
平成 30年 予算審査特別委員会 

 

1 開 催 期 日   平成 30年 3月 9日（金）   午前 9時 57分から午後 1時 41分 

 

2 開 催 場 所      庁舎 5階本会議場 

 

3 出 席 委 員   尾崎委員長、田辺副委員 

野村委員、島崎委員、橋本委員、谷浦委員、稲田委員、藤田委員、 

大迫委員、木村委員、小田島委員、坂本委員、鈴木委員、中川委員、 

鶴谷委員、板垣委員、永井委員、山本委員、滝 委員、國枝委員 

 

4 欠 席 委 員   川崎委員 

 

5 委員外議員   佐藤議長 

 

6 市側出席者 

経 済 部 長  藤 木 幹 久   庶 務 課 長  中 居 直 人 

都 市 整 備 課 長  中 垣 和 彦   建 築 課 長  中 島 秀 男 

土 木 事 務 所 長  新 田 邦 広   農 政 課 長  砂 金 和 英 

観 光 振 興 課 長  山 田  基   商工業振興課長  諏 訪 博 紀 

企業誘致担当参事  庄 司 直 義 

 

用地補償・地籍担当主査  谷 畑 雅 人   渉外・治水担当主査  菊 池 徳 久 

道路・河川担当主査  相 花  悟   道路・河川担当主査  大 西 康 文 

公園・区画整理担当主査  柄 澤 佳 宏   公園・区画整理担当主査  佐 々 木 克 彦 

緑化推進担当主査  北 口  馨   建築工事担当主査  嘉 屋 康 夫 

建築工事担当主査  牛 島 裕 幸   建築工事担当主査  伊 達 千 秋 

住宅管理担当主査  上 森 英 樹   建築指導担当主査  松 崎 隆 志 

河川・橋梁担当主査  野 本  周   道 路 担 当 主 査  藤 本  悟 

除 雪 担 当 主 査  松 本 直 樹   除 雪 担 当 主 査  吉 川  進 

農業振興担当主査  中 尾 謙 介   農地保全・農産・林務担当主査  山 本 浩 幸 

観光振興担当主査  青 木  潤   商工業振興・消費・雇用・労働担当主査  笹 原 拓 己 

商工業振興・消費・雇用・労働担当主査  宮 本 大 介   農地振興担当主査  石 川 正 人 

    

観光振興課主任  福 嶋 祥 子 
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7 事 務 局    事 務 局 長  仲野 邦廣   書    記  阿部 千明 

   

8 傍 聴 者    8名 

 

9 案   件    議案第 21号 平成 30年度北広島市一般会計予算 

議案第 22号 平成 30年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 23号 平成 30年度北広島市下水道事業特別会計予算 

議案第 24号 平成 30年度北広島市霊園事業特別会計予算 

議案第 25号 平成 30年度北広島市介護保険特別会計予算 

議案第 26号 平成 30年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 27号 平成 30年度北広島市水道事業会計予算 

 

 

議事の経過 

 

尾崎委員長 

 開会前にお知らせいたします。川崎彰治委員から体調不良のため、本日の委員会を欠席

する旨届け出がありました。 

ただいまから本日の会議を開きます。本日の日程は配付済みの審査方法等協議資料に記

載のとおりであります。審査に入ります前に質疑の方法について確認をいたします。質疑

は提出いただいた通告にのっとり行っていただきます。回数は 3 回までとします。質疑の

順番は挙手いただき、委員長が指名した順といたします。総括質疑を行う場合には留保す

る必要がありますので、その旨を発言されますようお願いいたします。また簡素な質疑、

答弁をお願いいたします。なお傍聴の取り扱いについては、申し合わせにより許可をいた

します。 

それでは散会前に引き続き、一般会計予算の歳出の質疑を行います。 

農林水産費の質疑を行います。野村委員。 

 

野村委員 

 おはようございます。質問に入る前に一言だけ。今日、私にしてみれば非常にいいなと

いうことがあったものですからお話しますけれども、今日は雨の中、駐車場のところで去

年入っただろうと思う施設管理の職員がびしょびしょなりながら、市民が来て滑って転ん

だら大変だということで砂を撒いていました。改めて北広島もそういった市民に寄り添う

ような職員が増えたのかなということで感動しました。そういうことで質問に入りたいと

思います。 

グリーンツーリズム推進事業、2,105万 1千円。予算書 131ページについてお聞きします。
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6次産業化に取り組む事業者の施設整備を支援するということで、具体的にどういった整備

支援を考えているのか。現在どの程度の希望状況があるのか。この事業を推進することに

より、どのような将来イメージを考えているのか。この 3点についてお聞きします。 

 

尾崎委員長 

 砂金農政課長。 

 

砂金農政課長 

 野村委員のご質問にお答えいたします。グリーンツーリズム推進事業につきましては、

北広島市の総合計画第 5次におきまして、都市型の農業の振興、それから平成 27年度に策

定いたしました北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略におきまして、6次産業化等の取

り組みを進めるということで位置付けされているものでございます。具体的な整備支援の

内容でございますが、まずグリーンツーリズム推進事業といたしまして、30 年度予算では

2,105万 1千円を計上しておりまして、この内容につきまして、6次産業化等に伴います施

設整備、加工機械等を購入する場合の支援でございまして、補助する内容については上限

を 2 分の 1、3 千万円までとしており 2 件を想定して、1 千万円ずつ交付する予定で考えて

おります。具体的な部分につきましては、6次産業化の推進戦略というものを、現在パブリ

ックコメント等を終了いたしまして決定する段階に来ておりますけれども、平成 30年から

平成 34年までの間を戦略期間と位置付けております。なお、まち・ひと・しごと創生総合

戦略におきましては、平成 27 年度から平成 31 年度までを期間と設けておりまして、特に

30 年度、31 年度につきましては 6 次化の戦略と重なる部分の期間になりますので、この 2

年間につきましては特に集中的に支援していきたいと考えておりまして、2 分の 1、3 千万

円上限という支援につきましては、この 30年と 31年に限りまして実施します。6次産業化

の戦略期間におきましては、今申し上げましたように、30年から 34年度となっております

ので、今申し上げた 30 年度、31 年度については 3 千万円上限といたしますが、32 年度か

らの 3 年間につきましては 1,500 万円を上限とするところであります。あわせまして、助

成する金額に相当する分につきまして利子補給助成をするものです。さらにグリーンツー

リズム推進事業と合わせまして、6次産業化の支援事業も組んでございます。これにつきま

しては商品の開発、販売路の開拓、こういったものを、道内、道外におきまして物産展で

すとか金融機関が中心となって行っておりますいろいろな商品販売先とのマッチングのた

めの商談会というのもございますので、これに対する旅費ですとか、展示の部分のブース

の借り上げ料とかに対して助成をするものです。それから専門家に意見を求める場合、コ

ーディネーター機能を持っている企業診断士や税理士などにつきましても支援対象に入れ

てございます。支援の内容については以上でございます。なお、どの程度の希望があるか

ということですが、これにつきましては現在大きな支援というものでは、農家レストラン

やそういった大きな規模の施設については 5 件ほど要望がございまして、今のところ 2 件
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については 30年度に着手したい意向と聞いているところであります。それからこの事業を

推進することによって、どのような将来イメージを考えているのかということでございま

すけれども、今お話ししましたように、市としましては総合計画と総合戦略、この 2 本に

位置付けをしておりまして、その目的といたしましては、希望、交流、成長、挑戦という

ことを掲げている中で、北広島市の観光人口はおよそ 100 万人と言われておりますし、大

曲周辺の交流人口につきましては 1 千万人を超えていると言われております。農業部分で

考えますと、農園交流マップを私どもで作っておりますが、これは農家レストランですと

か直売所、いちごの摘み取り、乗馬クラブ、さまざまなグリーンツーリズムの活動を掲載

しておりますけれども、これらの施設の入れ込み数につきましては、平成 28年度でおよそ

62 万人となっております。売値額でいきますと約 9 億円となっております。観光客、それ

から大曲周辺の商業施設への 1 千万人を超えると言われておりますお客様、さらには現在

増えておりますインバウンド、農業部分の 62 万人、特に農業部分の数ので考えますと、6

次化の推進戦略の中では、最終的には 34年度の目標年としているところでは 85万 5千人、

売り上げにつきましては 15億円でいろいろな取り組みを支援することによって、目標値と

してそういうように伸長させることを考えているところであります。また、今申し上げた

ような観光客の皆さんですとか、インバウンドのお客さんにつきましては、体験型のもの

などを非常に好んでいると聞いております。そういったお客様を市内の各地域にグリーン

ツーリズム等の 6 次産業化の施設を設けることによりまして、どんどんと各地域に入って

いただく、そういうことも考えておりまして、それによりまして農業所得は当然伸びるこ

とは第 1 にありますけれども、さらに雇用ですとか資材の購入ですとか、そういったとこ

ろで波及する部分があると考えておりますので、まち・ひと・しごと創生総合戦略に沿っ

た目標を掲げているということでございます。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 今お話をお聞きしますと、具体的な整備支援におきましては 2 分の 1 の補助、今までに

ない金額の上限 3 千万円ということ、後ほどは上限 2 分の 1 の 1,500 万円という大きなお

金を支援することがわかりました。また、希望の状況は大きな農家レストランが今 5 件あ

るということで。あるいは現在の農業関係の入り込み人口ですね、そういったものを 85万

5 千人まで引き上げて、さらに売上げも 15 億円を目指すということで、非常に大きなお金

もかけますけれども成果も大きいということで、ダイナミックな部分を感じたところでご

ざいます。ところで現在我がまちはさまざまな施策を掲げ、子どもが少なくお年寄りが多

いというバランスの悪い社会構造、すなわちビアダル型から、ファーストマイホーム、市

内に若者が家を持ち、子育てしていただければ最高で 70万円を支給するという若年層の定
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住政策などを行い、理想とする、子どもが歩いて人数が常時いるピラミッド型へ戻そうと

いう試みをしているわけであります。ボードを使いながら説明しますけれども、今年 2月 1

日付、先月ですけれども、人口分布表を見ますと、ひと月前ですけれど総合人数 5万 8,790

人に対して、底辺である 0 歳児の数は 305 名でした。そして 1 番膨らんでいるところ、こ

こですね。ここが 68歳の部分がありますが 1,243名です。新生児が 300人、68歳のおじい

ちゃんおばあちゃんが 1,200 人と、なんと 4 倍の人口を 0 歳児の子どもたちが支えている

という非常にアンバランスな状況であります。この人口バランスの不均衡の是正が北広島

の懸案であり、理想のピラミッド型に近づけることが北広島の最重要目標と言えると思い

ますが、それでは当市で 0 歳児、新生児すなわち底辺が 1 番多かった時期はいつ頃かと申

しますと、約 60年前のこっちのピラミッドの方ですね。60年前の部分ですけれども、たま

たま昭和 30 年の国勢調査の人口分布表がありましたのでそれを見ますと、総人口が 7,717

人、10 分の 1 とは言いませんけれども、村でしたから相当少なかったですよね。今が約 6

万人ですから。0 歳児、新生児が約 1 千人。68 歳は先ほど 1,200 人と言っていましたけれ

ど、これは 100人しかいなかったのです。だから子どもたち、0歳児がたくさんの人数がい

て、そして少ないおじいちゃんおばあちゃんを支えていたということで、こういうバラン

スの部分が非常にあったわけですね。この当時の北広島は私がいうまでもなく準農村であ

りました。人口の 8 割が農家でありました。考えてみますと農家は個人事業主でありまし

て、農業を守るということは農地を守ると同時に、家を若い後継者が守り、子どもを作り、

地域の若さを守っていることがわかります、こういったことで考えますと、現状の北広島、

農業者は大分少なくなりましたけれども、今からでも農業者を守ることは理想的な人口バ

ランス構造であるピラミッド型に近づけることにもつながり、北広島の政策目標にも合致

するわけであります。私は農業者の 1 人として農業を守ることにつながるグリーンツーリ

ズム推進事業、今、公務員の方、就職で 1 番人気がありますよね。平均給与が 650 万円く

らいだそうです。だからみんななりたがるので、農家は今なかなか増えないですよね。そ

ういった中で、今回のように農業以外にもレストランとかなんとかという 6 次産業化する

ことによって収入が増えるということで、所得が 600 万円とか 700 万円になることによっ

て、結婚相手も見つかりますでしょうし、継ぐ人もどんどん増えるということで、こうい

った動きは非常に大切だなと私は考えているところであります。それで歓迎しているわけ

でございますが、支援規模がさらに、今まで農業は人数が少なかったから何十万円くらい

の予算しかつけてもらえなかったのですが、今回は 3 千万円ですとか 1,500 万円の支援と

聞きました。非常にこういったことで 6 次産業化、新しい農業にチャレンジする若者にと

っては、よしチャレンジしようという新規参入の意欲が沸くことだと思って、私は本当に

よかったなと思っておりますが、現実 6次産業化というのは先ほどから言っているように、

農家レストランや農家民宿、直売所や加工場など、そういったことをすることになるわけ

ですけれども、農家は農地ですから家の建てられないところ、市街化調整区域で実際は基

本的にやっているわけです。そういったところには原則上下水道が完備されておりません。
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今回はそういったところにレストランを造るとか、あるいは宿泊所を造るとかいろいろな

