し上げたように、主要 5 品目につきましては、北海道は全国よりも一次産業の地域で

あり、他よりも意識は高いということで、TPPに関しては当然反対の立場をとっていると私

は思っております。ただし国の政策ということで進んで交渉に入ったわけですけれども、

北海道としては、入った以上は北海道自体の農業を守るために主要品目の関税を死守して

いただきたいと、それが崩れる場合には撤退してほしいという立場で国に対して要請をし

ております。当市も市長をはじめそういう思いで、また、北海道市長会もそういう形で進

めているということを考えれば、賛成という立場では勿論ない。ただそういう流れの中で

これだけは守ってくれという、今はそういう状況にあるということでございます。以上で

あります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。橋本委員。 

 

橋本委員 

 お尋ねするというよりも、こんなことも検討したらいかがかなということで提言を含め

てのお話で難しいところもあるかと思います。実は野村委員と色々な所で研修させていた

だきまして、ふと今、皆さんの質問を聞いていて思い出しまして、深川市には拓殖大学の

短大がございまして、非常にあそこの優秀な先生が、亡くなった先生を慕っていて、非常

に米ばかりでなくて、りんご園だとか色んなものが育って。それともう 1 つは浦臼。坂本

龍馬と関係がある所。浦臼に行きますと、私非常にああいうところでも、都市型に近いよ

うな経営をしているということを感じました。そこで私、こういうこと一度、皆さん若い

優秀な職員いっぱいいるので検討したらいかがかなと思うのは、他のまちにない私どもの

まちの特色ですね。南幌見て下さい。江別見て下さい。恵庭見てください。千歳見て下さ

い。我がまちだけ丘陵地帯なのです。丘陵地帯の中にぶどう園があったり、そういったも

のもあってもいいまち。そういったことの研究をされて、誘致をして、農業参入も含めて
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ございますけれども、札幌に近いということで、鈴木委員が言われたように長沼も盛んに

発達しておりますけれども、あそこは丘陵地帯にりんご、ぶどう、自分たちでやっており

ますよね。何回も行って聞いておりますけれども。丘陵地帯なのです。その特色をどう生

かすかということを 1 つ皆さんに、就農した若い人達でどういう方法がいいか考えていた

だきたい。ということが 1 点と、そういったことに精通した専門的な学校だとか技術を学

んできた職員は農政課に意識して配置しているでしょうか。事務的なことは優秀かもしれ

ませんが。やっぱりそういった長所を生かすには人材だと思いますけれども。このような

ことはどのように考えているかということを 1 つ、最初に 2 点ほど基本的な考えをお聞か

せ願いたいと思います。 

 

立崎委員長 

 砂金課長。 

 

砂金農政課長 

 ただいま橋本委員から北広島市が丘陵地帯であるとお話をいただきましたけれども、た

しかに北広島は道央圏にありまして、近隣と比べますと平野部が少ないということで、ま

さにそのとおりと認識しております。これを生かした農業ということになりますけれども、

確かに果樹であったり、多面的な農業という取り組みができますでしょうし、先ほどもお

話がございましたけれども、グリーンツーリズムの取り組みですとかそういったことも景

勝を生かしながら行えるということもございます。そういった部分、提言として真摯に受

けとめ、生かしていきたいと考えるところですが、現在の農業者の経営のあり方も関係ご

ざいますので、農業者とも意見を交わしながら、農業改良普及センター等関係機関とも協

議をしながら、できるだけ地域が発展するような農業にできますように検討していきたい

と考えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 小島部長。 

 

小島経済部長 

 専門的な知識を持った人材を農政課に配置しているかというご質問でございますけれど

も、私も農政課と付き合って 2 年という状況ですが、今、農業の専門家はもちろん必要か

と思いますけれども、先ほど来、委員の皆さんから色々なご質問があるように、農業だけ

ではなく、鈴木委員もおっしゃいましたけれども、他の法律、いわゆる都市計画法との絡

みなど色々な部分で知識が必要になってくるだろうと思います。農業施策を企画する部分

においても数多くの経験を積んだ人間がいいかと私は思っております。そういう意味では

研修をすることも大事ですけれども、色々な部署で経験を積んだ人間が来てくれることを
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私は望んでおります。人事の部分につきましては私が言う立場ではございません。また専

門職を別な形で雇うという方式も最近始めましたので、そういった部分では総務部と連携

して、専門職といいますか、任期付職員と今言い方をしておりますが、そういった活用も

今後検討していく必要があるのかなとは考えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 橋本委員。   

 

橋本委員 

これからぜひそのようなことで頑張っていただきたいと思いますが、例えばアイスクリ

ームは西の里にできましたけど、恵庭とか色々な近郊に行きますと、農業者が 6 次産業的

なことで、そういった時代に、札幌都市近郊、農業のあり方は進んでいっているんですね。

水田も必要でしょうし、野菜も必要でしょうし、そんなことから見ますと、ぜひ農政課で

今後深川の辺りがそういうところでは進んでいるように私は感じましたし、九州に行くと

有名な男が 1人いましてね、熊本にね。昭和 30数年以来、畜産の加工に、チーズ、バター

だとか色々なものを、普及させた唯一の者ですが、もう定年になりましたけどね。あそこ

に行きますと、今北海道、九州の、学び始めましてね、ホクレンでやっている、くるるの

杜もそうだと思いますけれど、ぜひそういうところ、農政としてこれから都市近郊農業の

あり方というか、ちょっと方向転換をして未来に向かって頑張って欲しいというのと、も

う一つはくどいですが丘陵地帯の特色ですね、薬草が今、東洋医学、薬の問題で砂金課長

にもお世話になりまして、身内に引き抜かれて仁木の方に行っちゃいましたけど、そのよ

うなことで山岳地帯には薬草、今夕張でやっていますけれども、色んな可能性があるんで

すね、農地の有効活用、そこでまた生産するものもあり得るんですよ。だから新たな改良

普及員程度というか、そういう人ばかりではなくてもっと違った多面的な要素を踏まえた、

振興策を考えていっていただきたいなということで、進歩、進化しながらですけど、農業

のあり方を考えていただければと思います。 

 それが 1 点と、一つは皆さん知っていると思いますが、りんごをやっていた方ですね、

リンゴ園知っていますか。1ヘクタール以上の中にりんご園作ってあるんですよ、この市内

に。ここ木を相当植えたり、大きなりんごを収穫しています。中の沢の方ですけどね。そ

ういう方もいらっしゃいます。それを販売して儲けるとかではないですけれども、そうい

うこともできるんですよね。野村委員はそのうち何かやられるのではないかと思いますけ

れども。葡萄とかですね。そういう可能性を秘めている。ぜひそのようなことで、もう定

年退職される小島部長には申し訳ないですけれども、最後の置き土産として何か、次長で

も結構ですけれども、前向きに検討してはいかがかなと。 
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立崎委員長 

 小島部長。 

 

小島経済部長 

 今、橋本委員からご質問ありましたように、最近、薬草を作ったりすることが増えてき

ています。近隣の恵庭市や千歳市ではもう作っている状況で、うちではまだということで

す。りんご園のお話も出ました。とにかく今の農業は高齢化が進んできて、皆さんご存知

ですけれども我がまちは他の近隣市に比べて農地が少なく、半分以下ということでござい

ます。そういった中で高齢者がやっていくというのは、狭い面積でも収益が上がる、先ほ

ど言われた薬草は、まさにそういった方向転換もいいのかなという気がします。ですから

小さな農家であっても、高齢者が細々とでもいいですけれども、ずっとやっていけるとい

う農業もまた必要ではないかと思います。それも高齢化した農家の生きがいに繋がってい

くし、そういった意味も含めまして、今後私は退職しますけれども、後進でそういったこ

とも考えながら、本市の農業の指導に当たっていただきたいと考えております。以上であ

ります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 2点ほど簡潔にお聞きします。127ページの担い手への農地集積推進事業。市長

の市政執行方針では経営規模の拡大を図るため、農地中間管理機構による農地の集積に協

力する農業者に協力金を交付してまいりますとあります。まずこの制度の中身と、それか

らなかなか本市は、今、各委員の方が指摘したとおり農地を集約するのがなかなか難しい

まちであると。これは私も承知しております。その中で市としてのこの取り組みとして、

どのような目標といいますか、どの程度これが進むものと考えているのか、まずお聞きし

たいと思います。 

それから 2 点目、鳥獣被害で先ほども質問が出ましたので、私は違う角度で 1 点。鳥獣

による農作物被害防止、これでシカに関する件でありますが、エゾシカの捕獲等々は最近

色々なテレビニュースで出ております。それで私も去年ですが、夕暮れ時、運転している

ときに大曲東通でシカとばったり、目と目が合いました。道路のすぐそばまで来ておりま

して、私は北広島市に来てから 16年が経ちますが、初めてシカと遭遇するという経験をし

ました。それからいきますと、今、北広島はシカによる農業被害がどのような状態になっ

ているのか。数年前までアライグマの被害が一番で、農家の方が相当ダメージを受けてい

るという話がありましたが、まずシカの農業被害の実態はどうなっているのか。もう一つ

はシカと車の接触事故、こういうお話も聞きます。その実態はいかがなのか。それともう
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一つ、私も道道を走っていて気がついたのですが、シカ注意という標識を見つけました。

市内でシカ注意という標識、これは道路設置者等々が設置するのだろうと思いますが、農

政課としてそういうものの実態は掴んでいるのかどうかお聞きします。 

 

立崎委員長 

 砂金課長。 

 

砂金農政課長 

 藤田委員のご質問にお答えいたします。まず農地の集積推進の関係でございます。この

制度の内容でございますけれども、平成 26年から農地中間管理機構の事業が始まりまして、

この農地中間管理機構に農地を貸し出す、この場合に貸し出した離農する農家の方に交付

金を出しますという事業でございます。これにつきましては、面積によって違いはござい

ますけれども、現在私どものところでは予算要求したように見込みをいたしておりますけ

れども、実態といたしましては、平成 26年度、農家の皆さんが離農したいという状況もな

かなか出ていないということで、貸し出す場合は 10年以上貸し出しするという条件、それ

から荒れている農地についてはすぐに借り受ける者が見つからないこともございますので、

そういった農地については農地中間管理機構では基本的に借り受けをしないということも

ございまして、なかなか貸し出しをするには至っていないという状況です。なお、今後の

見込みでございますけれども、中間管理機構といたしましては、今後、荒廃した農地につ

いても事業として農地改良するという事業も持っているわけですけれども、なかなかそう

いった部分に手を出していただけない部分がございまして、実際にはこの事業を進めるの

は結構厳しい部分があろうかと認識をしております。 

エゾシカの被害でございますけれども、平成 24年度におきまして被害面積が 5.8ヘクタ

ール、被害金額が 537万 4千円、平成 25 年度は被害面積 0.75 ヘクタールで、被害金額が

210 万 7 千円となっております。エゾシカの捕獲の実績ですが、平成 24 年度が 24 頭、25

年度が 44頭となっております。交通事故の状況でございますが、平成 25年 1月から 12月

で、北広島市の全域で 31件ございました。このうちシカが多く出てくる時期が 10月以降、

12月ぐらいに多く出ておりまして、10月、11月、12月の 3カ月間で平成 25年は 16件に

なっております。平成 26年は 1月から 12月まで 25件の事故が発生しておりまして、10月

以降の 3カ月間におきましては 18件となっております。それからシカの注意の看板につい

てですが、実際何枚あるのかは数値として捉えておりませんけれども、道道に数枚設置さ

れているということで、主要幹線でも森林が近いところに設置されていると認識しており

ます。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 
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藤田委員 

 わかりました。中間管理機構に関してはうちの地勢や色々な面で簡単に進む話でないな

とはわかりましたので、こういう制度があるとぜひしっかりＰＲしていただきたいと思い

ます。 

シカに関してですが、車とシカの接触事故がそれだけあるということで、シカ飛び出し

注意という看板を市で出そうとした場合、農政課の仕事なのか、環境課の仕事なのか、ま

ずそれが一つ。それからこれだけの件数があることからいくと、今まで広報紙で何らかの

市民周知等々をしてきたのか。もしくはする必要があると考えているのか。それからこれ

はもし承知していれば答えていただきたいのですが、車の保険の方にお聞きをしたら、シ

カと車がぶつかった場合は修理代、保険が出るのですかと聞いたら、その保険の種類によ

って、加入の仕方で出るタイプと出ないタイプがあるとお聞きをしているのですが、うち

のまちとして、そういうシカの事故があるとことからいくと、車の保険に入ったらいかが

ですかみたいな PRはあってもいいのかなと思うのですが、そういうことに関して見解があ

ればお聞きしたいと思います。 

 

立崎委員長 

 砂金課長。 

 

砂金農政課長 

 看板の件で農政課か環境課かということですが、多くが市道で発生する事故と想定しま

すと、設置する場合は市道を管理する土木事務所等で設置を検討することになるのかなと

思います。それから周知の件ですが、市といたしましては様々な部分でシカの被害をお話

する機会もございますので、そういうところで改めてお話をするとか、交通安全の担当と

もお話をして考えてみたいなと思います。保険のことですが、保険の内容がそれぞれ加入

される皆さんでお考えが違うものですから、あまり強く申し上げるわけにいかないのかな

と思いますので、そういったものもありますと機会があればお話をしたいと思います。以

上でございます。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

立崎委員長 

以上で農林水産業費の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 
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休 憩  11時 02分 

再 開  11時 03分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

次に商工労働費の質疑を行います。 

鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 少し多くなるかと思いますが、まず 1 つ、中小企業者等の融資事業についてお答え願い

たいと思いますが、この融資の事業費に関しまして、25 年度は 2億 6533万 2 千円、26年

度が 2億 6959万 5千円、27年度が 2億 6959万 5千円ということで、この 3年間だけを比

較するとあまり変化がないように思います。変化がないというのは需要と供給のバランス

がきっちり取れているということなのか、逆に言うと、私から考えると非常に景気が低迷

というか、本当に大変なことになっているわけでありまして、もしかしたらこの金額にや

や無理があって、もう少し多くの要望があるのではないかとも少し考えられるわけですが、

そのあたりを一つお願いしたいと思います。次に地域商店街活性化事業についてでござい

ます。ここに書いてある事業内容については、ここ 4 地区にございます商店街振興会、大

曲は名前が少し違いますが、それらに対しての補助金となっています。これももう少し細

かく言うと、一会員当たりいくら掛けることの会員数ということでこの数字が出ているわ

けですが、私、詳しくは調べてこなかったのですが、10 年前から比べるとほとんど半減し

ていると思います。私がちょうど議員をさせていただいた頃は、私の中央商店街振興会も

会員数が 110 か 120、そのくらいあったと記憶しておりますけれども、今は残念かな、70

もしかしたら若干きっているかもしれないということです。この数字が物語るように、右

肩が上がっていくならいいですけど、本当にずっと下がってきて、10 年前から見るともう

半分のとこまで来ているとなりますと、大変意地悪な質問ですが、この活性化事業の項目

自体が活性できてないのではないかと。このままにしていたら、実際どんどん下がってく

る。活性ができてないということはこの事業の意味がないって。言い方を変えると、大変

申し訳ないということで、今後はこれに関してどのようなお考えなのか。まずお聞きしま

す。 

次は住宅リフォーム支援事業についてでございます。これも 25 年度は 1605 万 3 千円、

26年度は 1403万 9千円、それで今年度は 1402万 5千円ということで、これも比較的、俗

に言う平準化しているということで、例えば極端な話、非常に北広島の違う業種、例えば

工業なら工業だと思うのですが、その底上げに寄与しているとするならば、もう少しどう

でしょう。そういう予算は、これは全体的なバランスの中から当然予算で組んでくるわけ

ですから、そのように良い事業であればもっと上げて、そして北広島の経済を底支えする、
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なお上げていくと考えていいのではないかと考えます。 

次に空き店舗利用促進事業についてであります。この件につきましては、商工会でもお

金をお預かりしながら活用させていただいているわけですが、商工会としては捉え方はそ

こはそことしてあるものの、経済部として、このまちとして、どのような形で捉えている

のか。俗に言う費用対効果についても少し述べていただきたいと思います。 

あとプレミアム付商品券発行事業で、今まさにご苦労いただいていると思うのですが、

これはややもすると、本当に国の予算のばら撒きになってしまって、俗に言う花火を打ち

上げてそれで「はい」ということになっては、約 1 億円からの予算をいかに国の予算であ

ってもそういうことではいけない。1億円はなかなか大変な数字でありますから、この間の

代表質問では継続するのは難しいというお答えはいただいているわけですが、それはそれ

として、またご努力いただくとして、今回このプレミアム付商品券発行事業に関して、何

らかの形で行うことが、良い意味で余韻を残していかなければ 1 億円使った意味が無いと

私は考えるわけで、大変意地悪かもしれませんが、そういう意味での、今後についてのお

答えをいただきたいと思います。 

次に企業の誘致、新産業の創出ということで、これも今回の地域住民生活等緊急支援事

業の部分で、企業誘致の推進事業がございますが、25年度は 136万円、26年度は 186万 1

千円、今年度は 486 万 2 千円ということで、増額されているのは国、ここに道支出金とい

うことで予算化されているわけですが、これはここに内容を書いてあるように、市内居住

者雇用奨励金ということでお一人年 50万円ということになっているようです。これでどの

程度事業の効果を得ることができるのかというのがまず一つと、これは若干労働環境の整

備と重なるわけですが、以前も一般質問した経緯があるかと思うのですが、例えば輪厚工

業団地にしろ、どこかの民間の新しい団地にしろ、札幌に住んでいて、北広島に働きに来

た方が、輪厚工業団地に入ってくれれば一挙両得なわけですし、それはそれで良いといま

す。輪厚工業団地を少しでも意味を高めるためにはそういうのもわかるのですが、いずれ

にせよ北広島の人口増を考えると、市内企業における、今、札幌から通っていらっしゃる

方々に何らかの手立てを加えることも大事なことではないかと私も考えているのですが、

その辺の考え方をお願いしたいと思います。 

若年層の新規雇用助成金交付事業についてですが、これは中小企業における新規雇用に

対して助成金を交付するということで、これも比較的、今、私が質問した中との、単に補

助金なので整理したような感じがして、もう少し全体をミックスしたら、まだまだ効果的

なお金の使い方ができるような気がするのですが、それも含めてよろしくお願いします。 

 

立崎委員長 

 宮本主査。 
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宮本商業・消費・観光担当主査 

 鈴木委員の質問に 2 点だけお答えさせていただきます。まず中小企業の特別融資事業に

ついてですが、このうちの 2 億 5 千万円が金融機関への預託金となっております。こちら

を原資として貸し付けしていただく形になっている、その協調倍率 4 倍で貸し付けしてい

ただく形になってございます。毎年こちらについて、3 年間のデータでいいますと、平成

24年では 108件、平成 25年では 123件と、今年も 2月までに 77件の貸し付けをしており

ます。そして今回の利子と保証料ですけれども、毎年 3 月末に行っておりますが、今回の

補正にも上げさせていただきますけれども、需要がありますので、何百万円かの補正をさ

せていただいているところです。特に近年補正額としましては、平成 24 年度は 600 万円、

平成 25年で 900万円、今年度も 900万円弱の補正予算を上げさせていただいているところ

であります。 

次に住宅リフォームについてですが、住宅リフォームの結果としましては平成 23年度か

ら 4年間行っておりますけれども、4年間で 696件、補助総額で 5999万 9千円であります。

また補助対象となった発注総額は約 9 億 134 万円となっております。大変好評な事業でご

ざいまして、毎年、年度が終わる前に埋まってしまうという形なのですが、ただ平成 26年

度につきましては消費税等の影響もあるのかもしれませんけれども、少し伸びがよろしく

なくてですね、全部埋まるのに 9 月ぐらいまでかかったという現状もございます。そうい

った意味ではその消費活動は鈍化しているのかなというところもございますので、平成 27

年度につきましては 26年度と同額として予算要求させていただいたところであります。以

上です。 

 

立崎委員長 

 吉田課長。 

 

吉田商業労働課長 

 質問が前後してしまいますけれども、まず商店街のことからお話させていただきたいと

思います。鈴木委員からご指摘がありましたとおり、4商店街がございまして、現在は商店

街加盟人数に応じて補助金額を出しております。年々商店街に加盟されている方が減って

きているという中で、この補助金額も下がってきているという現状でございます。10 年前

のお話も鈴木委員からございましたが、確かにこの商店街の活性化に向けて、色々な取り

組みをやっておりますが、いずれにしましても今後も商店街の皆様と我々とで色々な知恵

を出し合いながら、活性化に向けて取り組んでいかなければならないと思っております。

ただこの補助金額に関しましては、今のところ各商店街の人数に対する補助金額というこ

となので、それぞれの商店街と知恵を絞る中で、お互いに汗をかきながら頑張っていきた

いなと思っております。 

次に空き店舗の費用対効果というお話でございますが、空き店舗に関しましては商工会
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の皆さんに大変取り組んでいただいており、連携をしながら事業を行っているところです。

空き店舗数におきましては、減っているというよりは、微増というところもございますが、

何とか空き店舗を使って色々な事業を展開していただけるよう、この補助金を使っていた

だく周知をとおして空き店舗の対策になっていくのではないかなと思っております。これ

も商工会と積極的な連携を図りながら、空き店舗がどんどん埋まっていけるような取り組

みをしていきたいと思っております。ただ空き店舗につきましては、まち全体のつくり方

にも関わってくるとも思っております。そういった意味で、空き店舗対策をまちづくりと

いうような観点でも考えていかなければならないのではないかと思っております。 

続きましてプレミアム付商品券発行事業についてですが、平成 21年に 1度この事業をや

っております。その時から比べますと約 3 倍の予算規模になっております。鈴木委員がお

っしゃいましたとおり、これが一過性になっては我々としても、意味がないものと認識し

ています。現段階においては緊急対策ということですので、3倍の予算を使いながらやって

いくことは意味があると思います。今後も継続的にお客さんに来ていただけるような取り

組みについても、商工会と話し合いながら、小規模店に対するお客さんに来てもらう知恵

と工夫を、それぞれの事業者に寄り添いながら一緒に考え、このプレミアム付商品券が生

きたものになるように取り組んでまいりたいと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 佐々木企業立地推進室工業振興課長。 

 

佐々木企業立地推進室工業振興課長 

 企業誘致についてのご質問にお答えを申し上げます。雇用奨励金の交付でどの程度の事

業効果があったのかというご質問だったと思われますが、まず雇用奨励金でございますけ

れども、こちらにつきましては企業立地促進条例に基づき交付しているものでございます。

雇用奨励金のほかに、この条例に基づき、要件がございますけれども、新規で工場を新設

する場合には、新規に 5 名を採用していただいた場合に条例の対象となりまして、この 1

人当たり 50万円の奨励金の他に、固定資産税の課税免除も受けられることになっておりま

す。従いまして、この雇用奨励金を受けられる企業につきましては、合わせて固定資産税

の免除も受けられるということから、該当する企業の誘致には非常に事業効果が出ている

のかなと思います。具体的な例を申し上げますと、輪厚工業団地で、昨年契約しました名

古屋から進出していただく中北薬品株式会社、東京から進出していただく株式会社ユニシ

ス、こちらの企業についてもこのような申請ができることを説明したところ、非常に喜ん

でいただきまして、進出の最終的な決定に至ったという状況でございます。 

もちろん市民の雇用を確保することも 1 つの事業効果になっておりますけれども、人数

としましては平成 26年が 2名でしたけれども、平成 27年については 8名、それから今後、

輪厚工業団地に進出していただく企業からの申請が増えていきますので、平成 28年につい
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ては 15名が予定されております。以上です。 

 

立崎委員長 

 庄司主査。 

 

庄司総務担当主査 

 労働環境の整備という部分でご回答申し上げます。企業立地促進条例ですけれども、輪

厚工業団地に限定して適用するものではなくて、市内の都市計画法に定める準工業地域、

工業地域、工業専用地域に事業所を新増設した場合です。ですから既存の企業におきまし

ても、新たに増設ということがありましたら、その中で新規雇用で市民の方を雇用してい

ただきますとこの雇用奨励金を交付することとなっております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 山田主査。 

 

山田雇用・労働担当主査 

 若年層新規雇用助成金についてご説明させていただきたいと思います。先ほど鈴木委員

からお話がありましたとおり、人口増ということもお話ありましたが、今年度、新規雇用

助成金の交付決定を受けた方が 5 名いらっしゃいまして、そのうち 2 名の方が市外から市

民になったケースでございます。そういったことで今後とも若年層の就業の場の確保と共

に、中小企業の活性化並びに若年層の定住化の施策も合わせて進めていきたいと考えてお

ります。以上です。 

 

立崎委員長 

 鈴木議員。    

 

鈴木委員 

 ありがとうございます。融資の件につきましては、この 2 億云々からしますと 1,900 万

円くらいが利子補給という形で大体運用されているわけですが、ただ補正予算が少しずつ

増えてきているということは先ほども申しましたが、やはり市内の企業の方々も大変ご苦

労されているという数字であろうかと思いますので、そのあたりの数字をしっかり見定め

ながら、このあたりの融資については考えていただきたいと思っています。これは要望で

終わります。 

リフォームにつきましても、今ご答弁いただいたように、9億円くらいのそういう商いを

されているということですから、北広島においての大きな企業は工業団地や何かには入っ

ているわけですが、その以下の部分については本当に小さな会社が非常に多いわけです。
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この 9 億円というのは大手にすればこんな数字は大したものではないにしても、やはり小

さいところがかき集めた数字が 9 億円ということですから、経済部として今後このあたり

の数字についてもよく調べていただいて、また今後我々としてはなるべくその額を大きく

してほしいということ、これは要望として終わります。 

商店街につきましてもお答えいただきましたが、これはなかなか難しいことだろうと私

は思うのですが、ただこういうぐらいまでに縮小しますと、商店街としても非常に会員同

士の連携というか、以前は何をやると言ってもみんなが結束してぱっと集まったり、何か

事業を行ったわけですが、だんだんこうなると、人手も足りないから大変だ、人手が足り

ないというのは後継者不足や高齢化もあってなかなか難しいところでもありますし、これ

は商売人がしっかりしなければいけないことは第一前提として考えなければいけないので

すが、とにかく商工会としても行政の方々に特段のご協力を仰がないと、どんどん本当に

この数字が寂しくなってしまって、そこに住む方が地域コミュニティを含め楽しくない、

本当に賑わいが感じられないと、自分が生きている地域がそうなるとどういうことかとい

うのは大体皆さんお解かりかと思いますが、そういう地域にならないように私どもも一生

懸命頑張ってまいりますので、ひとつご協力のほどお願いしたいということで、これも要

望で終わります。 

それで空き店舗についてもそうですが、私ども商工会もそういう形で事業させていただ

いているわけですが、一つ埋まれば一つ空くみたいな形なものですから、非常に難しいと

いうことです。とにかくこれも、私どもも、その空き店舗を利用して商売される方々には

商工会として色々指導もしていますし、数字的にもしっかり、一応事業計画書も見せてい

ただいたりして一生懸命やっているつもりですが、この空き店舗の利用方法というのは、

今までは一般的な企業や個人の方が、新規就業される方が利用していたというのがほとん

どですが、今後はどうでしょう。高齢化がここまで進む、それで町中に高齢者もとにかく

色々な形の中で来ていただいて、遊びながら過ごすスペース、これなどはよく田辺委員は

一生懸命やられていますが、そういう利用方法というのも、今度、これは経済部ではもち

ろんないですが、また別のセクションの方々にも相談していただいて、そういう利用を点

在させることで、空き店舗を少し無いように見せることは非常に大事かなと。昨年釧路に

会派で行ってきたのですが、釧路も本当にびっくりしました。私ももう 20年ほど行ってな

いですが、もう駅降りて幣舞橋まで行く通り、まず左右、大きなビルやデパートも無くな

った、何もなくなった、あれだけのまちがああなってしまうのだなと本当に大変恐ろしい

感じで見てきましたけれど、あのようにならないようにひとつお願いしたいと。もちろん

これも要望です。 

あとプレミアム付商品券につきまして一つお答えいただきたいのですが。本当にここで

申し上げていいのかわかりませんが、これは私個人の考え方としていいですか。先ほども

経済部から小規模事業者が、その恩恵もそうですし、次に活力に繋がる事業でなければい

けないということはそのとおりです。しかし私ここのところで個人で頭を悩ませているの
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が、三井アウトレットモールには、170なのか 190なのか詳しい数字はよく存じていません