ことを試みて、所得を 600万、700万とするわけですが、そのときに何が 1番大切かという

と水なんですね。それでたまたま私も昨年できたグリーンツーリズム協議会に入って先進

地である鹿追町に行ってまいりましたが、そこのまちではそういった新しい 6 次産業化を

頑張るチャレンジする農家のところに水洗トイレがないと、今のお客さんは札幌から来て

もぼっとんトイレではしませんので、そういったことをまちをあげて支援しておりました。

そういったことは当然私は必要ではないかなと思いますが、非常に多額のお金がかかりま

す。何百万円ということで。それでなかなかやりたくても今までやれなかったというのが

現状なわけですし、そういった声が、今 6 次産業化をやろうとしている農家にとっては課

題だと言われておりますが、今、先ほどからお話があったいろいろな支援を、大きな多額

の支援を北広島はするということでありますが、鹿追町のような、やはり浄化水槽の整備

も必要ではないかなと思いますが、先ほどからるる説明があった支援の中に、そういった

浄化槽の整備も入っているのか教えてください。 

 

尾崎委員長 

 砂金農政課長。 

 

砂金農政課長 

 お答え申し上げます。私どもが予定をしております支援に浄化槽の支援が入っているの

かということだと思いますが、当然、野村委員がおっしゃいますように、設備投資につい

ては条件的には市街化調整区域でありますので、不利だということは十分理解をしている

ところでありまして、新設ですとか既存の施設を改造して 6 次産業化の施設を設ける場合

に、付帯する施設の一部として助成対象に含まれれるものとしております。以上でありま

す。 

 

尾崎委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 今の話を聞いてほっとしました。最後に一言だけお話したいのですが、農家がレストラ

ンをやったり何かするのは素人がやるわけですから、非常にいろいろ手続きも含めて大変

だと思います。ですからそれ一つひとつ、一緒くたではなくて、一人ひとりに対して、や

はりきめ細かい相談というかそういったものをぜひともして、なんとか北広島にもそうい

った他のまちにあるような素晴らしい農家レストランやそういうものを 1 日も早く造って

いただきたいということを要望して質問終わります。 
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尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 私から 2点質問いたします。1つは農業振興費の農業改良事業ですけれども、予算書 129

ページ、附属資料 32ページでございます。これには農業改良事業の一環として遊休農地の

復元ということが盛り込まれておりまして、遊休地の流動化を図っていくということで事

業内容がされているわけですけれども、この遊休農地については以前の一般質問の中で取

り上げさせていただいたのですが、なかなか遊休農地が減らない状況もあります。遊休農

地のこれまでの推移と現状はどうなっているのかというのが 1 点です。それとこの遊休農

地の復元を図っていくということで、全体としての遊休農地が今どれぐらいあって、それ

をどれぐらい減らしていく予定なのか、そういう目標みたいなものがあれば。それと今年

度どこら辺まで遊休農地を復元していこうと今考えていらっしゃるのかを 1 点ご説明願い

たいと思います。 

それから 2 点目は同じく農業振興費の 6 次産業化等の支援事業です。これにつきまして

は、今、野村委員からもグリーンツーリズムの推進事業について質問されましたけれども、

6次産業化の事業と、このグリーンツーリズムの推進事業は非常に密接なかかわりがあって、

具体的には商品の加工ですとか商品開発ですとかそういうものも含めて事業内容がされて

いると思うのですが、1つはこのグリーンツーリズム推進事業と 6次産業化の助成制度との

全体的な組み合わせといいますか、棲み分けみたいなものをどのように考えて、それを両

方使ってどのように進めていこうとしていらっしゃるのかをお聞きしたいのと、それから

もう 1 つは 6 次産業化の助成制度の具体的な対象者、募集方法ですとか審査方法、そうい

うこの助成制度自体の内容についてご説明願いたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 砂金農政課長。 

 

砂金農政課長 

 山本委員のご質問にお答えいたします。まず遊休農地でございますけれども、遊休農地

は現在のところ、過去 5 年分の数字で申し上げますと、平成 26 年度は 60.29 ヘクタール、

27年度が 70.94ヘクタール、28年度が 24.94ヘクタール、29年度が 16.89ヘクタールとな

ってございます。調査をいたしましたのが、平成 21年度からの数字として今、手元にござ

いますけれども、以前は 100 ヘクタール程度あったわけでありますけれども、現在はなか

なか利用ができなくて非農地化されていったということもありますし、いろいろな条件が

ありまして、狭い農地であったり急傾斜であったり水はけが悪いということでなかなか使

えないということがございまして、現地を確認して、農地としてはなかなか維持すること
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が難しいということで、遊休農地ではなく非農地として判断をしたということもありまし

て、現在 16.89 ヘクタールになっている経過にございます。この解消については現在のと

ころ農政課と農業委員会でいろいろ打ち合わせをいたしまして、目標としては 10ヘクター

ルを解消の目標として掲げてございます。農地の中間管理機構や地域の農業者の皆さんに

情報提供するなどして解消に努めてまいりたいと考えておりますし、6次産業化ですとかグ

リーンツーリズムですね、6次産業化の施設を設けるときに、周辺の土地として一緒に使え

るということであれば、あわせて活用していただくという使い方も期待しているところで

あります。 

次に 6 次産業化の支援事業でありますけれども、グリーンツーリズム事業とのかかわり

であります。グリーンツーリズムの支援事業は施設整備を中心とした事業であります。そ

れから 6 次産業化の支援事業につきましては商品開発ですとか販売先の開拓、そういった

ものを中心とした支援策という事業の位置付けをしております。これらにつきましては、

これまで 6 次産業化、グリーンツーリズムにつきまして、農政課では交流農園マップとい

うものを作っておりましたので、グリーンツーリズムの活動を皆さんに知っていただいて

足を運んでいただくことを中心にやってまいりましたけれども、事業といたしましてそれ

だけにとどまらず、いろいろな交流人口の数がございますので、いかに地域に入っていた

だくのかを考えますと、市内全域に入っていただくためにはやはりもっと活発に取り組む

ということが必要でありまして、いろいろ意向調査をした結果、6次産業化、グリーンツー

リズムに取り組んでみたいという意見が多いものですから、まずは意識醸成をする、それ

からどういったことをしてきたかわからないということもありますので、情報の提供、そ

のようなことを含めセミナーの開催などをしてまいりました。今後はいかにそれを実際の

活動に結び付けるかということなものですから、方針の固まった皆さんから順次取り組ん

でいただけるように、こういったグリーンツーリズムの整備事業ですとか、6次産業化への

支援事業というもので立ち上げてきたところでございます。具体的な対象者につきまして

は基本的には農業者が中心となりますので、農業者個人の方もいらっしゃいますし、農業

法人ということもございます。それから農商工連携ということも考えてございますので、

北広島市内の農業者、農業法人と連携をしていただける商工業者の方にも参画していただ

きたいと考えているところであります。対象としては以上でございますけれども、審査に

つきましては、グリーンツーリズムの施設整備の補助につきましては、年度当初 4月から 5

月上旬ごろに周知をいたしまして、市のホームページ、広報に掲載いたしまして、周知し

たいと思っております。この周知が終わりました後に 5 月の中旬ごろで締め切りまして、

審査をいたしまして、施設整備ですから当然期間がかかりますので、6月の上旬には補助決

定ができるようにと考えているわけであります。具体的な審査におきましては、6次産業化

に取り組んでいただくのですが、ちょっとやってみたいということではなかなか難しいと

ころもあろうかと思っておりますので、北海道の 6 次産業化サポートセンターですとか金

融機関などそういったところのしっかりとした相談を受けて、事業の妥当性があるのかと
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いうことで確認をしまして、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で立ち上げてきた事業

でもございますので、そういったの観点から、雇用ですとか売り上げの増だとかそういっ

た部分を確認しながら、補助できるかどうかを確認していきたいと、審査をしていきたい

と考えているところであります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まず農地の復元の問題ですけれども、100 ヘクタールくらいあったのが 17 ヘクタールぐ

らいまでになってきたということですが、実際には農地を復元したというよりも農地とし

ても使えなくなったということで、非農地化したということで除却しているような形にな

っているんですよね。ですから単純に遊休農地が減ったということで、農地が復活したと

いうよりもむしろ自然に戻っていっているという形になっているわけですよね。そう考え

ますと、当面 10ヘクタールについては農地として復元を図るという目標があるわけですけ

れども、やはり農家の方がこの現状を見て、遊休農地見て、ほとんど使えないなというこ

とで、10 ヘクタールだけは頑張ってやろうというのはわかるのですが、それ以外の農地に

ついては、例えば農地としては使えなくてもそれ以外の活用があり得るのではないかなと

思います。そういう意味では遊休農地の活用について農業者とそれ以外の人たちの連携が

必要だと思います。実際に就労支援、福祉部門の就労支援なんかでは畜産ですとか、いわ

ゆるブッシュ型の農業ですとか、比較的荒れた農地でもそれを復活してそういうものをや

っていこうという意向もあるわけですよね。そういう意味では農業者だけで考えていく、

農地の保全は大事ですけれども、農業者だけでそれをやっていく形だとかなり限界もある

と思うので、それ以外のさまざまな幅広い人たちの連携を含めて、周辺の整備をどうやっ

ていったらいいのかを考えていくべきなのですが、そこら辺のところについて考え方を教

えていただければと思います。 

それからもう 1 つ、6 次産業化の助成については、グリーンツーリズムが施設整備で、6

次産業化は商品開発だとかそういう形だと思うのですが、実際に商品の開発ですとかさま

ざまな 6 次産業化の取り組みをやっていくときに、施設整備とソフト事業というのは組み

合わせてやっていく形になると思うのですが、この両者の支援制度は同時に活用すること

が可能なのかどうかをお聞きしたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 砂金農政課長。 

 

砂金農政課長 
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 1点目の遊休農地ですけれども、荒れてしまっている状況になったところを、違う形で社

会福祉施設ですとかそういったところでということでございますが、利用方法によりまし

てはそういったことも可能かと思っております。周辺の環境との調和もあると思いますけ

れども、私たちの立場としては、有効に活用していただく分については協力していけるか

と考えております。 

それからソフト事業との組み合わせということで、6次産業化とグリーンツーリズムの両

方の利用ができないかということにつきましては、両方の制度を活用することは可能とな

っております。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まず遊休農地の関係ですけれども、一応 10ヘクタールを当面頑張ってやっていこうとい

うことですが、大体そのめどといいますか、どういうスパンで考えていらっしゃるのかと

いうことと、今年度どれくらい取り組めそうなのかというめどについてお聞かせ願いたい

と思います。 

 

尾崎委員長 

 砂金農政課長。 

 