が、あそこは数だけあっても、商工会の会員になっているのは三井という会社が 1 会員に

なっているだけで、あとは全部会員になっていません。私ども三井の札幌支社長に、開設

したあたりの前に、私個人でも 2 回、3 回と足を運んでお願いしてきた経緯はありますが、

なかなか理解してもらえません。小規模事業者というのは商工会もそうですが、より以上

の会員数を増やさなければいけないという責務を持っているわけですから。そういう意味

もあり、今度プレミアム付商品券、これの 2 割アップのお金があちらにそのまま使われる

のは、これは言葉が非常に難しくて何とも表現しにくいのですが、そうなるとやはり私個

人的には、それはそれでいいけど、日頃からあの 100 数十社の会社はきちんと会員になっ

てくださいよと私は商工会を代表してあえて言いたいわけですが、このコメントというの

はなかなか難しいでしょうけど、私はとりあえず実態がそうだということだけ申し述べて

おきます。私ども北広島にも条例ができましたよね。要するに行政の責務、我々の責務、

そして消費者の方々いわゆる市民の責務、この責務からいきますと、やはりここのところ

は理念ではなくて、実際にしっかり捉えて、とにかく行政の方々にも今の実態を少しでも

改善するような形でご努力いただきたいというのが商工会を代表した言葉になるのですが、

ここだけお聞きして終わりたいと思います。 

 

立崎委員長 

 吉田課長 

 

吉田商業労働課長 

 プレミアム付商品券につきまして、私からご回答させていただきます。今、鈴木委員が

おっしゃいましたとおり、このプレミアム付商品券につきましては、国の考え方としまし

ては消費の喚起というのが一番の目的になっております。それと合わせて地域経済の活性

化も、この 2つが大きな目標となっております。まずは消費者が積極的に消費するように、

それからそれを生かした地域経済の活性化に結びつけてまいりたい。いわゆる大店舗それ

から小型店舗という形になっておりますが、現在のところ、小型店舗専用で使えるような

プレミアム付商品券も中に盛り込んでいきたいと考えております。大店舗に関しましては、

三井アウトレットのお話もございましたが、三井アウトレットも商工会に不動産業という

形で登録されています。鈴木委員がおっしゃいましたとおり、中に入っている店頭一つ一

つは商工会にまだ加盟されていないのも事実でございます。事業所が市内に約 1,800 ある

と言われておりますが、商工会に今加盟されているのが 700から約 800弱ということで、3

分の 1 程度ということになりますので、こういった会員がどんどん増えていけるように、

今後は我々も努力はしていきたいと思いますし、プレミアム付商品券が本当に小さいとこ

ろまで行き渡るような取り組みの準備を進めているところであります。 
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立崎委員長 

 ほかにございませんか。藤田委員。   

     

藤田委員 

簡潔に 6点ほどお聞きします。133ページ、都市型観光推進事業で、市長の市政執行方針

では集客施設や宿泊施設を連携し、本市の魅力を体験、体感できる都市型観光を推進して

まいりますとありました。これは昨年からやっている様々な経営者等と集まっての会議、

こういうことから何か本市の魅力を引き出そうということでやっていると思うのですが、

今年 2 年目を迎えますが、今年の議論でいわゆる本市の推進計画に反映させるものを取り

組んでいこうとしているのかどうか。また議論からいって、十分そういうものは見込めそ

うなのかどうか。まずお聞きしたいと思います。 

2点目、商工振興基本計画の中間年で見直しをするとあります。見直しをすることからい

くと、一つはポイントをどこにおいて見直そうとしているのか、より一層の商工業の発展

なりもしくは計画の中で十分効果が出てない、そういうところを見直すところに力点を置

くのか、ここをまずお聞きします。 

それから観光振興事業、ふるさと祭りでありますが、東口に医療機関が移転するという

こともありましてお祭り会場はどうなるのかというのが少し流動的な面がありましたが、

27 年度の会場の位置はどうなるのか。もう一つは 2 年連続でやって好評だった花火大会。

これは予算組みされているのかどうかお聞きします。 

それから 135ページ、工業振興費。輪厚工業団地の販売、これはやはり本市にとっても、

あそこの完売は大きなプロジェクトの達成でありますから、まず目標年度どおりいってい

ただきたい。それによって羊ヶ丘通の延伸、それに伴って地域的にいくと輪厚希望ヶ丘の

発展にも大きく寄与する、それから最終的に企業が操業していただければ雇用や人口増に

も繋がるということで非常に期待が大きいわけですが、その中において今後ターゲットを

どうするのかですね。首都圏をターゲットにするのか、名古屋を中心とした中京圏なのか、

それとも札幌圏なのか、今後の戦略はどのように持っているのか、まず確認させていただ

きたいと思います。それから工業振興課の企業へのアプローチですね。一つは民間企業に

委託販売ということで、いわゆる企業誘致をお願いしているわけですが、工業振興課とし

ても色々なフェアに出かけたりイベントに参加したり、また企業の情報収集、中には市長

のトップセールスもあります。そういうことがありまして、役割分担としてどう進めよう

としている現状なのか。いわゆる民間会社独自で進出企業を進めてもらうこととは別に、

工業振興課として別のルートで単独で動いているのか。その辺どのような役割分担なのか

お聞きをします。 

最後に提案として述べたいのですが、名古屋の老舗薬品会社が決まったということで、

私も少し調べたところ、名古屋の商工会議所の役員も兼ねている重要な位置を占める企業

とも承知しております。そういうことからいけば、この中京圏、名古屋圏は南海トラフ地
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震で、いわゆる企業のバックアップそれから危機管理等々からいけば重要な工業団地誘致

のエリアでないのかとは思っております。そういう面からいけば、毎年工業振興課の方が

色々なフェアにポイントを絞って出て行ってブースで営業するのも大事ですけれども、も

うあと 5 年ぐらいの残りの販売期間を考えたら、場合によっては名古屋圏に工業振興課の

駐在所を出すとか、そこに事務所を借りて職員も張り付けて、3年とか、ある程度の期間集

中的にセールスをする、それぐらいの戦略を持ってもいいのではないかと思うのですが、

答えられる範囲でまず見解をお聞きします。 

 

立崎委員長 

 宮本主査。 

 

宮本商業・消費・観光担当主査 

 藤田委員の質問 2 点についてお答えいたします。まず商工業振興基本計画についてです

が、確かに藤田委員のご指摘があるとおり平成 27年度が策定から 5年目の計画の中間年と

なります。商工業振興基本条例に規定されております商工業振興審議会を開催いたしまし

て、これまでの経過及び策定時と現在の経済状況の変化、そういったもの、効果等を検証

いたしまして、平成 28年度からの 5年間の計画に反映させていきたいと考えております。 

続きまして、ふるさと祭りの会場の件でございますけれども、病院側と一応協議をさせ

ていただいております。趣旨をご理解いただいて、会場についてはこのまま継続して使用

できることになっています。ただ病院ということで、入院されてる方もいらっしゃいます

ので、音量などに注意しながらやっていくと。また警備上の問題もありますので、不審者

が入らないように警備を万全にするということでご理解をいただいております。また花火

につきましては 2 年間大変ご好評いただいております。そのおかげでお祭りの来場者数も

増えていると言っても過言ではないというぐらい非常に好評なイベントでございます。実

行委員会の中でこれからイベント部会等関係しますけれども、その中でも花火は皆さん非

常に好意的な感触を持っておりますので、恐らく実施することになるであろうと思います。

また花火に関しては、道路維持協同組合から大変ご理解をいただいておりまして、色々な

バックアップをしていただいております。そういったことで今年も 7 月に、あの場所で花

火ができればと実行委員会でも考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 山田主査。 

 

山田雇用・労働担当主査 

 都市型観光推進事業につきましてご答弁させていただきます。今までの経過と今後の見

込みについてのご質問であったかと思いますが、都市型観光推進協議会につきましては、
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昨年 7 月に第 1 回協議会を開催しまして、現在のところ 3 回実施しております。内容につ

きましては、各委員の方から考えていただいている観光に関すること、また北広島の観光

の可能性について、ワークショップ形式によるフリーでご意見をいただいている状況でご

ざいます。そういった中で観光プランのようなものもご意見としていただいておりまして、

今後そういった部分の意見交換を主にやっていく形になるかと思います。お話のありまし

た今後の見込みという点でございますが、こういった商業事業者や観光施設事業者、また

行政が連携、協働できる場が協議会でございまして、そういったものの取り組み、連携で

きるものは随時していきたいと考えております。推進計画の掲載につきましては今の段階

では考えてございません。以上です。 

 

立崎委員長 

 庄司主査。 

 

庄司総務担当主査 

 輪厚工業団地の販売戦略についてご説明させていただきます。企業誘致活動につきまし

ては全国展開、これを基本にしつつも好況な業種やエリア、これを絞り込みまして、特に

中部地区を重点とした訪問活動やダイレクトメール、またイベント出店による PR活動など

を行ってまいりました。27 年度もこれまでの活動方針を基本としながら、南海トラフ地震

対策としての企業の事業継続化計画を念頭に置いたリスク分散、このニーズに対応いたし

まして引き続き中部地区に重点を置くほか、最近首都圏に多く立地しております物流関係

の企業の設備投資など、企業活動が活発になり、全国展開を積極的に進めていることや、

地方創生の一環として国が進めております企業の地方移転を促す施策の動き、これを睨み

ながら首都圏での企業誘致活動にも力を入れてまいりたいと考えております。以上でござ

います。 

 

立崎委員長 

 佐々木課長。 

 

佐々木企業立地推進室工業振興課長 

 企業へのアプローチという観点で委託企業との役割分担というご質問についてお答え申

し上げます。企業誘致の第一歩となる企業からの情報などは市に直接入る場合もございま

すし、委託業者に入ることもあります。どの場合であっても常に情報はお互いに共有し、

連携しながら共同作業で誘致活動を進めております。販売委託業者は民間が備え持つ営業

力、それから不動産取引の専門的なノウハウ、スピード感、全国的なネットワークを生か

した情報収集力、それから土地開発公社は公的団体という信頼性や安全性、さらにバック

アップとして市の様々な支援制度を活用したフォロー、雇用面や立地環境におけるサポー
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トを行っております。それぞれが持つメリットを融合させて、より効果的な企業誘致に繋

がるものと今は考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤木経済部次長。 

 

藤木経済部次長 

 最後の常駐職員を配置してはどうかという藤田委員の提案についてお答えいたします。

藤田委員のご提案の通り、企業誘致活動の重点地区、先ほど言われた中京圏に常駐職員を

配置することは、やはり企業誘致活動の即効性や実効性という部分で大変効果的で有効で

あると私も思います。輪厚工業団地における企業誘致につきましては、これまでもお話し

ていますとおり、来年度から 2、3年が勝負の年ということで重要な時期を迎えて、そのた

めにも体制を強化することは重要であるものと私も十分承知しているところです。ただ現

地に職員を配置するために企業誘致担当を増員することや、担当課の職員を現地に回すこ

となどで人員を捻出することは大変難しいというのが現状でございます。限られた体制の

中で、効果的、効率的な企業誘致を展開していくために、販売委託という方法を採ってお

ります。その販売委託の方法で私たちにはない、民間が持っている全国的なネットワーク、

専門的なノウハウを生かした民間の力を最大限に活用するということで、特に中京圏では

先ほど藤田委員もおっしゃっていた申請企業の中北薬品が進出するということで、大きな

PR 効果が期待されます。販売委託業者の名古屋支店がございますので、そういうところと

連携して、第一段階としては委託業者が主体となった PR活動や企業訪問活動を展開、第二

段階としては状況に即した市と委託業者が現地で対応できる体制を取るという形で、常に

双方が即時で連携できる協同体制を取りまして、早期完売を目指してまいりたいと考えて

おります。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。     

 

藤田委員 

2点ほど再質問します。まずお祭りの会場ですが、とりあえず東口でやりますと、花火も

やりますということで、その方向でいくということで、来年度以降、新庁舎完成の折に、

これは新庁舎特別委員会でも議論が出ていましたが、そこでイベントもできるような施設、

空間をということも視野に入れて、今回の新庁舎は建設をされます。ただ仮に 29年に新庁

舎できたとしても、外構工事とか色々なことを考えると翌年でなければ使えないだろうな

と。そうしますと今年東口でやれたとして、あと 2、3年の間をどうするのか。基本的に医

療機関と相談しながら東口でやるのか、場合によっては場所の移転も準備しなければいけ
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ないのか。その辺の基本的な考え方をまずお聞きします。 

それから私が言いました名古屋に駐在所を置いてはどうかという話でありますけれども、

なかなか経費とか人の問題もあるので簡単にすぐやりましょうとはならないと思うのです

が、ただ議会でも色々な質問が出ているとおり、今、販売の目標からいうと少し遅れ気味

であると。それから 27 年度の目標も当然持っていると思います。それは年度睨みながら、

相手のあることですから、なかなか思うようにいかないということであれば、来年度に向

けて今からそういう戦略を立てるぐらいの準備はするべきでないかと思うのですが、答え

られる範囲で答えてください。 

 

立崎委員長 

 吉田課長。 

 

吉田商業労働課長 

 お祭りの関係について回答させていただきます。宮本主査からも申しましたとおり、病

院のご理解とご協力によって本年度は東口で開催できる見込みでございます。病院とも調

整をした中で、今年まずやってみて、それを検証した上でいずいところを直しながら、何

とか東口でできるように進めていきたいと思っております。また新庁舎ができた場合につ

きましては、今後検討するかどうかについても考えていきたいと思っております。以上で

す。 

 

立崎委員長 

 藤木次長。 

 

藤木経済部次長 

 藤田委員からご質問のありました今後の体制という部分でお答え申し上げます。確かに

ここ 2、3年、企業誘致、輪厚工業団地の誘致については、シティセールスではないですけ

れど、まちづくりの重要なポイントということで相当力を入れて進めていかなければなら

ないことはスタッフ全員自覚しております。そういう体制につきましては、即、先ほど提

案のありました常駐の職員をそこに配置するわけには、先ほどもお答えしたとおりいかな

いのですが、今後の販売戦略の中の体制につきましては、例えば期間をある程度区切った

形でのローラー作戦をするとか色々な方法があると思います。それにつきましては今後販

売戦略の中で色々と検討していきたいと思います。以上です。 

 

立崎委員長 

橋本委員。 
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橋本委員 

 鈴木委員と重複いたしますし、また鈴木委員も商店街の会長をされていまして、非常に

ご苦労されていますと同時に、商店街の活性化は担当の吉田課長含めて経済部の方が本当

に頭の痛いところが本音でなかろうかと思っております。各地域、商店街に助成金を出し

ながら活性化に努力はされておりますけれども、ますます、よそから、皆さんも口には出

さないでしょうけれども、このまちに来たら商店街はどこにあるのと、繁華街はどこにあ

るのと、その声がだんだん強まってきています。商店街振興、商店があってないような現

状ですよね、率直に申し上げまして。これをどのように打開するかは非常に難しいと思い

ますし、我々も強く要求はできるものではありませんけれども、これはやはりもう 1 回、

この前少し言いましたように団地ができて私どものまちが発展したことは誠に事実なこと

であります。それに規制緩和、大型店の問題があったりして、そして高齢化が来る、消費

が少なくなってくる、お年寄り、食べてくれる子どもさんはもう巣立っていったと、そう

いう循環ですね。人口はそんなに極端に減っているわけではありませんが、消費量はがく

っと減っていると。もう一つは大型店です。だから大型店が来ることは、これはまちづく

りに恐怖とまで一方では言われていますので、ぜひとも今後とも、歓迎する反面、まちづ

くり、一方で衰退するという両論のバランスを持った、意識を持った形でですね、行政を

進めていただきたい。この部分についてはちょっと欠けている発言が非常に多すぎます。

アウトレットモールが来ることは大歓迎。すごいすごい。すごいんじゃないんですね。あ

と金物屋のジョイフルエーケー。ジョイフルエーケーは流行っているのに、こっちの金物

屋さんは本当にお客さんが減っていく実態ですよね。そういったまちなのです。そして水

商売は全く合わないまちで、飲食店が撤退していくという。どういうことなのかわかりま

せんが、今まで何回も行政としては地域商店街、診断をされていました。しかしその診断

結果がなかなか思うように進まない現状ですので、大変厳しい難しい問題があるかと思い

ますが、過去の歴史と現状を見て、どこまで何ができるかをもう一度、時間も多少掛かる

かもしれませんが、そのようなことを含めて 1 つ取り組んでいただきたいと思いますが、

その 1点だけお尋ねして終わります。 

 

立崎委員長 

 吉田課長。 

 

吉田商業労働課長 

 橋本委員のご質問にお答えさせいただきます。今、橋本委員がおっしゃいましたとおり、

この商店街に関しましては、商工会の皆さんと色々考えていかなければならない大きな問

題だと思っております。また一方で、その商店街のことにつきましては、まちづくりと連

動する部分もございますので、今ご指摘いただいたことも十分踏まえながら、これからの

商店街の活性化に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 
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立崎委員長 

 他にございませんか。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

立崎委員長 

以上で商工労働費の質疑を終わります。 

午後 1時まで休憩にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

立崎委員長 

午後 1時まで休憩といたします。 

 

休 憩  11時 53分 

再 開  12時 58分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

次に土木費の質疑を行います。 

質疑のある方。佐藤委員。 

 

佐藤委員 

 予算書 145ページ、政策経費事業一覧表の 37ページ、輪厚中央通道路改築事業の件でご

ざいますけれども、この度、防衛省から 1億 1,340万円の補助金が出て、27年度以降事業

が進められると思いますけども、中央通の現状と 27年度の方向性についてどこまで工事が

進んでいくのか。合わせて公園も。輪厚中央公園ですか、整備される予定になっておりま

すけれども、当然土地の買収は済んでいるのではないかと考えますけれども、公園の状況

についても説明を願いたいと思います。それから防衛省からの補助金の関係でございます

けれども、1億 1,340万円については当市が要望した金額どおりの予算なのか、あるいは何％

程度なのか、その辺の内容についても合わせてご説明をお願いいたします。 

 

立崎委員長 

 駒形都市整備課長。 

 

駒形都市整備課長 

 佐藤委員の輪厚中央通の質問に対してお答えします。輪厚中央通の現状といたしまして

は、平成 26年度から用地買収に入っております。用地買収対象地権者は 14名で、26年な
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らびに 26 年度繰り越しも含めた予算の中で、7 名の方から用地買収できる見込みとなって

おります。残り 7名ということで、今回の 27年度予算では 7名全ての用地の確保は少し難

しい状況であります。しかしながら防衛省ではそういった私どもの難しいところを 27年現

年に入りましても、予算確保に努めていただくというお話もいただいている状況でありま

す。そういったことから、本市といたしましては、全ての地権者から用地を買いたいと考

えておりますが、現状では少し厳しい状況になっております。それから公園につきまして

も平成 26年度予算で対象地権者 1件ということで、こちらは既に用地は確保させていただ

いたところであります。公園は道路と並行して工事を進めてまいりたいと考えております。 

それと当市の防衛省への要求に対してどのくらいついたのかというところですが、全て

の用地買収が終了する額には、少し足りない状況であります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 佐藤委員。 

 

佐藤委員 

 今年度 7名で大変難しいということは、7名に対しては用地の承諾は得ているということ

でよろしいですか。それとも予算の関係でこのようになっているのか。その辺とそれから

内々言われておりますけれども、これらの国の補助金の関係も含めて、平成 29年度完成予

定は遅れていくのかあるいは内々に収まるのか。この点についても方向性をご説明お願い

します。 

 

立崎委員長 

 駒形課長。 

 

駒形都市整備課長 

 ご質問にお答え申し上げます。残り 7名の地権者の方々につきましては、既に平成 25年、

26 年度、今年度も含めて、お話は随時させていただいております。おおむねご理解はいた

だいているものと考えております。そういった中で今回委員の皆様に承認していただいた

予算の範囲内で何とか用地買収は進めていきたいと考えております。そういった中で平成

29 年完了を目指していることは、北広島市としては現時点ではあきらめたというところで

はございません。しかしながら、これはあくまでも国の補助金がついてのお話となること

から、現時点では 29年完了できるかどうかというのはなかなか明確にお答えできないのが

現状でございます。以上であります。 

 

立崎委員長 

 佐藤委員。 
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佐藤委員 

 今の説明で、大変厳しい状況にはあると思いますけれども、国の補助金もいただいて、

満額ではありませんけども、ぜひ 29 年度に向けて地域の皆さんも期待しておりますので、

その辺も含めて鋭意努力をしていただきたいと申し上げて質問終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。大迫委員。 

 

大迫委員 

 何点か質問させていただきます。まず 141 ページの自転車駐車場管理事業ですけども、

駅の東西の駐輪場において現在も自転車の盗難が非常に多いという状況があると思います

けれども、市がどれだけ自転車盗難の件数を把握しているのか教えて下さい。 

145ページ地域除雪懇談会について、うちの町内会としては懇談会をやって非常に良かっ

たなという思いがありますけれども、26 年度はいくつの自治会、町内会が開催したのか。

また 27年度はいくつの自治会、町内会で開催していく予定なのか教えてください。 

147ページ、東西連絡橋にあたるのかどうかわからないのですが、天使の園とロイヤルシ

ャトーを結ぶ歩道橋ありますよね。あれがこちらの管理かどうかわからないのですが、も

し管理でしたら答えていただきたいと思いますけれども、その歩道橋ですけれども、冬期

間に階段が結構凍結していて市民が転んだと聞いております。また雨漏りもありますので、

そこの改修予定はあるのかどうなのかお答えください。お願いします。 

 

立崎委員長 

 相花主査。 

 

相花河川担当主査 

 自転車駐車場内の自転車の盗難については警察も所管となることから、管理者である市

では件数までは把握できていない状況です。 

天使歩道橋については、北広島市の土木事務所で管理している橋梁で、橋梁長寿命化修

繕計画に基づく抜本的な補修は、平成 31 年に予定しておりますが、階段部や水漏れなど、

結構傷みが激しい状況でございますので、27 年度には抜本的とはいかないのですが、階段

の一部補強や雨水が垂れているところの排水処理を適正に行ってまいりたいと考えており

ます。以上です。 

 

立崎委員長 

 人見主査。 
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人見除雪担当主査 

 地域除雪懇談会についてお答えいたします。平成 26 年度につきましては 19 の自治会、

町内会と実施させていただきました。平成 27年分につきましては、おおむね 20から 25の

町内会を予定しております。以上です。 

 

立崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 駐輪場については以前から一般質問等でも質問してきましたけれども、駐輪場の防犯対

策としてやはり、防犯カメラの設置が有効なのではないかと思いますけれども、何か対策

をとる予定なのか教えてください。 

地域除雪懇談会ですけれども、27 年度が終わったとして市内の自治会、町内会の何％が

大体終わった状況であるのか、わかれば教えてください。 

東西の連絡橋ですけれども、早急な補修をしていただければと思いますのでよろしくお

願いいたします。以上 2点、お願いいたします。 

 

立崎委員長 

 諏訪土木事務所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 大迫委員のご質問にお答えいたします。駐輪場の今後の防犯カメラの設置についてです

が、土木事務所としましては、現行の駐輪場の整理ということでしばらく行っていきたい

と思っております。防犯カメラはやはりお金がかなり掛かりますので、しばらくは今の体

制を維持してまいりたいと考えております。 

天使歩道橋につきましては、先ほど担当から説明がありましたように部分的な補修を今

年やってまいります。今後、平成 29年、30年には橋梁長寿命化の事業で根本的な対応を行

ってまいりますので、しばらくは現状で我慢していただきたいと考えております。 

もう 1点、地域除雪懇談会のパーセントですが、市街化区域内にある生活道路の自治会、

町内会は約 100ありますので、そのうち 21町内会が終わっておりますので、約 20％の執行

状況となっております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 大迫委員。 
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大迫委員 

 駐輪場について再質問させていただきますけれども、駐輪場では鍵を掛けていない自転

車も多分ありますけれども、鍵をしっかり掛けていても鎖で繋いでいたとしても、やはり

盗まれているという状況もあります。附属資料の駐輪場管理事業についての説明では、適

切な管理を行うためにという予算がついていますけれども、現状で適切な管理をしている

と思われますか。 

 

立崎委員長 

 諏訪所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 現状の管理方法についてでありますが、エルフィンパークの警備員も 1 日数回この現場

を見回りしております。警察にも巡回していただいておりますので、市としては適切にや

っていると思っております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。田辺委員。 

 

田辺委員 

 それでは 3点ほど質問させていただきます。まず小さなことですけれども、143ページの

舗装補修事業、ここに入るのかわからないのですが、普通の家の前の道路の側溝といいま

すか排水溝というのがありますよね。そこに蓋がついていると思うのですが、そこが外れ

ているところが市内に何カ所かあるかと思うのですが、これはどういう順番で補修されて

いくのか。市民からは「町内会などを通して要望してもなかなか改修にならないのだけど」

という訴えを聞くのですが、色々とはまったりすると、車とかも危険ではないかと思うの

ですが、これはどのようになっているのかお伺いいたします。 

それから 151 ページの森林保全活用事業について、これもここに入るかわからないので

すが、市有地や民有地の整備をしていく上で、間伐材というのでしょうか、色々と出てき

たものを、例えばチップや薪などに加工して燃料として利用することができないのかどう

かお伺いしたいのですが。これは山から持ってくるというか移動のコストがすごく掛かる

ことも承知しているのですが、可能性としてどうなのかお伺いします。 

それから 153 ページの都市公園整備事業についてですけれども、これは公園内の遊具の

改修となっておりますが、市内の何カ所か、都市公園にはテニスコートがあると思います

が、かなり早い時期に整備されて老朽化して、ひび割れなどが目立っている状況だと思い

ます。利用されている方からもプレイにもボールのイレギュラーとかで支障が出てきてい

ると聞きます。応急手当もしていただいてはいるみたいですが、すぐ盛り上がってきたり
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して、なかなかうまくいっていないと聞くものですから、今後この整備計画の中にテニス

コートの改修が盛り込まれていくのか、まだまだ先のことなのか、その辺のところをお伺

いいたします。 

 

立崎委員長 

 佐々木主査。 

 

佐々木道路担当主査 

 ただ今の側溝の蓋について回答させていただきます。舗装補修事業では幹線、補助幹線

の舗装補修工事を実施しております。側溝の蓋等に関しましては、経常経費の修繕費を使

う形で危険なところから逐次やっていく状況ですが、去年の実績でいいますと修繕費のう

ちの 25％ぐらいが側溝に係わる修繕として実施しております。それらの中から特に危険な

ものから順次、蓋の取替え等を行っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 駒形課長。 

 