砂金農政課長 

 10 ヘクタールが目標でありますけれども、具体的に今この農地がすぐに解消できるとは

とらえていないのですが、現在のところ借地でもって新規就農から 5 年経つ方が今年出て

きますので、その方からも農地の拡大意向を聞いておりますことから、5ヘクタール程度の

農地を確保したいと伺っており、そのほかにつきましてはいろいろな農業者の皆さんの規

模拡大等々、意見を聞きながら進めていきたいと考えているところでございます。以上で

す。 

 

尾崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 私も 2 点質問させていただきたいと思います。まず 1 点、各委員からもご質問ありまし

たけれども、グリーンツーリズムの関係でございます。先ほど詳細をご答弁いただきまし

たけれども、この中で、聞き漏らしかもしれませんけれども、これの要綱的にいうとグリ
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ーンツーリズム、2分の 1の補助で 3千万円を限度としてという要綱があって、来年度たま

たま 1 千万円規模の補助の対応の分で 2 件ほどという事前調査といいますか、そういう形

になっているということがあって、それで 32 年から 34 年までは 1,500 万円上限となって

いますと、現行補助制度を縮小して行う考えなのかどうか、力を入れてやるという重要戦

略的に言えば、今の上限 3 千万円というのが堅持をされていくのだろうと思うのですが、

そこの状況をお伺いしたいと思います。それから今までグリーンツーリズム推進事業で具

体的に何件の施設が整備されて、それの主体といいますか、農協なのか個人者なのか農事

団体なのかというところをお聞かせいただきたいと思います。 

2つ目の 6次産業化推進事業の拡大部分というのは、どの内容なのかをお聞きをしたいと

思います。大体 300 万円ほどの予算でございますが、そんなに大きな部分はないのかなと

思いますけれども、いずれにしましても商品開発、販売というところで、商品開発を今ま

でやってきての成果物というのは、どういう物が商品開発として主要に販路を拡大して、

どのくらいの効果があったのかをお聞きしたいと思います。以上です。 

 

尾崎委員長 

砂金農政課長。 

 

砂金農政課長 

 小田島委員のご質問にお答えいたします。まず 3 千万円の部分が 2 年間ということでご

ざいますけれども、これにつきましては先ほども申し上げましたように、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略という部分の 5年間の戦略期間の中で、残る 2年間が 31年で切れますの

で、そこまでの目標値ということで 3 千万円の助成をすることを戦略として考えておりま

して、重点的に 2 年間支援するものですから、それ以降の 3 年間につきましては 1,500 万

円ということで位置付けたということでございます。次に目標とする全体量の関係でござ

いますけれども、まち･ひと･しごと創生総合戦略におきましては、6次産業化に取り組む事

業体の分については 1件、商品開発については 3件という目標を設定しております。今、6

次産業化の戦略の策定をしておりますけれども、その部分で申し上げますと、32年から 34

年度まで、最終的に 34年度の 6次産業化の戦略の目標としては 4件、施設整備を目標とし

ておりますし、商品開発については 6件目標としております。 

次に商品開発の部分のこれまでの効果でございますけれども、これまで時期は明確であ

りませんけれども、6次産業化の取り組みでは農業者の方が、養豚家の方が豚でレストラン

を開設、現在は閉鎖しておりますけれども、そういった事例もございますし、ハム、ベー

コン等の開発をされているところもございまして、それからお米の関係で申し上げますと、

お米やおにぎりを販売する直売所を開設しているところもございますし、そのほかにくる

るの杜も 6 次産業化の部分の 1 つでもあります。それから西の里ではアルトラーチェとい

うところがジェラートの開発をしております。さらには直売所等ですね、体験をさせて、
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そこで商品を売るという形で、農園に直接入っていただいて芋掘りをしたり、とうもろこ

しをもぎ取るなど、そういった部分も 6 次産業化になりますので、そういった取り組みを

されているところもございます。1番大きくわかりやすいところはジェラートですとか、レ

ストランということで「くるるの杜」ですとか、それが大きなところかなと思っておりま

す。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 グリーンツーリズムの補助予算の関係は総合戦略では 3 千万円の 2 年間のみと。それ以

降は重点で 1,500 万円の 3 年間ということで、それぞれの要綱をまた改正して行うという

理解でよろしいですか。それとも違う形で行うのですか。読み取りなのでしょうか。そこ

のところがよくわからなかったのですが。 

それともう 1つ、6次産業化も含めて、答弁が何となくごったになっているんですね、施

設整備と商品開発というのがですね。これはなんとなく事業的な部分で、たぶん農家のそ

ういう産業開発、生産物を拡大して提供する部分と商品を開発する部分は非常に密接な連

携があるというふうになると、僕は何となくですよ、この事業形態でいうと、1つの事業の

中にこの 2 つのメニューがあってもすごくわかりやすいのかなという感じもしますので、

来年度の予算はこのような状況でございますけれども、少し事業の精査もなんとなく必要

なのかなと感じましたけれども、その辺の考え方があればお願いします。 

 

尾崎委員長 

 砂金農政課長。 

 

砂金農政課長 

 お答えいたします。1つの要綱の中で整理されておりまして、当初 2年間は 3千万円、そ

れ以降は 1,500万円と位置付けしております。 

それから施設整備と商品開発等が密接に絡み合うということでお話ありましたけれども、

これにつきましては、6次産業化を推進するにあたりましては協議会の組織を立ち上げてお

りますので、その中で実際どういう取り組みがされてどういう結果になっているのかとい

うことで、きちんと検証しながら 5 年間進めていくことにしておりますので、ご意見をい

ただきながら検討してまいりたいと思います。以上です。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 
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藤田委員 

 同じ質問出ましたので、私からは質問いたしません。 

 

尾崎委員長 

 通告を却下ということですね。 

 

尾崎委員長 

 以上で農林水産費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 10時 40分 

再 開  午前 10時 41分 

 

尾崎委員長 

 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 

 商業振興費について 3 点ほどお伺いいたします。中小企業者等融資事業、予算書 135 ペ

ージ、附属資料 34ページであります。この事業は本市で会社運営をする多くの経営者にと

って大変有意義であり、また大変ありがたく感謝しているものと理解しております。平成

29 年 8 月の施策成果に関する報告書では、融資の内訳で運転資金は融資額及び件数ともに

設備資金の 2 倍となっており、平均借入額は 1 千万円となっております。私はこの状況は

一般論から、一部の市内事業者は経営に苦戦を強いられているように捉えることができる

と考えますけれども、実態はどうなのかをまず伺います。 

次に 2 点目、地域商店街活性化事業についてお伺いいたします。予算書 135 ページ、附

属資料 34ページであります。この事業目的は商店街の賑わいと活性化を主眼としたもので

あり、発足はおそらく 40年くらい前と記憶しているのですが、正しくは何年ごろからなの

かお知らせいただきたいと思います。また当時の商店街の背景はどのようなものだったか

もお伺いいたします。この事業についてでありますが、年々補助金は減少を続けており、

おそらく平成 30年度の予算は事業開始以来最低の金額と思われますけれども、このような

状況に対し行政はどのように思われているのかを伺います。 

3点目であります。買い物不便者対策事業についてお伺いいたします。予算書 135ページ、

附属資料 34ページです。これまで行政のみならず商工会、そして中央商店街振興会も幾度

となく消費者の買い物動向調査等を行い、調査、研究を重ねてまいりました。私もこれま
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で議会で特に北広島団地内を取り上げ、買い物難民などの言葉で、具体的早期解決を求め

てきたところであります。そこでまず 4点について伺います。1つ目、買い物不便者対策に

おける実態調査の対象地域について。2点目、調査方法について。3点目、買い物不便者対

策の検討内容について。4点目、早期に解消するためのスケジュールについてお伺いいたし

ます。1回目は終わります。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 

 

諏訪商工業振興課長 

 鈴木委員の質問にお答えします。まず中小企業者等融資事業についてお答えします。中

小企業者融資事業の貸付状況についてでありますが、平成 29 年 12 月現在で 148 件の申し

込みがあり、内訳としまして運転資金が 88件、設備資金が 23件、小口融資が 35件、新規

創業が 2件となっております。平成 28年の同時期の貸付状況は全体で 106件、運転資金が

49 件、設備資金が 23 件、小口融資が 34 件となっております。この利用増の要因につきま

しては、平成 29年 4月 1日から運転資金と設備資金の貸付枠をそれぞれ 1,500万円から合

算して 3千万円に拡大し、それに伴って貸付期間も 10年以内に拡大したため、このような

制度拡大の効果が大きいことと、利子や保証料の補給がある本市の制度が他に比べて大変

有利でありますことから、積極的に利用されたことが大きな要因になっているものと考え

ております。また道内の実質経済成長率の増減に伴い貸付件数も増減する傾向にあり、平

成 26年度においてはマイナス 2.1ポイント、融資件数は 101件で、近年において最も少な

かったものが、その後、道内の実質経済成長率がプラスに転じ、平成 27 年度から 29 年に

かけて 0.4、0.9、1.2 と上昇に伴い、貸付件数、額、ともに増加してきているところでご

ざいます。設備資金の利用が伸びないことから市内の企業の経営が苦戦を強いられている

とのことでございますが、金融機関は融資した資金を回収することを焦点としているため、

将来の見通しが立たない事業計画等については融資を受けることが難しいものと考えてい

ます。今年度の貸付状況につきましては 1年未満の短期融資が 35件と全体の 4分の 1を占

めており、ここ数年は横ばい傾向にあります。このようなことから、事業者はキャッシュ

サイクルの関係で金融機関から融資を受け資金調達をしているものでありまして、いわゆ

るつなぎ融資が行われているものと認識しているところでございます。また個人事業主や

小規模事業者様に対する長期貸付につきましては、金融機関、商工会ともに金融相談や経

営指導に向けたフォローアップに努めていると伺っております。 

次に地域商店街活性化事業についてでございますが、商工業者が連携して商店街の賑わ

いと活性化を図る各種事業に対して支援するものであり、各地区の商店街の活性化等を目

的に、地域の特色をいかして開催するイベントですとか、会員の研修事業費を対象経費と

して商工業者の会員に応じて補助金を交付しているものであって、これにつきましては昭
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和 44年からの事業として行っているところでございます。この事業が開始されてから徐々

に予算が減少しているとのことでありますが、過去 10 年間の推移を見ますと、平成 20 年

度における商店街の会員数は 203人で予算額は 77万 2千円、平成 29年度は 150人で 57万

円、そして平成 30 年度は会員数 140 人と見込んでいるところでございます。平成 20 年度

を基準とすると、その割合は約 7 割となっているところでございます。本市の人口は平成

19 年度をピークに減少傾向にありまして、それに比例するかのように商店街会員の数も減

ってきている状況にあります。この人口減少が地域経済に与える影響は大きく、小売市場

の縮小は避けられない状況にあり、地域商店街についてはなんらかの危機感を抱いている

方も多いのではないかと思っているところでございます。私の記憶では平成 1 桁の 3 年か

ら 7 年ぐらいかと思いますが、現在より人口が少なかったにもかかわらず、市役所周辺に

おいては飲食店、洋品店、電気屋、時計屋さんなど、さまざまな小規模店舗があって、今

よりも活気があったように思われます。また市役所前のあゆみ通を通行止めにして中央商

店街が主催する「ひろどん祭り」が行われておりまして、賑わいや交流の場が作り出され

ていたと思っております。今後各地区の商店街の現状を確保していくためにも、地域商店

街活性化事業を継続することは元より、今後も商店街が地域の暮らしを支える拠点として

維持していくためにも、行政が単に商店街に振興補助を実施するにとどまらず、どのよう

な対策が地域振興につながっていくものか、まちの顔にふさわしい賑わいですとか交流の

場となる商業業務施設のあり方について意見交換する取り組みなども必要ではないかと考

えております。地域商店街活性化事業については以上であります。 

最後に買い物不便者対策につきましては、農林水産研究所が示す自宅から 500 メートル

以内に生鮮食料品がなく、かつ免許を持たない 65歳以上の方が対象という考え方に基づき、

本市では生活必需品を販売する店舗から 500 メートル以上離れており、65 歳以上の世帯の

割合が多い、いわゆる高齢化率の高い地区を買い物不便地区と定義し、これに該当すると

ころを不便地域の候補地として調査、実施してまいりたいと考えております。調査方法に

つきましては、平成 26年度に 1度、市内一円を対象に市民の買い物に対する環境調査を実

施し、買い物に不安や不便を感じていることやその原因、それと買物支援のニーズ、買い

物環境の改善に向けて重要と感じることなどの調査内容については把握しているところで

ございますが、今回さらに踏み込んで、本市が考える買い物不便地域の候補地において、

買い物不便者の実態及び必要な対策、買い物環境の改善や買い物対策の手法に関するニー

ズなどを把握するために、市内 65歳以上で構成された世帯をランダムに抽出してアンケー

ト調査を実施してまいりたいと考えております。次に買い物不便者対策の検討についてで

す。買い物不便者に対する取り組みとして、店舗の開設、移動手段の提供、移動販売や宅

配サービス等、具体的な手段とされているところでありますが、今回実施する調査結果か

ら地域の実情に合った買い物不便対策について検討するとともに、モデル地区を選定し市

民ニーズに合うと思われる対策を実施してまいりたいと考えています。モデル地区では不

便者対策を実施した後、全市的に対応してまいりたいと考えております。スケジュールに
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ついてでございますが、今年度上半期にアンケート調査を実施し、年内にはその結果を取