駒形都市整備課長 

 それでは市有地、市有林の間伐材の関係のお話をさせていただきます。市有林の間伐は

市有林を適正に育成させるために行っているところですが、場所、地形によって搬出でき

るものとできないものがございます。搬出できるものにつきましては、現時点においては

一定の長さに切り揃え、財産の処分という形で処分している状況であります。田辺委員が

おっしゃるのは一般の市民の燃料ということだと思うのですが、市といたしましてはそう

いう考えは持っていないのが現状でございます。 

それとテニスコートの補修についてでありますが、田辺委員のおっしゃるとおり、テニ

スコートの老朽化が著しい状況になっております。市といたしましても公園の長寿命化対

策総合支援事業の中で、その傷みぐあいに合わせて対応してまいりたいと考えております。

以上です。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 側溝は毎年危険なところから順次修理をしているということですが、実は私の所属して

いるデイサービスの送迎車も 2、3年前の冬、雪でどこからどこまでが道路がわからないと

いうところがあって、落ちてしまって結局 JAF を呼んだという状況だったのですが、そこ
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は未だに直っていないみたいですけれども、やっぱり町内会、地域の人たちはいつになっ

たら直してくれるのだろうという思いがありますので、その辺、こういう順番でとか丁寧

な説明をして、市民にも理解してもらって整備をぜひ早急に進めていっていただきたいと

思います。 

それから間伐材などの利用ですけれども、今、一定の長さに切って財産の処分というこ

とで、それは個人には譲っていないということは、市で何かに利用されているのかという

ことと、市有地に限らず例えば民有地とかでも処分をしたいという声に対して、市内には

輪厚に木を加工する事業所があると聞いたのですが、例えばそういうところと、メイプル

とか森林ボランティアとかもありますよね。そういう NPO の力などを利用して、要するに

少しでもエネルギーの循環にならないかなという思いで、私は聞いているのですが、そう

いうことが将来的に少しでも考えていけたらいいなと思うのですが、その辺の可能性をお

伺いします。 

それからテニスコートについては、傷んでいることは十分市もご承知だと思うのですが、

やっぱり健康のためと言いますか、要するに仕事をリタイアされた方とかでも無料で使え

るテニスコートはすごく貴重で、利用されている方が沢山いらっしゃると思います。すご

い財産だと思うので、ぜひそこを大切に、みんなが気持ちよく使えるように、それこそ管

理なども、そこを沢山利用されている方たちが力を合わせて協力してくれると思いますの

で、そこのところは長寿命化計画の中に、早く改修に辿りつけるようにぜひ鋭意努力して

いただきたいと思います。 

 

立崎委員長 

 佐々木主査。 

 

佐々木道路担当主査 

 側溝の蓋の件ですが、今現在行っているのは、当初造成時にある蓋が破損したものに対

して修繕していく形をとっています。実際、先ほど言った予算の中で壊れたものからとい

うことを重点的にやっているのですが、今ないところにつけるというのは少し難しい状況

なので、今後考えていきたいと思います。以上です。 

 

立崎委員長 

 小松主査。 

 

小松緑化推進担当主査 

 樹木の売り払いに係る、どのように利用されているのかということについてお答えいた

します。直接樹木を利用しているのではなく、売り払った収入を市の収入として緑のまち

づくり基金に充当させていただき、活用させていただいております。以上です。 
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立崎委員長 

 駒形課長。 

 

駒形都市整備課長 

 今の小松主査の話に関連しますが、処分についてはチップ材として処分している状況で

ございます。それと輪厚の民間の木材加工事業所の有効利用という部分ですが、内容につ

いては承知していない状況であります。しかしながら市でも、先ほど田辺委員からもお話

のありました森林ボランティアの活動の中で、富ヶ岡の市有林の中で間伐等を行った間伐

材につきましては、ボランティアの皆さんが簡易的な炭焼き体験という形で市民の皆さん

を対象に活動をしております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございますか。永井委員。 

 

永井委員 

 除雪費に関してだけ質問いたします。個別的な事業名というよりも除雪費全般について

伺いますが、冬になりますと、今年は例年よりも雪が少なかったですけれども、雪が降る

季節になりますと市民の方々から玄関前の雪を何とかしてくれないかという声が、私たち

議員、皆さんにも寄せられていると思いますが、市民の方からは除雪費の使い方がどうな

っているのかと。有効的に使われているようにはどうも思えないという手厳しい意見も寄

せられておりますが、市として今後どのように除排雪支援事業について取り組んでいくの

か伺います。 

また除雪費の中で、地域除雪懇談会、先ほど大迫委員からの質問にもありましたが、こ

ちらでも各地域で年ごとに行っているということですが、地域の方からは「うちはいつ来

るんだ」と、「まだ来ていない」、「まだ懇談会が開かれていないけれどもいつ来るんだ」と

いう、その計画的なことが市民の方々にはどうも周知されていないようですので、その辺

の周知の仕方をどのようにしていくのか伺います。 

もう一つ、小型除雪機に関してですが、現在は 6台所有していると承知しておりますが、

今年度の稼働率はどのようであったか伺います。 

 

立崎委員長 

 人見主査。 

 

人見除雪担当主査 

 永井委員のご質問にお答えしたいと思います。除雪費がどのように使われているかとい

うご質問ですが、こちらは大元になっているのは委託費ということで、通常、雪が降った
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ときに除雪の出動をするもので、業者と委託契約を交わして実施しているものであります。

それ以外のものにつきましては、つるつる路面対策としての凍結防止剤、こちらが原材料

費として 1,104 万 6 千円、計上しております。その他は政策的経費といたしまして市道排

雪支援事業として、来年度 4780万円で計上させていただいております。除雪費の主な使い

道といたしましてはこのような内容になっております。委託費の中には先ほどご説明した

新雪除雪だけではなく、ざくざく路面になったときの路面整正、つるつる路面になったと

きの砂まき、そういったものについても対応できるようにしております。よく市民の方か

ら要望がございます交差点の雪山についても、見通しが悪いので処理していただけないか

という要望がありますので、そういったことにも対応できるように交差点の雪山処理とい

うことで委託費の中に計上しております。 

続きまして地域除雪懇談会の今後の計画ということで、どの地域をやるのかということ

につきましては、市が考えておりますのは、なるべく早い段階で各業者さんを、一通り地

域懇談会に参加させたいと思っております。業者ごとに色々違いがあっても困りますので、

市が委託している道路維持共同組合に加盟している業者の方になるべく早く、地域の方々

がどういった要望を持っているのかをわかってもらいたいと思っておりますので、参加し

ていない業者を対象に、地域除雪懇談会を開催したいと考えております。 

続きまして小型除雪機の稼働率ですけれども、6台所有していますが、実際貸出用に使っ

ているのは 5台で、そのうちの昨年までは 3台貸し出ししております。7日間単位で延長し

ておりますので、概ねシーズン貸しになっているので、約 60％の貸し出し率となっており

ます。今年度は一つ団体が増えまして、その団体に 1月 29日から 3月 4日まで借りていた

だけましたので、貸出率は 65％ぐらいになる予定でございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 まず除排雪の取り組みについてですが、やはり高齢化が進んでおりますので、先日の高

齢者福祉関係でも提案したのですが、除排雪のやり方、あり方について、今一度、市の現

状を見ながら検討していくべきではないかと思いますが、それについてどうお考えかお聞

きします。 

地域除雪懇談会についてですが、金額的には予算額は前年同額ということで、ただ新年

度は 20 団体から 25 団体が実施する予定ということで、実施する予定の団体が前年度より

も増えている、平成 26 年度は 19 団体でしたよね。それで同額ということで理解ができな

かったので、同額でやっていけるのかどうかお聞きします。 

小型除雪機ですが、市民、団体、自治会などでも、実際に借りて動かせる人が今少なく

なってきているのかなと。これはやはり高齢化とかも関係していると思いますし、小型除
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雪機をもっと浸透させていくべきではないかなと。せっかく市で持っているものですから。

これからの小型除雪機の周知のさせ方、またその使い方などの講義、研修みたいな、そう

いうものはどのように考えておられるのか伺います。 

 

立崎委員長 

 人見主査。 

 

人見除雪担当主査 

市の除雪の方法についてのご質問ですが、現状の市の除雪といたしましては、新雪で降

った雪については除雪車の台数や除雪をする時間、予算等含めて、置き雪というのはどう

しても発生してしまう状況になっております。ただし路面整正時にはなるべく間口には置

かないように配慮しているところであります。 

続きまして地域除雪懇談会の開催する町内会の数が今年度増えているとのことですが、

同じ 380 万円で団体数は増えていることにつきましては、開催する会議の回数は同じ回数

でありますが、1回に開催する町内会の数を増やして、対応したいと思います。委託の業者

が議事進行役ということで会合の中に入って皆さんのご意見を聞いてまとめるのですが、

そういった業者の方とともに、市の職員もだんだん慣れてきまして作業もできるようにな

りますので、市のほうも対応できる人数を増やしていきたいと思っております。金額はな

るべく上げないで、現状のままで続けていきたいと考えております。 

小型除雪機の使用についての講習ですけれども、借りたいという団体がございましたら、

実際の使用方法等をご説明しております。町内会の要望によって土木事務所で説明を行っ

てもよろしいですし、現地でやっても構わないと考えており、町内会の要望に沿ってやら

せていただいております。今回新たに借りていただいた団体は現地で教えてほしいという

ことだったので、現地で実際やりながら使い方について講習させていただいたところでご

ざいます。以上です。 

 

立崎委員長 

 諏訪所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 1点目の人見主査の回答に少し付け加えさせていただきます。永井委員がおっしゃってい

るのはいわゆる高齢者対策ということで、271世帯の除雪困難世帯、この対応についてどう

されるのかというお尋ねだと思いますが、もしそういうことであれば、昨年も土木事務所

としては、新雪除雪後の玄関前の置き雪について有償で処理を実施できないかどうか研究

してまいりますとお答えしておりますので、現在このことについて一部研究をし始めてお

りますので、もう少しお時間をいただきたいと思っております。以上でございます。 
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立崎委員長 

 ほかにございませんか。尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 予算書 143 ページの舗装補修事業。この件について何点かお尋ねしたいと思います。生

活道路の舗装表面の劣化による、いわゆる穴ぼこが多く見られると。これは特に大曲地区

が多いのかわからないですけれども、この件に関しては毎回の定例会ごとに専決処分で報

告はされておりますよね。タイヤのホイルを壊したとか、自転車で転んで怪我をしたとか

ですね。そういった意味では市の瑕疵責任が問われることは承知しております。老朽化の

酷い道路については計画的に整備されているということでの予算計上は、適切だと思うの

ですけれども、そこで 5 点ばかり質問をしたいと思いますが、特に雪解け時期に穴ぼこと

かマンホール周辺のへこみですね。こういったものが多く見られるけれども、それはどう

対応しているのでしょうか。2つ目ですけれども、道路パトロールを年間通してやられてい

ると思いますが、これの頻度、定期的にやられているのか。またその報告に基づいてどう

いうことを対応しておられるのかですね。3つ目は補修の基準はどうなっているのかと。穴

ぼこの補修をどんな基準でどう処理されているのかなと。それから 4 つ目は住民から土木

事務所なり市役所なりに、ここに穴が開いているから直していただきたいと言われたとき

に、どのような返答の仕方をしているのかなと、お伺いしたいと思います。それから 5 番

目に、ある住民からですけれども、直したいけれども予算がないのでという言い方をされ

たと話を聞きました。どういうことからそのような返答を住民にしているのか。この 5 点

についてお伺いします。 

 

立崎委員長 

 佐々木主査。 

 

佐々木道路担当主査 

 ただいまのご質問にお答えします。雪解け時のマンホール及びその周辺の舗装の劣化に

つきましては、舗装補修事業とは別に、先ほど申しましたように修繕費を使いながら悪い

ところから修繕をしている形をとっております。 

パトロールにつきましては、夏場に関しましては月 1 度、委託の業者に道路状況を見て

回ってもらっています。そのほか市の職員で現場等に出たときに見て回るなどという形で

パトロールは実施しているのですが、来年度からは職員が週 1 回程度回るような体制をと

ろうと、計画を作っているところです。 

補修基準ですが、次の住民からの苦情の対応とも関連するのですが、苦情等ご連絡をい

ただいた場合には必ず市の職員が現場を確認しまして、その状況によっていつぐらいの段

階で補修できるかというご説明もさせていただいております。すべてのものに対応できれ
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ば問題ないと思うのですが、どうしても限られた予算の中で悪いところから優先する形を

取らせていただいております。 

最後に予算がないのでという回答についてですが、今年の冬に関しましては特に寒暖の

差がありまして、舗装の劣化が著しくひどい状況になっております。それに対して修繕費

を使いながらの補修ということで、当初予定していたよりも雪解けが 1 カ月ほど早く、な

かなか全部に対応できないというのが現状でありまして、状況の悪いところから対応する

という意味で回答したものであります。以上です。 

 

立崎委員長 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

大体想像通りだなと思うのですが、パトロールの頻度ですね。以前はかなり頻繁に道路

パトロールをやっていますよと。1度私が確認した時には、5日に 1回ぐらいは回っていま

すということで、私もいじわるな確認をしたことがあります。大きな穴が開いていたよ、

道路の真ん中にですね。通報も何もしないで 10日ぐらい見ていたらだんだん穴が大きくな

りまして、土木事務所に電話してどれ位の頻度でやっていますかと聞いたら、5日に 1回は

やっていますという返事で、とてもそんな頻度ではやっていないなという疑問はあったの

ですが、それは自分の記憶違いかなということですけれども。道路の穴ぼこというのは放

っておくとどんどん広がって、大きくなってくるのですが、補修の仕方を見るとアスファ

ルトを入れてぽこぽこっと点圧して、それで終わりと。1週間か 2週間経つと、またそこが

かさぶたのようにめくれていると。そのような繰り返しが結構多いですよね。そういった

ことでは、補修の仕方についても例え小さな穴ぼこでもきちんと丁寧にやっておけば長持

ちするよということを研究されたらいかがかなと。ただ穴を埋めればいいというものでは

ないような気がしますね。それから今お話を聞いていると、田辺委員の質問でもそうでし

たが、特に危険なものから順番にやっていきますよということで、危険でなければそのま

まにしておくのかなと。冒頭に申し上げたように、これによって事故が起きたときは市の

瑕疵責任が発生しますよね。それはもう定例会ごとに同じようなことが報告されています。

思いがけないところでそういったことが起きていますよと。ということは、予防措置とし

てはやはり基本的には直すしかないのです。それを怠ると市の責任が問われるとことにな

ると思います。そういった意味では特に危険なものからとか予算がないからとか、そんな

理由で後回しにされることについては十分に慎んでいただきたいなと。先ほどの答弁の中

で通報あったものは確認して補修するようにしていますということでよかったのですが、

必要のない、監督者から見てこれはまだ大丈夫だなとか必要ないなという判断でやられた

ときに、後日また確認をしてみるという配慮も必要ではないのかなと思いますけれども。

特に危険なものからということに関しての見解を再度お伺いいたします。 
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立崎委員長 

 佐々木主査。 

 

佐々木道路担当主査 

 再度お答えします。危険なものから実施するということですけれども、我々の見た中で

の優先順位を決め、確実に実施しております。実際に現場を見に行って確認した中で、置

いておくと確かに後日それが大きくなってくるということは当然こちらも承知しています

ので、そういうことがないような、事前に予防するという観点での補修も実施していると

ころですが、やはり大きいもの、今すぐというものからやっていかざるを得ないのが現状

だと思います。以上です。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。川崎委員。 

 

川崎委員 

 まず土木関係全般になるのか、昨年大変な大雨があって避難勧告が出たことがありまし

た。そこで昨年の大雨から学ぶ予算といいますか、それは今回の次年度の予算のどこにど

う反映されているのか、説明していただきたいと。特に島松の溢れんばかりの部分とか、

中の沢の新しくできた橋のところでは完全に溢れてしまっている状態、それから私も心配

になった美沢の住宅街に行きましたら、おばあちゃんが 1 人ずっと立っていまして、おば

あちゃんはいつから立っているのと聞いたら、もう夜明け前から立っているんだ、心配で

寝られないんだと言っていましたけれども、ああいう状況でいいのか。道との役割分担も

あるだろうけれども、市の役割としてこの大雨に学ぶ予算はどれかということをお伺いし

たい。 

それから先ほど色々問題になっている除雪についてお伺いしたいのですが、この予算書

の中をよく見ているとわからないのですが、先ほどの皆さんの話をかいつまんで、この除

雪の一般除雪の委託料の中に、除雪の部分と補修の部分が一緒に入っているというご説明

をしたかと、聞き違いだったら指摘してほしいのですが、そう取れたのですが、除雪の予

算の中身について、この予算書の 145 ページを見る限りは、委託料の中で施設等維持管理

委託、3億 9,200万円、これがいわゆる除雪費になるのか。この 3億 9,200万円の中には除

雪以外のものが入っているのか。その辺についてお尋ねをしたいとと同時に、これは来年

度予算ですけれども、今年度は大変雪が少なくて議会にも補正予算が上がってこなかった

わけですけれども、除雪に関する執行率は大体どれぐらいだったのか、今の段階でも、ざ

っくりと説明をしていただきたいと。それから今年度から自治会排雪の値段が上がったと

思うのですが、そうすると前年度の除雪から考えると来年度の予算は当然上がっているだ

ろうから、それがどれぐらいになっているのか説明をしていただきたい。それから地域除
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雪懇談会事業についてですけれども、先ほど永井委員からの質問に対して、100あるうちの

20がやられましたよと。昨年ですか。実績ありますよと。今年度は 25ぐらいやろうとして

いるという答弁がありましたけれども、金額が 380 万円になっています。この 380 万円を

例えば 20 カ所やったにしても、1 カ所あたり 19 万円ぐらい掛かっています。25 カ所やる

と、15 万円ぐらい掛かるのですが、一体この 380 万円というのは懇談会を開く経費以外に

何か別なものがあるのかないのか。この 380 万円の内訳、懇談会をやるのに、何にこれだ

け掛かるのか説明していただきたい。もう 1 点、今年は雪が少なかったために、夜になる

とかなりアイスバーン状態が多かったように思います。昨年と今年の予算に対する融雪剤

の散布率はどのくらいか、説明を求めます。 

 

立崎委員長 

 村上建設部長。 

 

村上建設部長 

 川崎委員からの昨年の大雨から学ぶこと、また予算に反映したものはないかというご質

問にお答えいたしますけれども、新年度の予算ということではございませんけれども、12

月の補正で、原始河川ですけれども河川が 3 カ所被災しましたので、それについて災害復

旧ということで 3 カ所分の補正等をさせていただきました。しかしながらそういう対策費

を当初から予算化することはなかなか難しいものですから、これについては災害等があっ

た場合には補正等で対応させていただく形で行ってございます。 

それから常時の見回りや災害時の見回りは、私どもではある意味でマニュアル化してい

まして、こういう雨が降ったときにはこういう班体制でこう見回ると現状もなっておりま

すので、それに合わせまして市の内部で何らかの今後の危なさなどを調査研究していくと

いうことでは、これは内部的な作業ということでやってございますので、新年度で新たに

その関係で予算をつけているということではございません。以上ございます。 

 

立崎委員長 

 人見主査。 

 

人見除雪担当主査 

 ただいまの質問にお答えいたします。除雪の委託費の内容についてのご質問にお答えい

たします。一般的に市道の新雪等、雪が降ったときの除雪の委託はこちらに書かれている

施設等の委託費の中から業者等に発注しております。この中には応急処理工という項目が

ございまして、その中で事故処理等についても計上しているところでございます。 

続きまして地域除雪懇談会の 380 万円の内訳でございますけれども、それぞれの細かい

金額については申し訳ございません、手持ちの資料がなくてお答えできないのですが、内
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容といたしましては企画準備費、懇談会の実施、こちらが実際に現地で会を開催するもの

であります。次に懇談会の時の議事録等取りまとめ。最終的に皆さんのご意見を集約した

除雪マップの作成と。以上この 4項目で構成されております。 

除雪費ですけれども、皆さんご存知とおり今年度は小雪でござますので、こちらの執行

率につきましてはおおむね 8割程度と考えてございます。 

凍結防止剤の散布につきましては、散布率ということでは出してないのですが、塩化カ

ルシウム等の凍結防止剤の使用量につきましては 12 月、1 月で昨年度を大きく上回りまし

て、2 月の中旬に原材料費の流用をしまして 87 万円を増額させていただいたところでござ

います。以上です。 

 

立崎委員長 

 諏訪所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 市道排雪支援事業についてお答えいたします。排雪支援事業に係わる補助金の額の改定

についてのことだと思われますが、現行の補助基準額が今 1キロ当たり 52万円でございま

す。平成 22 年度に改定しまして、その後 4 年経過しておりますので、これを平成 27 年度

の事業費を 60万円に改定するものであります。それで自治会の負担や市の負担につきまし

ては 1 キロ当たり 4 万円の増額となるところであります。ただし、自治会の負担について

は、平成 29 年度まで据え置きとします。現在 65 団体の自治会の排雪をやっておりますの

で、この数が増えれば当然支援事業の補助額全体総額は上がるものと考えております。以

上であります。 

 

立崎委員長 

 人見主査。 

 

人見除雪担当主査 

 先ほどの凍結防止剤の使用について補足説明させていただきます。塩化カルシウムを実

際撒いているところは、通常 128カ所 14.2キロで、通常夜中の 1時くらいから朝 6時くら

いまでの時間帯で散布車による散布を行っております。それ以外にも砂に凍結防止剤を混

ぜたものを作成してそちらを砂箱に配布したり、実際に市職員や除雪センター職員で交差

点周りとか通学路、そういったところに撒きに行っております。砂袋の数は通常、昨年ま

では年間 2万 5千個作成しておりますが、今年度は 3月 4日の時点で既に 4万 1600個を作

成しております。1万 6,600個分増えておりますので費用につきましては約 140万円の増と

なっております。以上です。 
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立崎委員長 

 諏訪所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 排雪支援事業について 1 点答弁漏れがありましたのでお答えいたします。全体で総事業

費がいくら増額になるかについてでありますが、1 千万円ほど増額になる予定であります。

以上であります。 

 

立崎委員長 

 川崎委員。 

 

川崎委員 

 今の最後のを聞きたいのですが、1千万円増えているのは自治会排雪の話ですか。僕が聞

いたのは、一般の除雪費が去年よりどのくらい上がっているのかと聞いたのです。執行率 8

割と言ったでしょ。去年の予算に対して執行率 8 割だよ。では去年の予算はいくらで、今

年の予算はいくら上がったか。それは後で続けますというのは何故かというと、自治会に

対しては 54 万円から 60 万円に上がりましたよと、約 1 割上がっているわけですよね。こ

の理由が油代が上がりましたよ、人件費が上がりましたよ。自治会には 1 割だけども、あ

なた方が実際に発注する業者に対しては何割上がったのかということを確認したい。そう

いうことをまず聞きたい。 

それから最初に戻りますけれども、土木関係で、災害復旧対策で終わりましたよ、だか

らもう問題ないですよということでいいのかな。問題ないから今年も予算はつけていませ

んよ、補修する所は一切ありませんということで捉えていいのか。もう 1 回確認します。

たぶん来年も同じようなことが起きたときどうするのかという責任問題になりますよね。

そういう問題点が把握されてないのかどうか。もし把握されているとしたら、どこをどう、

長期的に考えていかなければならないのか。その辺は毎年のことだから長年かけてやるこ

とではなくて、もう瞬間瞬間でそういうことを対応していかなければならないと思ってい

るのです。だからこそ確認させていただいております。その辺についてもう一度答弁をお

願いします。 

それから先ほど今年の予算の執行率は 8 割でした。これは仕組みを聞きたいのですが、

これ 8 割で委託していましたよね。ただこれは実際にやった分だけお金を払って精算して

いるのか、それとも一旦委託してしまっているからこの 2 割は返してもらうのか、この辺

の仕組みについてお聞きをしたい。一部では、これは噂ですけれど、今年は除雪費の予算

が大変余ったから補修費に回せるなんて言っていたよという、噂ですけどね。そういう話

も聞きます。それだとすればこの除雪のやり方というか、補修費を稼ぐために除雪を少し

セーブして、本来しなければならない除雪も市民に我慢してもらって、手柄を立てると言
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ったら悪いけれども予算縮小して、何とかしてそっちに回そうということをやっているの

か、それであれば、これはちょっと問題になるのではないかということで、質問させてい

ただいております。 

最後の除雪懇談会、380万円の中身について、なかなか内容的にはきちんと説明を受け取

れなかったのですが、先ほどの説明でいくと、市の職員でできそうなことではないかなと、

380万円も委託をしてやるような仕事なのかな。もう 1回きちんと説明して下さい。以上で

す。 

 

立崎委員長 

 人見主査。 

 

人見除雪担当主査 

 まず地域除雪懇談会についてご説明させていただきます。市職員でもというお話でした

が、今回は札幌市等でよく懇談会をやっている業者でしたので、そちらの業者が主体とな

り、我々が補足的に対応させていただきました。やはり企画等、準備等、図面等の作成等

もございまして、そちらはやはり我々ではなかなか手に負えない作業でございますので、

それは業者委託ということで対応しております。以上です。 

 

立崎委員長 

 村上部長。 

 

村上建設部長 

 全体的な土木費の災害等の対応ということですけれども、川崎委員が言われるように、

100％本当にどこも問題なくやっていけるのかということにつきましては、日々の雨の中と

かでも、いわゆる維持管理費など持っている中での対応もございますが、大きな災害が来

たときに必ず今の予算の中でやっていけるかということではございません。緊急に対応し

なければならないものについては、やはり補正等で予算を要求していくことになろうかな

と思います。それと合わせて、先ほど部内で調査研究をしていくという部分については、

内部の作業になりますけれども、やはり直していかなければならない部分があるのではな

いかと思われるところもございますので、それについては引き続き調査研究をしていきた

いと考えてございます。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 諏訪所長。 
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諏訪土木事務所長 

 除雪費の委託料の増額についてですが、前年度予算と来年度予算の比ですけれども、約

5％増、額にして 3150 万円の増額となっております。この内容ですけれども、人件費の単

価のアップですとか燃料費等の分で増額しているところであります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 人見主査。 

 

人見除雪担当主査 

除雪費が余っているから補修費にしようとしているのではないかというご質問ですけど

も、先ほどご説明しましたように、市道の除雪以外に応急処理工という部分がありますが、

こちらについては事故等の対応やそういった緊急的に対応することで、補修費という内容

ではございませんので、そちらに使っていることはございません。以上です。 

 

立崎委員長 

 川崎委員。 

 

川崎委員 

 最後から聞きます。この 8 割ということになると、今後やらなければ、この前年度予算

は戻すということでいいのかな。それを確認したい。 

それから大雨で学ぶこと、緊急工事をしましたよということですが、緊急工事はもう極

端に言ったらともかく緊急だから完璧ではないと思います。そのあと何をやらなければな

らないのかは多分見えていると思います。橋の縁が削られたとか、当然あれだけの水が流

れるわけですから土砂も一緒に流れてきている、川の底がかさ上げされているだろう。昨

年と同じような水の量であれば、昨年よりは条件が厳しくなっているのではないか、そう

いうことが想定されるけれども、その辺について、要はもう去年雨量がある程度決まった

のだから今までになかったと言っても、それがこの北広島であり得るとしたらそれにやっ

ぱり間に合うような対策は、私は昨年の大雨から学ぶ予算として何らかの形が残るのでは

ないかと考えました。来年私はいるかどうかわからないけれども、いずれにしろ大雨が起

きて何かが起きたときには、それは責任問題になるのではないかという気がします。 

それから先ほどの市職員でできないかということですが、その 380 万円というのは、皆

さん色々な、資料とか何とか他の部署の予算を見てください。同じようなことをやってい

るのにこんなに 380 万円も使って、その程度しかやっていないような、答弁から聞いてで

すよ。これは問題があるのではないかと思います。中身もきちんと整理すべきだと思うし、

それから調査研究したものについては、例えば建設文教常任委員会に説明をすることがあ

るのかないのか、最後にそれだけ聞いて終わります。 
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立崎委員長 