りまとめ、分析、考察を行うとともに、モデル地区を選定しまして、年度内を目標にモデ

ル地区における事業実施について検討してまいりたいと考えております。その後の予定と

しましては、平成 31 年度にモデル地区で事業を実施、検証し、その効果が良好であれば、

平成 32年度を目標に本格実施に向けて事業を進めるとともに、他の地区についても対応し

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 まず中小企業者等の融資事業について再質問を行います。ご答弁の中でつなぎ融資とい

う言葉が出てまいりました。これは皆さんご存知でしょうけれども、つなぎ融資というの

は会社の資金繰りのために一時的にお金を貸すことを言います。つまり手持ち資金が潤沢

であれば材料や商品の仕入れが行えますけれども、例えば得意先からの入金遅れ、何らか

のアクシデントで手元の資金が不足した場合など仕入れ等ができなくなり、営業ストップ

という状態にもなるわけです。こうした事態を回避するために、短期間だけお金を借りて

運転資金を確保することをつなぎ融資と呼んでいるわけでございます。またご答弁の中に、

この設備資金の利用の伸びというところ、私と若干見解が違うかなと思うのは、一般的に

は設備資金は企業のいわゆる効率化、そして資金、商品等の生産及び拡大などが目的で、

設備を拡充するというものであります。ですから、ここにある金融機関が資金を回収する

ことに焦点をあてることにはあえてならないのかなと私は思います。このことについては

またいつか質問させていただきますが、そこで再質問であります。融資全体の 25％がつな

ぎ融資ということであります。私は先ほども述べたように、やや資金ショートに近い企業

が多いのではないかと私は感じるのですが、市内の商工業の景況判断は経済部としてはど

のようにして調査を行われているのかをまずここでお尋ねしたいと思います。 

次に地域商店街活性化事業についての部分でありますが、これは再質問というよりも要

望で終わらせたいと思うのですが、今ご答弁ありました、今後も商店街が地域の暮らしを

支える拠点として維持していくためにもうんぬんという言葉がございました。まさしくそ

のとおりでございまして、いろいろな本や新聞等の報道にもよりますと、やはり商店街と

いう 1 つの核が衰退する、崩壊することによって、住民生活圏まで崩壊していく、そうい

うほうにつながっていくと指摘されているわけであります。ですから今後は、本市は 4 地

区の商店街がございますけれども、意見交換を確実に行って、暮らしを支える拠点とした

観点でおおいに議論して、より以上のまちづくりに寄与していただきたいと。これは要望

で終わらせていただきます。 

次に買い物不便者対策事業についてでございます。この件の再質問といたしましては、
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まちづくりの観点から見た買い物不便者対策をどのようにお考えなのかをお示しいただき

たいと思います。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 

 

諏訪商工業振興課長 

 再質問にお答えします。金融機関が公表しております道内の実質経済成長率の指数から

状況を注視しており、商工会や金融機関と意見交換をしながら判断しているところでござ

います。 

次に買い物不便者のところの、まちづくりの観点からの買い物不便者対策についてお答

えします。近年、高齢化の進展や食料品店の減少など、社会経済構造の変化によって、過

疎地域のみならず都市部においても高齢者を中心に食料品の買い物不便や苦労を感じてい

る方が増えてきております。その背景には単に商流や物流の問題だけでなく、地域におけ

る介護福祉や公共交通機関のあり方、さらには地域活力の維持、活性化といった極めて広

い分野にまたがる課題が存在しております。このようなことから買い物不便者対策につき

ましては、今後、市で今検討しております立地適正化計画や地域公共交通計画形成網の形

成計画、それと高齢者対策など他部局施策との効果的な連携を行い、総合的な対応が必要

であると考えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 中小企業者等の融資事業についてでありますけれども、これからもぜひ、この市内の景

気状況判断をしっかり金融機関並びに商工会等々とも連絡を取りながら、注意深く見守っ

ていただく必要があるのではないかと思いますので、これは要望としておきます。 

最後に買い物不便者対策事業についてでございますが、特にスケジュールについて、こ

のお答えの中で 5 年後ぐらいの話がまた出てくるのかなと思って大変心配していたところ

でございますけれども、今回は大変スピーディーにというか、31 年にモデル地区で事業を

実施、検証し、ただ少し気になる言葉があります。効果が良好であればという言葉がある

のですが、ぜひ、効果が良好であるように一生懸命知恵を絞っていただいて、32 年度には

本格的実施に向けて、ここ北広島に住む大変な方々に本当に良かったと言っていただける

ような形でご努力していただきたいということで、これは要望いたします。 

質問は終わりますけれども、諏訪商工業振興課長が本年の春で退職ということでござい

ます。企画財政部の都市計画課長として、また今回の商工業振興課長として私も大変お世
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話になりました。そういうことで質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

尾崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 私も 2 点質問させていただきます。今ほど鈴木委員から質問がありました買い物不便者

対策事業でございます。ご説明いただきまして、その範囲の捉え方、農林水産省の示して

いる 500メートルの範囲の 65歳以上で生鮮食品が買えないということで考えますと、本市

的に市街地を形成しているところでこの 500 メートルの基準に合うといいますか、対象地

域となる箇所というのか、箇所でいうのか全体の市街地に占める割合でいうのか、そこら

辺がどのくらい今押さえていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。それからランダ

ム抽出ということでございますので元気な方が当たるかもしれませんけれども、依然とし

て買い物不便者はやはり障がいがあったり、車がなかったり、いろいろな状況があると思

うのですが、特に配慮をする必要がある客体を考えていらっしゃるのかどうなのかをお伺

いしたいと思います。 

それから 2 点目でございますけれども、都市型観光振興事業。これはアジア・ゴルフツ

ーリズム・コンベンション商談会ということで、説明の中に示されておりますけれども、

これ昨年、年度途中でこの会に参画するとお話があったと思うのですが、この商談会の主

体といいますか、どういう内容でこれが実施されるのか。そして北広島で商談会に参加を

するということでございます。その参加をする意義というのか、そこのところがわかりま

せんので、明確に考え方なり意義なりをお知らせいただきたいと思います。以上です。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 

 

諏訪商工業振興課長 

 買い物不便者対策の対象地域についてお答えします。私どもが考えている対象地域につ

きましては、例えば北広島団地の山手町、緑陽町ですとか、昔、広葉ストアがあった広葉

町、若葉町、南町とか松葉町がこういったところと東部地区でいくと共栄町、東共栄の一

部ですね、それと新富町、稲穂町の 9 丁目から 12 丁目が該当するものと考えております。

それと大曲緑ヶ丘や並木の一部、それと輪厚地区の希望ヶ丘ですとか、もう 1 つ東部地区

でいくと美咲き野の一部が候補地になると考えてはおります。配慮する必要がある客体と

いうことですが、65歳以上の世帯に配慮し調査してまいりたいと考えております。 
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尾崎委員長 

山田観光振興課長。 

 

山田観光振興課長 

 都市型観光推進事業のうちアジア・ゴルフツーリズム・コンベンションの関係をご説明

させていただきます。平成 28年度から実施しております北海道ゴルフツーリズムコンベン

ションのプロモーションとセールスコールを目的としまして、コンベンションの実行委員

会の主要メンバーとその開催自治体の担当者が参加するものでございます。過去 2 年間は

開催地である千歳市、そして苫小牧市の職員が参加しておりまして、平成 30年度は北広島

市で開催予定となっておりますことから、アジア・ゴルフツーリズム・コンベンションへ

の必要となる旅費、1 名分ですが 27 万 2 千円を計上させていただいております。アジア・

ゴルフツーリズム・コンベンションにつきましては、国際ゴルフツアーオペレーター協会

という団体が主催でございまして、アジアパシフィック最大のゴルフ観光見本市というこ

とでございます。今年度はフィリピンのマニラで 4 月 22 日から 25 日の間、開催予定でご

ざいます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 再質問させていただきます。まず買い物不便者対策で、ある程度の地域はイメージでき

たなと思うのですが、この近くの共栄の市営住宅の中にも生協まで買い物に来るのが大変

厳しいとおっしゃって、それで何か良い方法がないかと地域の民生委員の方に相談があっ

たということも私は聞いておりまして、ですから距離というよりも、市営住宅の高齢者の

皆さんとか、やはりそういうところでの配慮といいますか、そこら辺もぜひ汲んでいただ

いてお願いしたいなと思うのですが、それでランダム抽出の調査ということでございます

けれども、全体あの客体量ですね、調査量といいますか、それをどのくらいで考えていら

っしゃるのか、再度お伺いしたいと思います。 

それからアジア・ゴルフツーリズム・コンベンションの関係につきましては、北広島が

札幌から苫小牧のこの協議会の中の今年開催市であって、いわゆる開催ホストという形の

中で、やはり回り順番でそれを担うことの理解で、代表して参加するということの理解を

いたしましたので、ぜひ効果があるように、またそのことをぜひ協議会の中でも生かされ

るように奮闘をお願いしたいと思います。以上です。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 
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諏訪商工業振興課長 

 買い物不便者対策の高齢者に対する配慮についてでございますが、買い物者に対する取

り組みの手段としては、先ほど説明したように、店舗開設や移動手段の提供もありますし、

移動販売ですとか宅配サービス等もあります。このようなことから今後いろいろと検討し

てまいりたいと考えております。それと客体の数ですけれども、これにつきましては先ほ

ど説明した候補地の中から、65 歳以上の世帯を配慮しなければならないのですが、そうい

ったところを 2 千件の規模でもってアンケート調査を実施してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 それでは 1 点だけですけれども、サイクルツーリズム等観光拠点整備事業についてお伺

いします。予算書 137ページです。こちらは 29年度の 1,490万円から 871万円に減額され

ていますけれども、30 年度の具体的な事業内容について、また新たな取り組みなどがあり

ましたら、お伺いいたします。 

 

尾崎委員長 

 山田観光振興課長。 

 

山田観光振興課長 

 滝委員の質問にお答え申し上げます。サイクルツーリズム等観光拠点整備事業の平成 30

年度の予算について、前年度と対比しまして主なものをご説明させていただきたいと思い

ます。まず委託費に関してのご説明です。平成 29年度から実施しておりますインバウンド

招へいツアーですが、被招聘者の謝金の単価であったり、ハイシーズンに実施するそうい

った経費の増加に伴って予算額は 378万円と、前年度に比べて 59万円ほど増額となってご

ざいます。また自転車ツアーでありますツール・ド・キタヒロの運営でございますが、来

年度から委託方式をやめて事業にかかわるサポートライダー、またエイドステーションの

スタッフに対しての謝礼、そしてイベントのチラシ、ゼッケンの印刷経費などに直接執行

する形に変更しております。そういった部分で経費が削減となっております。また年 4 回

開催を 3 回に変更しまして、最終的にはイベント運営に係る経費につきましては、約 107

万 6千円、前年度に比べまして 155万 4千円ほど減額となってございます。また平成 29年

度はサイクルツーリズムプロモーションの委託の中でサイクルモードインターナショナル

の出展に係るタペストリーのデザインなど、そういったものの作成も含めてやっておりま
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す。またサイクリングマップであったり、コンセプトブックのデザインと印刷を行ってい