 諏訪所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 除雪費の執行率について約 8 割ということで先ほどお答えしておりますが、これの執行

した残りについては不用額ということで処理することになります。 

地域除雪懇談会の 380 万円の中身についてですが、先ほど担当からも説明がありました

ように、市民、行政、業者、3者で話し合いするのと、その中に入ってコーディネートして

いただくためにはやはり委託業者は必要と考えております。なぜならば、市と市民だけで

の懇談会となりますと何かと苦情処理という場になってしまいがちになります。それで委

託業者に入っていただいて仲立ちしていただくという役割があります。それと 1 度の懇談

会で 8 つぐらいの町内会と懇談会を実施しますので、それを取りまとめることになります

と、除雪マップに色々なものを書き込んで調整することになりますが我々職員は、担当と

自分を入れて 2、3名しかおりません。この中で全て行うことは大変困難なことであります

ので、やはり委託業者が入って、きちんとした図面を作成していただき、皆様にご報告で

きるという体制でやっていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

立崎委員長 

 諏訪所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 すみません、1点漏れておりました。地域除雪懇談会の内容を市議会へ報告することがあ

るのかないのかということですが、市としては必要ないものと考えておりましたが、今後

進めていく上で必要とあれば、建設文教常任委員会に報告していくかどうか検討してまい

りたいと思います。以上であります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 4点ほど簡潔にお聞きします。まず 143ページ、除雪費。先日の北海道新聞で、

北海道が地域の除雪体制支援として、更新期を迎えた除雪車を市町村や事業者に払い下げ

ることを、試験的に始めると出ておりました。本市としてこれに手を挙げたのかどうか、

まずお聞きします。 

それから 145 ページ、地域除雪懇談会。色々縷々質問ありました。私は 1 点だけ違う角

度で質問します。最初に 3町内くらい試験的にやり、26年度で約 19町内会やったというこ
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とで、先ほど大迫委員も言っていましたけど、除雪懇談会をやって意見を取り入れて、そ

れがいくらか反映されて地域も満足しているという声もあるということですから、この 26

年の 19町内会、恐らく雪が降る前にやったと思います。それに対して、地域によっては公

園に雪を入れたり、通学路の角の雪を少し丁寧に取ってほしいとか色々なリクエストがあ

ったと思うのですが、それに対してこの冬はどうだったのか、その効果はどうだったとま

ず認識をしているのかどうか。そこをまずお聞きしたいと思います。 

それから 147 ページ、生活道路改良事業。北広島市内で住宅が張り付いている地域の生

活道路の未舗装が、かなり解決されてきていると思うのですが、26 年度を通してどこまで

未舗装が解決されたのか。説明を願います。 

最後にこれはページ数がないのですが、庶務課長にお聞きしたいのですが、国道、道道

に関して、特に大曲の例を出しますと、道道、国道は大型車が非常に通るものですから、

道路が陥没する、いわゆる轍掘れという状態が慢性的になっております。例を申しますと、

大曲のセリオというスーパー周辺の道道は相当陥没しております。実際問題、何と言いま

すか、運転していても少し油断するとハンドルをとられる可能性も無きにしも非ず、そう

いう状況も見受けられます。これは国道も一緒です。国道は 36 号の農協のところですが、

放っておくと交通事故にも繋がりかねない危険性も十分あるので、まずこういうものの補

修の目安、もしくは市の要請に対して、道の対応はどうだったのかお聞きします。 

 

立崎委員長 

 諏訪所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 除雪機械の売り払いの件についてと、地域除雪懇談会の成果についてお答え申し上げま

す。まず初めに除雪機械の売り払いの件についてでありますが、昨年北海道が実施しまし

た市町村への除雪機械に関するアンケート調査に基づきまして、地域の除雪体制支援とし

て更新期を迎え、北海道が不要とした除雪車を、市町村や事業者に対して払い下げる取り

組みを、この冬から試験的に始めるということで、北海道から今月 2 月に売払いに関する

意向調査の照会がありました。今回払下げの対象となるのは、除雪トラックやロータリー

除雪車など計 34台で、いずれも使用年数が 15年程度とされる、耐用年数を迎えるもので、

点検では故障が少なく今後も使い続けられると判断されるものであります。本市としまし

ては、これらの車両のうち、排出ガス規制の関係で製造されてない除雪グレーダーについ

ては、新規車両で更新ができないことから、ほぼ年式が同じでありますが、本市の車両よ

り走行の距離が短くて程度が良いと思われるので、これについて購入を希望したいと考え

ております。その他の除雪トラックやドーザー、ロータリー車に関しては、本市が使用し

ている車両よりも年式が古いため、払い下げの要望はいたしません。 

次に、地域除雪懇談会で作成しました、除雪マップの成果についてでありますが、平成
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26年度に実施した 19の自治会、町内会における地域除雪懇談会で作成しました除雪マップ

の検証につきましては、今年の 5 月中旬から下旬にかけて聞き取り調査を行い、整理した

いと考えております。そこで一昨年実施した自治会、町内会の成果につきましては、お答

えできますのでお答えいたします。主な意見としましては、置き雪場として公園や空き地

の利用、除雪の工夫、ごみ出しのルール、つるつる路面対策、交差点の雪山の処理という

問題が挙げられました。成果としましては、公園の管理者や空き地の所有者の協力により、

置き雪場として有効利用することが可能になったということと、それから、除雪の工夫と

して除雪機械の変更等により左右不均等が一定程度解消された、それとごみ出しのルール

が守られたなどの成果が挙げられました。これらについて市民側のお話としましては、ご

み出し時間帯など市民がルールを守ることで、作業がしやすくなる実感をしたという、情

報共有の効果が挙げられ、また空き地や公園の置き雪場としての活用については、かさみ

がちな除排雪を増やさずに話し合いで改善できたとか、あと、除雪のスピードが上がった

と効果を実感するとのお話が聞かれました。一方、除雪業者側としましては、雪山が高く

危険な箇所とされた場所では、除雪業者が排雪時に雪山を削り取り、見通しの確保に努め

ることや、日当たりが悪くて滑りやすいとされる道路に、砂箱を設置することなどが除雪

マップに書き込まれることによって、自分たちが今まで気付かない危険な箇所がわかるの

で、住民サービスの向上に繋がると、除雪マップの効果についてのお話を伺っております。

以上であります。 

 

立崎委員長 

 北口主査。 

 

北口道路・河川担当主査 

 生活道路につきまして、残りの整備状況を回答させていただきます。今年度、未改良道

路につきましては 360 メートルの改良を実施しました。結果、残り延長が約 1.2 キロで、

実施率は 96.3％となっております。以上です。 

 

立崎委員長 

 斎藤庶務課長。 

 

斎藤庶務課長 

 国道、道道に関しまして、轍掘れや陥没等のご質問にお答え申し上げます。以前より、

たしか平成 24 年とか平成 25 年にも藤田委員からご指摘がありまして、その都度、国や道

に出向いたり、意見交換の場で要望しているところです。しかしながら、やはり轍掘りが

事故をすぐ起こす危険性がないという判断をされたようで、緊急の手直しや補修工事は行

われてはいないということでございます。それでたしか昨年の第 4 回定例会でも國枝委員
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からご指摘がありましたので、再度、北海道に要望したところ、平成 27年に雪解け後にな

ろうかと思いますけれども、再度調査して必要であればという回答をいただいているとこ

ろでございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。      

 

藤田委員 

再質問で 2点お聞きします。道の払い下げでグレーダーは手を挙げたということですが、

応募が多かった場合は、必ずしも当たるとは限らないのですが、仮に当たらなかった場合、

いわゆる来年度グレーダーの購入として予算を計上しなければならないのか。そこの今後

の考え方お聞きします。 

それから除雪マップは今、町内会それから業者の色々な効果のお話があったので、今の

ご説明からいけば、それなりに効果が挙がっているのだろうと。問題はその対象町内会の

住民が、それを十分実感しているかですよね。懇談会をやったのは恐らく町内会の役員と

か一部の方だろうと思うのですが、その町内会がこの冬はこう反映されたよとか、こうな

って非常に除雪が一歩良くなったよみたいな実感なりを得ていらっしゃるのか、もしくは

そういう PRをしているのかどうかですね。この辺、ただ担当者だけが良かった良かったと

言っても、地域住民がそれを実感しないと、除雪が本当に効果的になっているのかは実感

できないと思いますが、その周知方法なり PR方法なり、今後除雪懇談会をやる町内もあり

ますから、そこからどうやっていこうと思っているのかお答え下さい。 

 

立崎委員長 

 諏訪所長。 

 

諏訪土木事務所長 

 まずグレーダーの件についてお答えいたします。除雪グレーダーは、排出ガス規制の関

係で当面製造されないということですので、市としましてはこの車両を大事に使わなけれ

ばならないと思っております。この車については毎年毎年部品交換等を行い、整備しなが

ら長く使っていきたいと考えており、除雪グレーダーが製造されることになったときには、

当然更新してまいりたいと考えております。 

次に除雪マップの関係ですが、一部役員だけの声ではないかということですが、私も 100 %

町内会の会員の方とお話しているわけではありませんが、私のところには除雪マップを作

成するときに出席できなかった方からもお褒めのお言葉をいただいたりしているものです

から、おそらく一昨年やられた 2 つの町内会については非常に効果があったのでないかと

思われます。今やっている 19の自治会については今後聞き取りをしなければわかりません
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が、この 2 つについては効果があったものと思われますので、引き続き同じような手法で

やってまいりたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 最後に 1 点。今の件ですが、先ほど除雪マップの予算について色々なご指摘もありまし

たから、今、諏訪所長がいうとおり、それだけの効果があったのであれば、いわゆるお知

らせするためにも予算を組んで、やった町内会の戸数というと恐らく何百という限られた

数だと思いますから、あなたの町内会の除雪懇談会でこんな意見が出てこうやります、改

善点はこうですよと。書類にしたって 1 枚か 2 枚で済むでしょうから、そういうものを対

象町内会にお配りするとかしっかりＰＲする。ただ対策のために、専門業者のための費用

だけに使うのではなくて、住民のためにも PRのためにも予算計上して、しっかりその効果

を広めるのも一つの手でないかと思いますがどうですか。最後にその見解があれば、お聞

きして終わります。 

 

立崎委員長 

 人見主査。 

 

人見除雪担当主査 

 作成した除雪マップにつきましては、各町内会、会員の方全てに回覧して頂くように、

各班の数だけ町内会にお配りさせていただいております。全ての方に回覧で確認していた

だいていると思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 ほかに。鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 附属資料 36ページの住宅建設費についてお伺いしたいのですが、昨年オープンというか、

供用を開始した共栄第 2団地の 1号棟、これは見るからに本当に素晴らしく出来上がって、

カラーコーディネートも素晴らしいなと。そういうことで入られた方は、以前は老朽化し

ていたものですから、非常に快適な生活を営んでいるものと思っているわけですが、ただ

そこの 1 点ですね、何回も古いときにあそこの辺りを通ってみますと、それぞれが楽しん

でいたのは自家菜園やお花を植えていたと。それぞれ自分の住まわれている前でそれなり

に作られて、楽しんでいたように私は見受けられるわけですが、そういう意味からして色々
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な意味でのコミュニティを考えたときに、これせっかく、次に今度 2 号棟の建設をされる

わけですから、そのあたりのことは現在入られた方々からの要望だとか、また今後、次の 2

号棟に際してはそのような考え方はお持ちでないのかどうかをまずお伺いしたい。2点目は、

建て替え戸数というか、今の公営住宅に関して今後どの程度の戸数を建て替えしなければ

ならないのかをまずお聞きすると同時に、よくここの場でも、例えば大曲辺りに公営住宅

はどうだというお話も出ていたと思いますが、そういう意味での新規の公営住宅建設につ

いて市はどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。3点目は午前中に商業や何かの話

をしたとおり、香川県の丸亀商店街というのは、商店街が活性しているからといって、全

てがその全国の先進地になっているわけでなくて、ここはいわゆるまちなかの居住という、

要するに高齢者が医療のところに通うにしても、買い物をするにしても、まちの中にどん

どん集めていく施策をどのまちよりも非常に積極的に行っていることからも、先進地とし

て今でも結構全国から色々な方々があそこに行って勉強しているようであります。そこは

民間のマンションを例えば市が一括借り上げして、それで高齢者の方々にそこに住んでい

ただくような政策だとかそういうことで積極的に、今後ますます高齢者が増えるであろう

ことを目して、コンパクトシティを推進しているということから、わがまちも少子時代と

いうこともそうでしょうし、一時期よりもここにある大学の生徒の数も減ってきていると

いうことからも、ややマンションの空き家が目立ってくるようになったように思います。

ですからそういう見地からも、そういう民間のそういうとこを借り上げながらやっていく

方が、この建築費を一つ見てみても 3 億 6,200 万円という形の中で今回の 2 号棟が出てい

るわけですが、それを単純割りしたらできるかどうか、そういうことはどうなのかわかり

ませんが、12 戸で 3億 6千万円掛かっているということは、1 戸当たり 3 千万円の部分だ

として、単純ですよ。そうなるわけで、そのことを今後長い長い年月のことを考えたら、

果たしてそういう公営住宅の供給の仕方はまた少し矛先を変えてみてもいいのではないか

なということから、その辺りも見解をお伺いしたいと思います。以上 3点お願いします。 

 

立崎委員長 

 中島建築課長。 

 