る状況でございますけれども、これらの写真であったり紙媒体によるプロモーションツー

ルが構築できたことから、平成 30年度につきましては観光ＰＲ動画を作成する予定として

おります。費用としましては 183 万 4 千円を計上させていただいておりますが、プロモー

ションに関する委託料としましては前年度と比べまして 332 万 5 千円ほど減額となってお

ります。また平成 29年度計上していました千葉県のサイクルモードインターナショナルへ

の出展負担金 29 万 7 千円ですが、平成 30 年度は埼玉サイクルエキスポに出展する形で変

更を考えております。それに伴いまして 30年度は負担金の計上はしておりません。旅費に

つきましては台湾でのプロモーションの見直しと首都圏プロモーションの宿泊数の変更に

よって、前年度と比べまして 29万 3千円ほど減額となっておりますが、台湾に対するプロ

モーションにつきましては、インバウンドの招聘ツアーであったり、また石狩振興局でも

インバウンド誘客の事業をやっておりますので、この部分については補完できると考えて

おります。また新規に観光に関するセミナーを開催するための経費として、講師謝礼金、

そしてツール・ド・キタヒロのサポートライダー等の謝金を計上したため、報償費として

47 万円ほど計上してございます。これらの前年度からの事業ごとの予算の増減がございま

すが、平成 30年度の予算として 871万 4千円を計上させていただいているところでござい

ます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 まずツール・ド・キタヒロについてですが、委託方式をやめて、また年 4 回開催を 3 回

に変更するということでしたが、私も毎年参加させていただいて、委託方式をやめた理由

は経費削減になると思うのですが、毎回職員ほとんどが委託にかかわらず参加というか、

スタッフの方々が皆さん来られていて、委託の意味があるのかなと思っていたので、これ

は単純にこの経費削減のための委託をやめたという理由なのかお伺いします。あと年 4 回

を 3 回にした理由についてもお伺いします。そして新規に観光ＰＲ動画を作られるという

ことでしたが、これはどのような内容で、どのように今後活用されていくのか、お伺いし

ます。もう 1 点、こちらも新規に観光に関するセミナーを開催するということでしたが、

こちらの内容について詳しくお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 山田観光振興課長。 

 

山田観光振興課長 
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 質問にお答え申し上げます。まず 1 点目、委託をやめた理由でございますけれども、ツ

ール・ド・キタヒロについてはやはり持続的に今後続けていくイベントであると私ども考

えておりまして、なるべくそういった部分にコストをかけたくないというのがわれわれの

本音でございます。そういった意味で、2年間いろいろやってきまして、観光振興課として

ノウハウを持ち、かつ人脈的なネットワークもこの 2 年間で多く構築できたと思っており

ます。直接的な経費という形に振り替えて、事業のそういった部分の品質を落とさない形

でできると考えてございます。またツール・ド・キタヒロが 1 回減った理由でございます

けれども、過去 2カ年ですけれど、8月開催の参加者が定員 40名に対して、28年度、29年

度ともに 17人と非常に低調でしたので、この 8月の開催を中止するという判断をしており

ます。8月開催が集まらない理由についていろいろ考えてみているのですが、この時期、サ

イクルイベントに限らずさまざまなレジャー活動に分散する傾向があるのではないかと考

えています。また各地でもハイシーズンということで多くのイベントが開催されておりま

して、これらが要因でなかなか参加者が集まりづらいのではないかと推測しているところ

でございます。最後に観光ＰＲの動画の内容でございますけれども、本市の地域資源をモ

チーフにして、エキストラを出演させまして、3分程度に編集した動画を作成する予定でご

ざいます。本市の観光サイトにもちろん掲載させていただきますが、その他にも各種イベ

ントの出展の際のプロモーション活動に使用するためのツールとして、さまざまな場面で

活用していきたいと考えております。また、観光に関するセミナーでございます。対象は

市民や市民団体、そして商工業者などを対象にしまして、本市の観光資源や施策などにつ

いて知っていただき、観光振興の可能性について考えていく場として計画しております。

以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 観光セミナーは市民を対象にされるということでしたが、やはり本市の観光資源を、自

転車のプロモーションなど、市外や海外の方に向けていると思うのですが、やはり市民の

方に本市の観光資源をより多く知ってもらうことがＰＲになると思いますので、先ほど市

のＰＲ動画もエキストラの方を使われるということをおっしゃっていましたけれども、例

えば市民の方を巻き込んでやるとか、他の全国的にも今、各自治体のＰＲ動画がすごくた

くさんありまして、よくユーチューブなどでもトップ 10などにはすごくインパクトのある

動画も載っていますので、ぜひそういうのも参考にしながら、できるだけ市民を巻き込ん

だ形の取り組みを行っていただきたいと要望して終わります。 

 

尾崎委員長 
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 島崎委員。 

 

島崎委員 

 買い物不便者対策事業についてお伺いいたします。これは他の委員の皆さんもいらっし

ゃるかなと思いますけれども、先ほど鈴木委員と小田島委員もお話されていたのですが、

少し違うことをお聞きいたします。市内における買い物不便者の実態調査ということで新

規としてあるのですが、先ほどからいろいろと説明は聞いているのですが、各種測定・分

析委託 226 万 8 千円とあったのですが、どこにどういった内容でということをもう少し詳

しくお示ししていただきたいと思います。先ほど鈴木委員から、商工会の関係もあって大

変言いにくい立場でいらっしゃると思います。スケジュール感についてもお話されていま

したけれども、今日もこうやって輪厚の皆さんに聞いていただいていますけれども、買い

物に関しては本当に待ったなしですよね。だから私はこのスケジュール感に関してはちょ

っとスローだと思っています。ですからその辺も踏まえた上で、この調査分析の委託です

ね、もう少し詳しく委託内容をお示しいただきたい。まず 1回目終わります。 

 

尾崎委員長 

 宮本商工業振興・消費・雇用・労働担当主査。 

 

宮本商工業振興・消費・雇用・労働担当主査 

 島崎委員のご質問にお答えいたします。まず主体的になるのはアンケート調査でござい

ます。先ほど小田島委員のご質問の中でもお答えした地域の中でアンケート調査を行いま

して、まずその地域の住民が何を 1 番必要としているかというニーズ調査、こちらを行い

まして分析をしていきたいと考えております。またその分析結果をもちまして、委託業務

の中で分析を行いまして、それにより何が 1番効果的な施策なのかを選定させていただき、

それを今度モデル地区を選定した上でそこで実施していく形で考えております。そのため

にコンサル調査という形で、委託を進めてまいりたいと考えているところであります。以

上です。 

 

尾崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 私がお聞きしたいのは、どこにということを実はお聞きしたいのです。いつもコンサル

という形で外部に委託されますけれども、いつもこういう厚い資料ができてきて、本当に

中身がその金額に見合っているのかなといつも思います。先ほども鈴木委員もお話してで

すね、諏訪商工業振興課長も本当に最後で、こういったことをいうのも心苦しいのですが、
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やはりその中身もどういったことをお願いするのかももう少しスピード感を持った内容に

していただきたいと思っています。ご存じだと思うのですが、平成 27年 3月に、道の経済

部から北海道内での買い物弱者対策及び流通対策の取り組み事例という冊子が出ています

よね。これは道内の 19 事例が出ているかなと思うのですが、この 19 事例はそれぞれいろ

いろな過疎地域、都市部もありますけれども、こういう事例について当市と対比して検証

した結果というのがあるのかどうか、そこをもう 1 つお聞きしたいと思います。そしてこ

れもたしか 27年だったのではないかと思うのですが、私も行ってきましたが、平政会でも

視察に行っています。ＪＡ湧別にタブレットの買い物の視察に行かれています。その点で

も一般質問で鈴木委員がかなり突っ込んで一般質問されて、その後の対策を講じてくれと

いうこともお話していたと思います。その結果が、あまり厚みのある内容が私たちに伝わ

ってきていないような気がします。そういう先進地の事例も含めて、やはり調査委託して、

調査委託してというスロー感がどうしても拭えないので、やはり事業として早く着手する

にあたって、民間の事業者と、例えばそういったタブレットとか、黒松内町はデジタルタ

ッチペンを活用した買い物もやっているわけですよ。そういうソフトの会社と事業提携し

て民間と一緒にソフトを開発するとか、最終的にその版権を北広島市が所有して、その版

権を全国自治体に売ったらいいと思うのです。これだって地方創生だと思います。売り物

を作ることもやはりこれから行政の中でも考えていかなければだめだと思うので、そうい

った観点も含めて先進地事例、道内の 19例ありましたけれども、そういう中身をどのぐら

い検討されたのか。それから 27 年 12 月の質問で鈴木委員がされていると思うのですが、

そういった一般質問の中身について厚みのある返答、それから回答を市としてしているの

かどうかということ、この点もお聞きしたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 

 

諏訪商工業振興課長 

 島崎委員の質問にお答えいたします。買い物不便者にかかわる以前の調査についてです

が、本市において、以前も調査をやっており、買い物に不便を感じている市民への対策と

いうことで、宅配サービスや移動販売の手段ですとか店舗の誘致等、こういったものの 4

点セットが基本的な手法として挙げらております。本調査において買い物環境改善につい

て、最も重要と思われている買い物の交通手段の確保ですとかさまざまなことを調査して

まとめております。北海道との比較でございますが、それについては比較してはおりませ

んが、さまざまな買い物に対する実例について把握してまとめておりますので、そのよう

なことを基にして、今後の調査委託に向けて市民ニーズに配慮しながら調査を進めてまい

りたいと考えております。 
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尾崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 先ほど平成 31 年にモデル地区を選定するということで、それから平成 32 年に本格事業

の実施とあったのですが、やはり少しでも早く前倒ししてスピード感を持って取り組んで

いただきたいのですが、繰り返しになりますけれども、いつも外部調査をして委託、いろ

いろなコンサル会社に頼むのはいいですけれども、中身をもう少し、調査研究した内容を

具体的にしてほしいんですよね。この委託費というのが予算の中、決算の中でもいっぱい

ありますよね、いろいろなところで。外部委託をするものが。前回の予算のときにもお話

したのですが、もう本当に実態があるのかなというような団体への調査、そこから 3 つぐ

らい下りて調査委託してということで、ではその金額もあってないようなものなのかなと

非常に感じるので、そういった調査委託、調査委託の中身をもう少しスリム化していただ

ければいいのかなと思います。それから言いっ放しで終わって申しわけないですけれども、

本当に買い物に関しては、うちの地区だけではなくて、日本全国でこの問題が大きいわけ

ですから、経済産業省などでもいろいろな取り組み事例、全国のもいっぱい出ているのも

私も見ていますけれども、やはりピックアップして、少ない予算でもいいからまずやって

みるという事例をぜひ 1 つでも 2 つでも作っていただきたいなと思います。答弁は要りま

せん。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 私も買い物不便者対策で質問させていただきますけれども、事業内容はおおむね他の委

員の質疑で明らかになったと思うのですが、そういう意味で私から 2つ。1つはモデル地域

を選定して事業を実施していくということですけれども、500メートル以内の商店の存在と

いうことですが、機械的に 500 メートル以内に商店があるかどうかというところを見てみ

ると、例えばコンビになどがあればもうその地域は対象外になってしまうということがあ

りまして、コンビニもないような地域もあるので、コンビニ自体がどうこうということで

はないですけれども、やはり地域の選定を考えていく時に、今 2 つの、高齢者の高齢化率

と、もう 1 つは商店との距離ということですけれども、商店の距離を機械的に当てはめる

だけではなくて、地域要望ですとか、今までの議会議論も踏まえて、やはりそこの地域に

実際にありますよという商店が本当に地域の人たちにとって、例えばコンビニだったらき

ちんとお年寄りの方も使えているのかどうかということも含めて、もう少し柔軟に地域選

択については考えていただきたいなということで、それについてのお考えをお聞きしたい
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のが 1 点です。それからもう 1 つは、私も島崎委員と同じように少し事業の、店舗につい

てはもっと早くしていただけないかなというのがあります。1つは今、島崎委員が言われた

ように、モデル地域の本格実施についてもう少しスピード感を持たせるということもあり

ますけれども、もう 1つはモデル地域を実際に、本格実施するのが 32年度で、先ほどのご

答弁ではそれから他地域について事業も考えていくことになりますと、32 年以降にまた他

地域のモデル地域を選定して事業を実施していく形になりますと、初年度に漏れたモデル

地域については 3、4 年では済まない、4 年か 5 年くらいにまた事業実施になってしまうこ

とになりますと、やはり買い物の不便地域の実態から見て、これだけの時間をかけて次の

事業を実施するのは少しテンポとしては長いような気がします。私はモデル事業を実施し

て本格実施すれば、その地域についてはもう動いていくと、その進行管理をきちんとして

いくことに移っていくのでね、モデル事業の選定についてはやはりその本格実施が、モデ

ル地域の選定が済んで本格実施をやっていた段階で平行して、次のモデル地域の事業につ

いては検討できると思うのですが、そこら辺の事業のスケジュール感についてお考えをお

聞かせ願いたいと思います。 

2 つ目は商工振興費の企業誘致推進事業。予算書 137 ページです。これにつきましては、

附属資料 35ページに工業団地の企業誘致活動推進のほかに、新たな商工業系の土地利用計

画の検討を行うと書かれております。これについては今、輪厚工業団地の売れ行きが非常

に良好ということを踏まえて、その新たな工業団地の計画について検討を始めると読み取

れるのですが、この調査の趣旨、それから具体的な調査の内容、この調査を踏まえた計画

の検討についてはどのようなスケジュールで行っていく予定なのかお聞きしたいと思いま

す。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 

 

諏訪商工業振興課長 

 買い物不便者対策の 1 点目についてお答えします。地域の選定につきましては、今後ニ

ーズ調査を行いながら、地元住民の要望を踏まえ、どこにしたらいいのかも含め検討して

まいりたいと思います。それとスケジュールについてですが、私どもとしてはこれが最短

でないかと考えているところですが、このモデル地区を選定するにあたり協力してくれる

協力業者を私どもで探さなければならないことと、現在地元で商売されている方々がおり

ますので、ニーズ調査だけまとめるのであれば簡単なことでございますけれども、やはり

地元商店街の方々との意見交換など調整をしていかなければならないので、少しお時間は

要するのかと考えております。買い物不便者対策事業については以上でございます。 

3点目の新たな商工業系の土地利用の検討についてお答えします。この目的についてでご

ざいますが、新たな商工業系の土地利用の計画につきましては、本市の輪厚工業団地の宅
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地がほぼ全ての区域が分譲済みとなり、残る分譲地についても、売却に一定の目処がつき

ましたことから、新たな商工業系の用地における需要の検討と企業立地の可能性を探り、

今後の開発の可否について検討するものでございます。調査の内容については大きく 3 項

目あります。1つ目として、国及び北海道内の経済、社会情勢から土地利用策についての動

向を調査します。2つ目として、都市計画的見地により、商業工業系の土地利用に関する現

状の把握と将来の見通し、方向性の検討を行います。3つ目して、土地利用について北海道

内外の企業ニーズの調査を行い、需要を把握してまいります。次にスケジュールについて

でありますが、北広島市の将来の商業工業系の土地利用について見通しを立てるため、1つ

目として札幌圏都市計画区域の工業出荷額や、近年の工業団地の分譲状況に加え、直近の

都市計画基礎調査などから工業系土地利用の動向を把握し、前回の商工業系の土地利用フ

レームに対する土地利用の進捗状況を整理します。2つ目として、将来の本市の商業工業系

土地利用フレームの可能性に関するいくつかの指標、例えば工業出荷額ですとか、卸小売

販売額、それから産業別就業者数などについて将来の見通しの可能性を調査検討してまい

ります。これらのことを踏まえまして、本市における商業工業系土地需要フレームの確保

の可能性についての考察を平成 30年度中に終える予定であります。その後新たな開発を行

うということではあれば、市街化区域の拡大が必要になりますことから、平成 31年度に札

幌圏域での調整、そして 32年度においては北海道と区域区分、いわゆる線引きの調整の手

続きが必要となってまいります。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まずスケジュールの問題ですけれども、先ほど言ったように、モデル地域の設定につい

ては、次の他地域の設定については非常にスパンが空いてしまうなという感じがします。

それでやはり高齢化がどんどんどんどん地域で進んでいくので、市役所の都合ではこのよ

うなスケジュールという感じで考えられているかもしれないのですが、やはり地域にとっ

ては年々高齢化率が上がっていくと。買い物問題については以前からずっと問題になって

きている中で、今回買い物不便者対策を進めたということは一歩前進なのですが、そうい

う意味ではその地域としてはやはり早く自分の地域、買い物不便を解消してほしいと要望

があるわけです。そう考えると何年もかけてやっていく状況にはならないのではないかと

思います。大変かもしれませんが、そこら辺の地域の取り組みについてはもっと前倒しし

て事業を進めていただきたいと思います。それについて再度お伺いしたいと思います。 

それから土地利用計画の検討についてですけれども、先ほど土地の売却のめどがついた

ということで、たしかにもう 100％近い土地が売れているのですが、かなりの規模でダイワ

ハウスの用地として購入がされております。これについてはダイワハウスが購入して直接
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事業を行うのではなくて、新たな企業をその場に誘致してやっていくという形で、現在ダ

イワハウスの土地については依然として企業が張り付いていない状況があります。そうい

う意味では、ダイワハウスについても企業誘致の契約書の買い戻し特約というのがあって、

一定期間に売れなければ再度土地開発公社が土地を買い戻して新たに売却する形になって

いるので、数字上では売れているのですが、もしダイワハウスのところが売れなければ、

また買い戻しで売却率が下がってくる状況になるわけですね。ですからダイワハウスの売

却の状況がどうなっているのか、それと買い戻し特約の期限と、この検討スケジュールと

の関係はどうなっているのでしょうか。お伺いいたします。 

 

尾崎委員長 

 藤木経済部長。 

 

藤木経済部長 

 買い物不便者対策の再質問にお答え申し上げます。今、山本委員、先ほど島崎委員のお

話もありましたとおり、本当に喫緊の課題だということは承知しております。それで買い

物不便者対策につきましては、私どもも有効的な方法について何とかまとめたいなとは思

っております。今回委託の部分ですが、あくまでもこれはニーズ調査ということでやって

いく考えであります。その後の作業といたしまして、ニーズ調査のあとどういう手法が有

効なのかということで、それについてはもちろん、先ほど島崎委員から言われた専門業者、

宅配業者とも何件かあたっております。何が有効なのかも含めて、継続性、採算性という

のも大変必要になってきます。というのは、全て公費を投入すれば方策ができるのかとい

う、そうなれば 1 番簡単なのですがそうもいかず、やはり採算性、継続性ということにな

れば事業者の協力も必要ですし、また永く商店街が続くには地域の方々の協力も不可欠で

はないかと私どもも思っております。そういう部分では確かにすぐまとまってどんどん進

めばいいのですが、その辺のニーズ調査のあとの有効な方策について検討していくのに少

し時間を要するのかなということで考えております。ただその喫緊の問題ということは常

に頭に入れながら、今後この買い物不便者対策については、皆様のお声を頭に入れながら

進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

尾崎委員長 

 庄司企業誘致担当参事。 

 

庄司企業誘致担当参事 

 私からダイワハウスの状況についてお話させていただきます。ダイワハウスの部分につ

きましては、現在のところ進出計画が決定していない状況でありますが、数社と立地に向

けた交渉を行なっていると聞いております。ダイワハウスの関係につきましては今後も引
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き続き、定期的にわれわれも積極的にかかわって、企業進出に向けて強く要望してまいり

たいと考えております。買い戻し特約につきましては、5年以内に操業を開始されない場合

は買い戻しすることができるといった契約にしておりますが、これにつきましてもダイワ

ハウス側も企業側と交渉等を重ねておりますので、できるだけ早く進出していただけるよ

う努力してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 それでは 2 つ質問を書いてありますけれども、買い物不便者対策につきましてはたくさ

んの委員の方が質問して、お答えもいただいて理解しておりますので、私は 1 点だけ質問

いたします。創業支援促進事業ですけれども、説明書の中には 2 つ事業がありまして、企

業支援促進事業とコミュニティビジネス創業支援事業というのがあるわけですけれども、

やはり市内に新しいお店というかそういう企業が誕生するのは活性化につながるというこ

とでこういう事業が設定されていると思うのですが、たぶん起業したい方は商工業振興課

に相談にいらっしゃると思うのですが、そのときにこの 2 つの事業、これはプラス商工会

に委託している空き店舗の事業もあるかと思うのですが、来た方に対して個々棲み分けと

書きましたけれども、振り分けというのでしょうか、そういうことをされているのかをお

伺いします。それとコミュニティビジネスの創業事業にはアドバイザーがいらっしゃると

思うのですが、このコミュニティビジネスのアドバイザーのあり方といいましょうか、ど

ういうことをやっていらっしゃるのかをお伺いいたします。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 

 

諏訪商工業振興課長 

田辺委員のご質問にお答えいたします。この創業支援事業の使い分けでございますけれ

ども、創業支援事業につきましては、本市では企業支援促進事業、コミュニティビジネス、

それと空き店舗の 3 つの事業がありますけれども、創業支援事業の使い分けということで

いけば、それぞれの支援事業を併用して使うことは私ども可能と考えております。その中

の補助メニューの中に店舗の賃借料とか改修費という項目がありますが、重複する項目に

ついてはどちらかの事業の中で実施することになります。例えばコミュニティビジネスや

空き店舗利用促進事業の中には店舗の賃借料という項目がありますけれども、この項目が

重複するために両方の事業で適用することはできませんので、どちらかの事業の補助対象

ということでお願いしているところでございます。繰り返しになりますけれども、こうい
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った重複する項目については、どちらかの事業の中で補助対象とすることになります。そ

れと創業支援事業におけるアドバイザーのあり方につきましては、コミュニティビジネス

にはコミュニティビジネスアドバイザーを置きまして、事業者に対して支援をしておりま

すけれども、その他の空き店舗や企業支援促進事業につきましては、主に商工会が窓口と

なっておりまして、金融機関と連携しながら開業に向けた支援策の紹介やアドバイスを行

っているところでございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 今のお答えでは、この 3 つの事業をうまく使って、重ならないものについては 2 つの事

業を一緒にやっていくこともできると理解しました。この事業は始まって数年経っている

と思うのですが、みんながみんな順調に事業を行っているわけではなくて、いくつかは途

中でだめになったと言いましょうか、そういう事業もあるかと思うのですが、その課題と

いうのでしょうか、上手くいかなかった課題、次にいかすためにどのように捉えていらっ

しゃるのかお伺いします。それからコミュニティビジネスについてはアドバイザーがいら

っしゃるとのことでしたが、コミュニティビジネスは地域の課題ですよね。地域の課題を

解決する事業ということで設定されていると思います。それでやはり収支計画や資金繰り

やいろいろ人材のことなど、新しく事業を始める上では大変なこともたくさんあると思う

ので、以前は講座やセミナーなどそういうこともやっていたかと思うのですが、そちらは

どうなのでしょう。企画されていないのかお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 宮本商工業振興・消費・雇用・労働担当主査。 

 