中島建築課長 

 共栄団地の建て替えについてのご質問でございますけれども、まず 1 点目、供用部分の

緑地帯に、例えばお花畑をつくりたいということに関しては、現在平屋建てにお住まいの

方が 5 階建てに移っていただいているわけですが、西の里もそうでしたけれども、供用部

分を皆さんでお使いいただく分には、つまり自治会として使いたいということであれば問

題ないのですが、個人で使いたいという場合にはなかなか認めることができないと考えて

います。供用部分の緑地帯については市が草刈等を行っておりますけれども、ある程度皆

さんが、共通の認識を持って美観を損ねない範囲で使っていただくことで、自治会として
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協議していただければ我々も検討する用意はございます。 

２点目の大曲に新規の公営住宅建設をできないかということでございますけれども、現

在共栄団地の建て替えを平成 31年度まで計画しております。また大曲につきましては民間

の借家住宅が数多く建設されております。さらに既存の借家もありますことから、公営住

宅そのものの役割は大曲について言えば、改めて建設することにはならないのかなと今の

ところ思っております。 

３点目の丸亀市の例で、まちなか居住の関係でございますけれども、本市も確かにマン

ション等の空き家も増えていると思います。その関係で今年度策定した住生活基本計画で

も、コンパクトシティの考え方で、まちなかに多く集まっていただければ、交通の面、医

療の関係等もコンパクトにできるということで進めたいのですが、現在共栄の建て替えを

行っており、借り上げ公営住宅の件も出てきましたけれども、民間の住宅を借り上げて公

営住宅にすることにつきましては基準がございまして、例えばユニバーサルデザインを採

用するとかエレベーターもつけなければいけない、段差も解消しなければいけない、高齢

者のための施設といいますか設備をつけなければいけない、体の不自由な方の設備もつけ

なければいけないなど、様々なバリアを取るという意味では費用の関係もございますので、

今しばらくは共栄団地の建て替え、さらには平成 23年度に策定いたしました公営住宅の長

寿命化計画、こちらに則りまして既存の市営住宅の改修を続けていきたいと考えてござい

ます。以上です。 

 

立崎委員長 

 吉岡主査。 

 

吉岡建築工事担当主査 

 ただいまの質問の中で、建て替え戸数はいくらなのかというご質問にお答えします。25

年と 26年度で建設した 1号棟でありますけれども、40戸建て替えが終わっております。今

後 2号棟 12戸、3号棟 50戸、4号棟 12戸、5号棟 20戸の合計 134戸で建て替えを予定し

ております。以上です。 

 

立崎委員長 

 鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 ありがとうございます。自治会の部分で管理するということであれば、緑地帯をですよ、

管理するということであれば花程度は認めるみたいなお話だったかと思います。そうでは

なくて、自治会ではもちろん管理をしていただかなければいけないものの、例えば家庭菜

園というのは大根を作って自分だけ食べるという話ではなくて、やはりコミュニティとい
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うものが非常に大事なので、やはりそういうのを共同で、しかも高齢者ですから、それほ

ど皆さんが力あるわけではないですし、例えば 1 町歩も 2 町歩も作るわけではないですか

ら、そういうものを作りながら生活をエンジョイするというか楽しんでいただくという観

点からは、どうしてもそういうものをきちんと、逆に言うと向こうから言ってきたからこ

うしてやるではなくて、これから福祉が大事ですから、行政のほうからこういう形はどう

ですかみたいな提案をするということは、僕はごく普通のような気がするのですが、その

辺りの見解が違うだけですむのかどうなのかお聞きしたいのと、あと大曲は民間のアパー

トが沢山建っていると。マンションが建っていると。それは私もあの辺に行けばわかりま

す。ただここで書いている市営住宅というのは、ここにも若干書いている高齢者や低所得

者などの住宅困窮者が云々てなっているわけで、そうなりますと、例えば大曲のああいう

立派というか新しいところに入ると、値段は調べたことはないのですが大体 6 万円や 7 万

円や 8 万円するではないですか。そういう中で、いやあそこにあるから市営住宅要らない

んだっていうのは、趣旨と少し違うと私は思うので、その辺の見解をお願いしたい。それ

と丸亀市の、これは、実際に見てきて、色々むこうの話ですから、だけど何で丸亀市がで

きて北広島はできないのですか。このバリアフリー、どうだこうだって。向こうだって実

際問題、古い建物に入居者がいないので、互いの関係ですからとにかくそうやって住宅供

給しましょうって言って進んでいるのです。何で北広島がもうバリアフリーするのは大変

だからそれはだめだって。そんな話にはならない。これについて私はもう 1 回お話いただ

きたい。そういうことで、とにかくお聞きしたいのですが、大変失礼な言い方かもしれま

せんが、しっかりご答弁いただきたいと思います。 

 

立崎委員長 

 中島課長。 

 

中島建築課長 

 鈴木委員の再質問 3 点についてお答えいたします。まず 1 号棟の自治会の関係といいま

すか、家庭菜園等の関係でございますけれども、1号棟には 40世帯が現在入っております。

皆さんが同じ方向を向いていればいいですけど、例えばその一つやることに対して様々な

意見がございます。花というのは見た目がなかなかいいですけど、家庭菜園等になります

と気に入る、気に入らない、そういう世帯もございます。ですから我々からやって下さい

と言うことはなかなかできないのですが、自治会としてまとまった意見を出されれば我々

でも認めるような方向で検討をしたいという回答でございます。 

大曲の件でございますけれども、確かに市営住宅の役割というのは、低額所得者で住宅

に困窮している方が対象になっております。本市におきましては、当初の市営住宅管理戸

数が 340 戸、また現在は建て替え中ですので 330 戸、道営住宅も 1300 戸ほどございます。

さらに言えば、大曲には公営住宅はありませんが、道営住宅は道内にお住まいの方、市営
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住宅については市内にお住まいの方が対象となっており、場所に限って入居の条件をつけ

ているわけではございません。たまたま大曲にはございませんけれども、どちらも条件に

合えば応募の資格はあるということでご理解いただきたいと思います。 

丸亀市の件ですけれども、やはりバリアフリーも一つの理由として申し上げたのですが、

道営住宅と市営住宅の合計数が、近隣の市町村に比べてかなり割合が高いということもご

ざいます。さらには現在、共栄の建て替えも行っておりますし、長寿命化事業も行ってお

ります。その期間中は、当面の間は現在の計画を進めていくということで、新たな借り上

げの公営住宅等の計画は今のところ持っていないというところでございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 行政の方は仕事が忙しいから、あまり夢をお持ちではないのかなと思うのですが、例え

ば私の個人的な意見ですが、3億 6千万円使ってそういう高齢者の方々に、生活を楽しんで

いただこうと言うのでしたら、私は何もあれほど立派な 5 階建にしないで、ある程度の木

造住宅の、イメージすれば南幌にも公営住宅がありますけれども、ああいう平屋で地面に

ついたところで生活するのが人間として一番安心できますし、先ほどから言う、例えば花

だ何だかんだと言うと、ただ耐久年数こそ当然違いますから、そこら辺のことを考えると、

そのコストとその辺りを考えると、果たしてどれがどうなるかわかりませんけれども、た

だ実際住んでみてどうだろうと。しかもお年寄りが多いわけですよ。20歳の若い人たちが、

お年寄りはエレベーターつけたから上でもいいという発想は僕は違う。よほど地価が高い

ところだったら、どんどん上に伸ばす必要はあるかもしれないけれど、北広島では平屋で、

しっかりそういう楽しんでいただけるような住宅供給をすべきではないかということで、

もう 1 回その辺のお考えをお聞きしたいのと、じゃあ民間アパートはやめましたと。今の

話でしょう。借り上げの話ですけど。積極的に道営住宅とかそういう、先ほど中島課長が

おっしゃったのは地域に限らずということですから。それならば、逆に言うと、団地のど

んどん過疎化というか人口減というか、ある程度また高齢化は進んでいるわけですから。

輝美町でも何でもきちんと改修工事を道に早く働きかけて、そこを例えば高齢者の方々が

安心して住めるようなとこにするとか、やはりそのようにやっていかないと。橋本委員が

いるから私もなかなか言いづらいですけれど、共栄にそうやってやることは悪いと言って

ませんけれども、そこに固執してやる必要があるのですか。だから僕はそこら辺を考えて、

もう少し、逆に言うと、それは地域に限らずどこからでも、例えば「市内の住民の方はど

こでも住めますよ」はわかるけど、ではもう少し分散してもいいのではないですか。そう

いう考え方はないのかどうか、最後にお聞きして終わりたいと思います。 
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立崎委員長 

 中島課長。 

 

中島建築課長 

 鈴木委員の再々質問にお答えいたします。まず平屋にということですが、私個人的には

平屋が良いと思います。当然環境の面からいっても、平屋、それと 2 階建ての住宅を沢山

造りたいというのは、これは私は建築技術者としても最高の環境であるかなと思います。

しかしながら建て替えについては、ある程度制約があります。同じ敷地での現地建て替え

ということで、1 つの敷地の中に集約するような形で造らざるを得ないということで、23

年度に基本設計を行っているわけですけれども、建て替え計画のような形になったもので

ございます。平屋にできなかった代わりとは何ですけれども、供用部の使用については皆

さんのご同意があれば、私どもも認める方向で考えると、しつこいようですけれどもその

ように考えております。 

その後の借り上げ住宅の件についてですが、現在、輝美町団地については用途廃止を 7

棟行っております。道営住宅の整備については、公営住宅における道と市町村の役割検討

部会というのが、全道規模で行われておりますが、石狩管内は北広島市が管内の代表とな

っております。道の基本的な考え方でいくと、道営住宅の多くが建て替え、もしくは修繕

の時期にあたるということですが、本市にある道営住宅も対象になっております。北海道

が策定した道営住宅整備活用方針では、新幹線の駅の所在地などへの、広域的な再編整備

が示されていますが、先ほどの検討部会の中では、本市は北広島団地造成とともに発展し

たまちでもございますので、今の戸数を維持していただくように、その会議の中でも度々、

市の要望としてあげております。また、輝美町団地につきましては具体的な方針等も示さ

れておりませんので、機会があるごとに市の意向として、今の戸数を維持していただくよ

う要望していきたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  14時 47分 

再 開  14時 48分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

質疑のある方。橋本委員。 
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橋本委員 

 簡単に。鈴木委員が言われたからということではありませんが、実は私も鈴木委員と最

も同感でありまして、早い時期に「まちなか」ということで、十勝芽室も「まちなか」と

いうことで、そういったものを中心部に集約する。するとお年寄りも買い物に近いとか色々

なことありまして、市営住宅の関係にならないのかというと色々な法的規制があってでき

ないということで、今、市営住宅、共栄が建った経過があります。そこでお尋ねしたいの

は、人口減少問題がありまして、今、鈴木委員もお話したように、輝美町のまだ道で不透

明というのはもうびっくりしました。ある程度明らかになっていなければならないことに、

それによって今建てないでそのままにしてあるところが沢山あるのです。きっとあれは潰

して、その後は建てないのだろうかなということでですね、中島課長ね。私どもは理解で

きない答弁でした。今人口減少問題、一番大きい問題でしょ。道に行ったときに私からお

話しておきます、そういう問題ではないんだ。市としてどうなのか。これは明らかに道の

計画を確認をしてしかる時期にまた報告をしていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

立崎委員長 

 中島課長。 

 

中島建築課長 

 先ほども申しましたけれども、輝美町団地の第 3自治会と第 5自治会、駅に近い方から 7

棟ございますけれども、こちらについて、ただいま用途廃止に向けて進めていますが、そ

の後については全体として計画がないとのことであります。建てないということではござ

いません。ここに何を建てるかということをまだ検討しているとのことです。計画として

はまだありませんが、計画を立てる際には本市もそうですし、入居者もそうですし、皆さ

んが理解できるような計画にしていただきたいと考えていますが、建設部としては、道営

住宅を造っていただきたいという立場と、橋本委員がおっしゃるようにまちづくりという

ことも含めまして、政策調整課も入って、この辺の話をしていきたいと考えております。

以上です。 

 

立崎委員長 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

廃止ということですよね。そうしますと人口的には何所帯、所帯数を聞いた方がいいで

すよね。何所帯ですか。 
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立崎委員長 

 中島課長。 

 

中島建築課長 

 用途廃止以外の場所も含めて、輝美町団地全体で平成 26 年、昨年の 12 月現在でお答え

いたしますけれども、管理戸数が 745 と確認はできておりますけれども、世帯数について

は確認できておりません。以上です。 

 

立崎委員長 

 暫時休憩します。 

 

休 憩  14時 51分 

再 開  14時 51分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

橋本委員。 

 

橋本委員 

 実は今同僚委員あたりがお話をしていますし、市としても計画をこれから考えていくよ

うでございますが、駅周辺の高度化利用、宅地開発をするのも結構ですけれど、今のとこ

ろ非常に市外区域の規制がありますのでね、やはりああいった 5 階建てというのは、やは

りそういう高度化利用というか人口密度が高まるわけですから、ぜひもう 1 回この分につ

きましては、今聞いていて、僕は少し理解できないところがあります。管理戸数、七百な

んぼと言っていましたよね。7 棟が廃止ということですか。7 棟というのは 7 世帯ですか。

聞いているのはそこなの。いずれにしても人口減少問題というのは地方創生の中でも色々

と課題になっておりますので、道といえども、わがまちに住んでいる住民の関係ですから、

ぜひこれは真剣に道と調整を十二分にしまして、今後の動向を明らかにして下さい。新幹

線に向かうのではないかとかいう安易なこと、それは道の考えでしょ。わがまちは困ると

いうことを言わなければだめですよ。そうでしょう。それでなかったら何の人口問題、減

少問題を取り上げるのですか。そういうところからやらなければだめだよ、これは。とい

う大きい声を出して失礼いたしました。終わります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 
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立崎委員長 

以上で土木費の質疑を終わります。 

お諮りいたします。本日の委員会はこの程度にとどめたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。ご異議なしと認めます。本日はこれにて延会といたします。ご苦労様でした。 

 

 

午後 2時 53分 終了 

 

 

 

委 員 長 