宮本商工業振興・消費・雇用・労働担当主査 

 田辺委員のご質問にお答えいたします。まずコミュニティビジネスにつきましては、今

まで 9件が今年度を含めて創業しておりまして、2件が事業が軌道に乗ったということで市

外に転出しております。やはりどうしても客体が札幌市の方が多いということで、そちら

に行かれているということで、うちとしてはやはり客体が少ないのが原因かなとは考えて

おります。事業は縮小されていても継続されているところがほとんどでございます。空き

店舗につきましても、今まで全部で 42件が開業しているところであります。そのうち残存

28件ということで、残存率が 66.6％となっております。やはり空き店舗事業といいますの

は元々空き店舗になってしまったところに入っていただくということで、やはりわれわれ

の支援がなくなるとなかなかそこを継続するのは難しいところもあるとは思いますけれど
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も、今後とも商工会と一体になりながら支援をしていきたいと考えております。セミナー

についてですが、これもアドバイザーの方と今話をしておりまして、当初平成 17年ぐらい

にこのコミュニティビジネス事業をやってみようとなったときには、団塊の世代の退職に

伴ってこういった気運が高まってくるのではないかということでセミナー等を開催してお

りましたけれども、最近はそういったことで何かやってみたいという方も非常に少なくて、

そういった啓発の意味も、今後コミュニティビジネスアドバイザーと相談をしながら、セ

ミナーの開催等も検討してまいりたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 42件のうち 28件ということで、なかなか空き店舗を利用しての創業も厳しいのかなと感

じるのですが、コミュニティビジネスについていらっしゃるアドバイザーだと思うのです

が、こういう企業に、創業支援に対しては同じようにアドバイスをいただくなり、セミナ

ーを開催するなりしていっていただきたいなと思います。 

そして先ほどからずっと出ています買い物不便者というところでも、これもうちのまち

にとっては本当に大きな地域の課題だと思います。もしかするとこれも創業支援とうまく

結びついていく可能性も全くないわけではないと思いますので、そちらも継続して視点の

中に入れていっていただきたいと思います。終わります。 

 

尾崎委員長 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 11時 55分 

再 開  午後 0時 57分 

 

尾崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

午前中に引き続きまして質疑を行います。鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私からは 2 点お伺いします。コミュニティビジネス創業支援事業、予算書１35 ページ、

附属資料 35ページです。午前の質疑の中でもこれまでの事業の利用は 9件というお答えを

伺いましたが、最近または新年度に向けての問い合わせ状況はどのようであるか伺います。

そして新年度予算では 30万円ほど増額になっていますが、新たな広報の手法などを取り入
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れたりするのか、その理由をお伺いします。 

もう 1 点は働きたい女性のための再就職支援事業です。予算書 141 ページ、附属資料 47

ページです。こちらの事業は今年度まで 2回、2年に渡って開催されていますが、昨年受講

した方からお話を聞く機会がありまして、受講したときの様子やその後のこと、就職状況

や働いている状況などを聞いたりしたことがあるのですが、受講した後も受講生同士、同

期としてつながりを持っていて、全員で集まる同窓会のような機会を持っていると伺いま

した。再就職が目的のための授業ではあったけれども、それ以上のいろいろなつながりが

持たれているのはとてもいいことだなと思っています。それで伺うのは、2回開催しての成

果と課題があれば伺います。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 

 

諏訪商工業振興課長 

 コミュニティビジネス創業支援事業についてでありますが、本事業の補助対象経費につ

きましては店舗の賃借料や備品のリース料など、12 カ月分を補助することとなっておりま

して、平成 30年度の予算におきましては、新規事業 1件分の 100万円と、昨年度認定した

事業の残り 6か月分の 30万 9千円を予算に計上しているところでございます。このような

ことから昨年度より予算額が増額になっているものでございます。問い合わせは今のとこ

ろございません。 

次に働きたい女性の関係ですが、過去 2 回の実施の成果と課題についてお答えいたしま

す。研修生の努力や企業の皆様のご協力により、平成 28 年度は就職率が 86％、29 年度は

就職率 100％になったところでございます。引き続き高い就職率を維持するためにも、研修

生や協力企業へこの事業のあり方や雇用情勢に関するアンケート調査を行っていくことが

大変重要であると考えております。平成 29年は前年度の研修成果の提案により新たに企業

見学会を研修内容に加えたところ、職場実習前に職場について考える機会が持てる貴重な

機会として大変好評でした。また 30年度については協力企業の皆様のご意見を反映し、実

習期間を 2 カ月半から 2 カ月に短縮する見直しを行ってまいりたいと考えております。本

事業における今後の課題につきましては、より多くの就業希望者の支援を行うことが重要

であると考えており、今後も研修生をはじめ事業に携わるさまざまな方のご意見をいただ

き、効果的かつ効率的な事業の、運営方法について検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 鶴谷委員。 
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鶴谷委員 

 再質問いたします。まずコミュニティビジネス創業支援事業ですが、新規事業に対する

助成の拡大と今年度からの継続ということで理解いたしました。それでこの創業支援事業、

この情報をキャッチできる方もいると思うのですが、なかなか知らない方もいまして、こ

の事業の広報について伺いたいと思います。過去の創業支援実績がありますよね。この実

績を受けたカフェや市民事業など、ホームページで紹介されているページがあるのですが、

それぞれのホームページにリンクできるようになっておりますが、もう少し写真や動画な

どを盛り込んで、この事業に関する興味が沸くように検討することはできないのか伺いま

す。 

あと再就職支援事業ですが、事業全体を専門の業者に委託で実施していますが、委託し

ている内容のうち、市内にある企業や市民事業が担える部分がないのか、これまでの中で

そういう視点をどう検討してきた経過があるのかお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 諏訪商工業振興課長。 

 

諏訪商工業振興課長 

 再質問にお答えします。新たなＰＲ方法についてでございますが、現在コミュニティビ

ジネスで創業した事業者につきましては、市ホームページで公開しているほか、事業者が

開設したホームページにリンクするなどして事業活動のＰＲに努めているところでござい

ます。動画による方法につきましては、認定された多くの事業者様が「きたひろ.ＴＶ」で

取材を受け動画が公開されておりますことから、今後「きたひろ.ＴＶ」を活用する方法な

どが可能であるか、動画を担当する部署と協議、検討してまいりたいと考えております。 

次に働きたい女性の関係でございます。市内企業の活用方法についてお答えします。委

託事業の実施方法についてでございますが、平成 28年度は職業理解を深めることを目的と

し、座学研修の期間中に市内企業の従業員の皆様による講話を実施しました。また 29年度

は企業見学会を実施し、市内企業を中心とした 6 企業を訪れ、従業員の皆様から業務の内

容や職場の雰囲気についてご説明をいただいております。今後も市内企業の皆様と連携で

きる内容を検討しまして、市内事業者が担える取り組みを実施してまいりたいと考えてお

ります。特に専門的な分野におきましては、市内事業者のサポートは必要であると考えて

おります。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 
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 コミュニティビジネス創業支援事業の広報はぜひ検討を進めていただきたいと思います。 

働きたい女性のための再就職支援事業はセミナーと合同企業説明会もセットであるかと

思いますが、さらにほかの面でも地域の市内の事業者や市民事業とコラボできるところが

ないか、さらにいろいろ検討を進めて、市内事業者の参加が進むとやはり参加者と事業者

のその後のつながりが広がっていくというところに影響が広がっていくと思いますので、

こちらも検討をお願いしたいと思います。これは要望です。終わります。 

 

尾崎委員長 

 2点とも要望ということでよろしいですね。 

 

鶴谷委員 

 はい。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 3 問用意したのですが、2 問既に他の委員の皆様の質疑で終了していますので 1 点だけ。

観光振興経費、予算 137 ページ。市長の市政執行方針でも観光協会のあり方についてはこ

れからどういう方向がいいのかという発言がありました。そういう中で、かねてから主張

しておりますが、今、観光協会を観光振興課の中に置いているということで、本来であれ

ば切り離して専門のスタッフ、専門の事務所でやっていただくのがおそらく観光振興のた

めになるとも思いますし、今の状態であれば観光振興課の職員がお祭りに相当な労力を割

かれるという実態があることからいけば、これはやはり早急に切り離すべきであろうと思

います。それともう 1つは、おまつり広場の設置ももう 1、2年後に決まるという中で、今

年はそういう意味で判断する年だと思うのですが、その辺の方向性だけお聞きしておきた

いと思います。 

 

尾崎委員長 

 山田観光振興課長。 

 

山田観光振興課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。観光協会の独立についてでございます。最終

的には観光協会において決定することになるところでございますけれども、事務局を担当

しております観光振興課としましては、平成 30年度中にこれを目標にして、組織の独立で

あったり体制についての考えを整理して、独立運営に向けて準備を行ってまいりたいと考
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えてございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。実際、観光協会の会長を含めて、どうするのがお互いにとってプラスな

のか含めて、観光協会とよく協議をしていただいた上で、懸命なご判断をしていただきた

いと思うのですが、その点について見解があればお聞きして終わります。 

 

尾崎委員長 

 山田観光振興課長。 

 

山田観光振興課長 

 再質問にお答え申し上げます。藤田委員のおっしゃいますとおり、内部的には理事会で

あったりというところがございますので、そういったところと十分協議をしながら組織の

あり方を検討してまいりたいと考えてございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 以上で商工労働費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 1時 10分 

再 開  午後 1時 12分 

 

尾崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に総務費の総務管理費の施設管理費のうち新庁舎建設事業及び土木費の質疑を行いま

す。谷浦委員。 

 

谷浦委員 

 予算書 149ページ、附属資料 39ページの輪厚三島線道路改築工事についてですが、島松

中央町内会より議会に対して、平成 10年に陳情した「市道輪厚三島線の改修並びに歩道の

早期整備について」が採択されてから 20年の歳月が経過し、町内会としても待ちに待った

事業です。昭和 48年にでき上がった現在の輪厚三島線は、ゴルフ場へのお客様、砂利や火

山灰などの運搬車両が多く、老朽化も進んでおり、整備を心待ちにしている事業です。路
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線の整備とありますが、掘割も深く、両側面のブロック擁壁は非常に劣化しており危険な

状態と思われますが、歩道整備のほかにブロック擁壁の側面はどのようになるのかをお尋

ねします。 

 

尾崎委員長 

 中垣都市整備課長。 

 

中垣都市整備課長 

 谷浦委員の質問にお答え申し上げます。輪厚三島線道路改築事業につきましては、国道

36 号から自然の森キャンプ場までの 1.4 キロメートルについて、歩道の設置と車道の舗装

補修を行う予定であります。またカーブがきつい箇所を緩くする改良も併せて行いたいと

考えております。両側面のブロック擁壁についてでありますが、歩道が設置される側につ

きましては、拡幅により支障となる可能性が高いことから取り壊しなどを検討してまいり

ます。反対側につきましては、劣化状況の調査を行い、変状や損傷が認められた場合は補

修や補強対策等を検討してまいります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 谷浦委員。 

 

谷浦委員   

 この工事は輪厚中央通の完成後になっておりましたが、2年前倒しで調査費をいただくこ

とになり、事業を進めるにあたって町内会への説明などを考えておりますか。また完成は

いつになるか、お尋ねいたします。 

 

尾崎委員長 

 中垣都市整備課長。 

 

中垣都市整備課長 

 再質問にお答え申し上げます。本事業は国の補助金を活用し実施する予定であり、国の

予算状況を見ながら事業に着手する時期を見極めたいと考えております。予算状況が明確

になり事業着手のめどがついた時は、地元町内会や土地所有者を対象とした説明会を開催

したいと考えております。また事業期間ですが、本事業は 5 年程度の事業期間を予定して

いるところでありますが、用地取得に係る地権者数が約 90名と非常に多く、交渉に時間が

かかる可能性もあり、またこの事業は国の補助金を活用し実施する予定であり、国の予算

状況を見ながら事業を進める予定としておりますことから、事業期間は変更となる可能性

があります。以上であります。 
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尾崎委員長 

 谷浦委員。 

 

谷浦委員 

 1日も早い完成を期待しておりますのでお願いいたします。質問を終わります。 

 

尾崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 1つだけお聞きいたします。予算書 145ページ、駐車場運営費について伺います。東駐車

場、有料駐車場ですけれども、そこの現在の月極台数の枠、何台の枠があって、月曜日か

ら金曜日と、月曜日から日曜日と定期利用がありますけれども、それぞれ何台利用されて

いるのかお伺いいたします。それが現在満車なのか空いているのかもお聞きいたします。 

 

尾崎委員長 

 新田土木事務所長。 

 

新田土木事務所長 

 市営東駐車場のカード式月極台数についてお答え申し上げます。カード式台数につきま

しては、東駐車場は使用台数が全部で 211 台に対して 170 台を基本としております。その

うち土日を含めた全日のカード式駐車券は 60台としておりまして、平日のみの平日券は現

在 110 台となっております。現在、東駐車場は 170 台満車という状況になっております。

以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 その 211 台の残りの台数が時間貸しとなっているようですけれども、満車になった日数

はわかりますか。丸 1 日ではないと思います。花ホールで何かイベントがあったときには

満車になっているのをよく目にしますけれども、どれぐらいあるのか、時間貸しの利用率

は出なさそうですね。日数が大体わかれば教えてもらいたいと思います。 

 

尾崎委員長 
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 新田土木事務所長。 

 

新田土木事務所長 

 再質問にお答え申し上げます。過去に土日のイベント等でどれくらい、時間貸しも含め

て満車になったかという調査をした経緯がございます。細かい数字は記憶にございません

けれども、1年間で数日間あったと記憶しております。利用率につきましては、カード式も

時間貸しも含めて、211のますに対してどれくらい埋まっているかという利用率は現段階で

は算出できていないところであります。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 初日の歳入のときに藤田委員がこの駐車場の収入について質問されていましたけれども、

年々改善はされているようでございますけれども、ただ満車になるのが年に数日であれば

この定期貸しの枠をもう少し広げてもいいのかなと思います。私のところに、そこを定期

で使いたいと申し込んだけれども満車で断られたと電話もありましたので、定期貸しであ

れば安定した固定収入になりますので、ぜひとも、時間貸しをしなければいけない割合も

ありますけれども、もう少し定期貸しをして固定収入をアップしていけないかなと思いま

すけれどもいかがでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 新田土木事務所長。 

 

新田土木事務所長 

 170台を基本としておりますが、過去のカード式の台数ですが、それまで 150台だったも

のを平成 27年 12月から 170台に変更しております。平成 28年 11月から平成 29年 9月ま

での間、臨時的ではありますけれども、170台のところ 180台に増やした経緯もございます。

今後におきましてもそういったニーズ等に柔軟に対応できるように、指定管理者とも協議

をしながら進めていきたいと考えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私から 2点お伺いします。自転車駐車場管理事業、予算書 145ページ、附属資料 37ペー
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ジです。前年度の予算に比べて 125万 4千円減っている要因についてお伺いします。 

次に有料駐車場管理運営事業です。145 ページ、附属資料 37 ページです。こちらは前年

に比べて 638万 7千円予算が増えていますが、この要因について伺います。 

 

尾崎委員長 

 新田土木事務所長。 

 

新田土木事務所長 

 鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。まず自転車駐車場管理事業が前年と比べて 125

万 4 千円減額している要因ですが、主な要因としましては、昨年度は駐車場内にあります

階段の老朽化に伴う修繕費を計上しておりましたが、今年度はそういった大きな修繕がな

いということで減額となっております。 

次に有料駐車場管理運営事業が前年と比べて 638 万 7 千円増額している要因についてで

すけれども、主な要因としましては、東駐車場におけるリブウェル管理組合が長期修繕計

画に基づきまして行います修繕に対する負担金でございます。修繕の内容としましては、

全体共用部及び東駐車場の監視カメラの更新や、消火器、量水器の更新などとなっており

ます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 自転車駐車場管理事業の予算の要因はわかりました。こちらの自転車駐車場はどの程度

の台数がとまっているのかという駐輪率というのでしょうか、それについてお伺いします。 

それから駐車場の管理運営事業ですが、今ご説明いただいて、これは駐車場台数増につ

ながるものではないという理解でよろしいでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 新田土木事務所長。 

 

新田土木事務所長 

 まず自転車駐車場利用状況ということで、前年度の利用台数になりますが、28 年度の利

用台数は、西口の駐輪場で申しますと、駐車台数を不定期に、大体 1 時くらいに台数を数

えるのですが、利用率が高いであろう晴れている日、雨の日、曇りの日とかいろいろある

わけですけれども、そういった状況の中でランダムに設定した日付で、4 月から 11 月まで

8日間調べた台数ですけれども、平均で 258.6台となっております。西口、栄陸橋、この 2
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つが西口に駐輪場としてございます。さらに東口駐輪場、メープル通等もあるのですが、

全体数の平均ですと、715.8台となっております。 

続きまして駐車場の監視カメラ等の更新に係る修繕が利用台数につながるかというご質

問かと思いますが、直接的には利用台数への結びつきはないと考えております。しかしな

がら、安全管理ですとかそういった面での必要な修繕ということで、リブウェルと一緒に

なってやらなければならない修繕と考えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 自転車駐輪場ですが、北広島駅を利用して通学される学生さんも多く利用されると思い

ます。朝は明るいと思うのですが、秋口、春先、夕暮れ、暗い時期ですね、やはり照明設

備などがないと、建物の屋根のあるところに 1 人でとめるときは怖さとか不安があると思

います。こちらの照明設備の整備状況について近年のことをお伺いしたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 新田土木事務所長。 

 

新田土木事務所長 

 建設当初から蛍光灯がついておりまして、その灯具自体の変更、修繕、改築は今までは

やってきておりません。当然電球が切れたときや、一部灯具の配線等の劣化から修繕した

という、過去にはそういう経緯もございますけれども、それは全体ではなくてごく一部の

修繕という形になっております。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 私から 1 点。土木費の緑化推進費。三別沢林道の改良工事の負担金ですけれども、これ

は道道の事業に対する負担金だと承知しているのですが、この事業の目的と進捗状況と完

成時期、完成後の林道の役割等について教えていただければと思います。 

 

尾崎委員長 

 中垣都市整備課長。 

 



H30.3.9【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

41 

 

中垣都市整備課長 

 山本委員のご質問にお答え申し上げます。三別沢林道改良工事は平成 20年度から事業に

着手し、延長 6,561 メートルの路盤や排水を整備しているものでございます。昨年度まで

に 5,885 メートルの整備が完了し、進捗率は 90％となっております。残りの 676 メートル

を平成 30年度に整備し、事業完了となる予定でございます。完成後は林野火災への対応や

緊急車両の通行を確保し、市有林の維持管理に努めてまいりたいと考えております。以上

であります。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 30 年度に事業完了ということで、森林については水源涵養林と認識しているのですが、

そういうことであれば水源確保するために規制もかなり厳しい森林だと思うのですが、な

ぜこのようなことを聞くかというと、その市有林の活用が市内で、今後、市有林や民有林

の活用については国全体でも大きな議論が出てくると思います。そういう意味で水源涵養

林という状況でありますけれども、市としてここも含めて森林の活用についてどのように

考えているのかをお聞きしたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 中垣都市整備課長。 

 

中垣都市整備課長 

 再質問にお答え申し上げます。森林の活用についてでございますが、今、山本委員から

もお話がありましたように、三島仁別地区の市有林は大部分が水源涵養保安林であります

ことから、観光やレクリエーションというような活用は考えておりません。今後も引き続

き良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保全、間伐を促進しつつ、下層植生や

樹木の根を発達させるような施業を行ってまいりたいと考えております。そのほかの市有

林ですが、富ヶ岡地区の市有林につきましては森林ボランティアの活動フィールドですと

か、市民や中学生との森林施業体験や環境学習の場として活用しているところでございま

す。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 
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 例えば横浜市ですと、水源涵養林の維持管理にボランティアを使って、いろいろ市民の

協力を得ながら水源涵養林の育成保全をやっている例もありますので、今、富ヶ岡はかな

りボランティアの方に整備を協力していただいて、市民の森林との触れ合いとかそういう

形で整備されてきていると思うのですが、目的が違うのですが、ぜひ、さまざまな市民の

方にもいろいろそういう森林のボランティアをやりたいという方がいらっしゃるので、水

源林の涵養ボランティアの方についても、今後ぜひ検討していただければと思います。こ

れは要望です。以上です。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 2 点ほど簡潔にお聞きしたいと思います。最初に 147 ページ。通告では市道整

備事業で通告してあったのですが、担当課に確認しましたら舗装補修事業であることがわ

かりましたので、ページ数 147 で。市長の市政執行方針にもありましたが、広島輪厚線、

輪厚三島線の舗装補修はどこから着手して、この 30 年度ではどこまで完成の予定なのか。

また進捗状況はどうなのか、まずお聞きします。 

2点目はページ数ないのですが、市長の市政執行方針もありました札幌恵庭自転車道整備

であります。これは皆様もご存じのとおり、前市長の本禄市長時代にエルフィンロードが

完成し、われわれはおそらく数年後には恵庭市までこれが延伸するだろうということで、

それから早十数年ということで、最近は恵庭市からも、いつになったら北広島が終わるん

だという問い合わせも来る状況になっております。問題は駅から南の里までいくルート、

これが変更だったり、またいろいろな工事のことで大変難しいものがあると承知しており

ますが、少なくてももう 10年以上経っているということで、当初からいくと大幅な予定遅

れが続いているということで、担当課も努力をしていると思います。工事が道の工事であ

りますから市ができることも限界があると思いますけれども、その辺含めて、今年度の市

内における工事の進捗の状況と今後の見通しですね、これについてわかる範囲でご説明お

願いします。 

 

尾崎委員長 

 新田土木事務所長。 

 

新田土木事務所長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。まず舗装補修事業についてお答えいたします。

広島輪厚線につきましては、平成 24年度より北広島団地側から補修を行っております。各

年度の施工延長につきましては、平成 24 年度 920 メートル、平成 25 年度 870 メートル、
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平成 26年度 718メートルを施工して、現在、高速道路を越えて市道高速西 1号線から国道

36 号線に向かいまして約 200 メートル地点まで完成しております。平成 30 年は国道 36 号

から市道輪厚中央通線付近までの約 420メートルを予定しております。平成 31年度に残り

約 310 メートルを補修して完成する予定となっております。進捗率ですが、申し訳ござい

ません、率までは計算しておりません。次に輪厚三島線につきましては、市道鳳来線の交

差点からゴルフ場の入口まで約 3.2キロメートルを事業区間としまして、平成 28年度より

ゴルフ場側から補修を行っております。各年度の施工延長につきましては、平成 28年度は

1,270メートル、平成 29年度は 1,200メートルを施工してきておりまして、平成 30年度に

予定しています約 700メートルで完成の予定となっております。以上でございます。 

 

 

尾崎委員長 

 中居庶務課長。 

 

中居庶務課長 

 ただいまの藤田委員のご質問にお答えいたします。現在、札幌恵庭自転車道線の整備に

つきましては、事業主体であります北海道におきまして関係機関と協議を進めているとこ

ろであり、整備ルート上にありますＪＲ軌道内施設の対応方法について、管理者でありま

すＪＲ北海道との協議に時間を要していると伺っております。このため平成 30年度の工事

予定につきましては現時点では定まっていないところであります。もちろんエルフィンロ

ードの利用者の方たち、また周辺住民の方たちからの待望の声ですとか、さらに市議会の

皆様からご心配の声もお聞きしているところでありまして、早期完成に向けて、本市とし

てもできることはできるだけやっていきたいと思っております。当然、北海道へ早期完成

に向けての要請はもとより、今年度は当初からＪＲ北海道関係部署へ 4 度ほど足を運ばせ

ていただきましてお願いに上がっているところです。併せて北海道警察の関係部署へも 2

度ほどお邪魔して、早期実現に向けて、要請のためにお伺いしているところであります。

完成時期はもちろん現時点ではお話することはできませんが、私どももできるだけのこと

はこれからも続けていきたいと思っております。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 舗装補修は予定どおり年度で進めていただきたいと思いますので、これは再質問ありま

せん。 

自転車道で 2 点だけお聞きします。今、中居庶務課長が言われたＪＲの軌道付近の工事
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が難しいということで、実際これはＪＲ側の工事の基準とかそういうものがあると思うの

で、そのどの部分が工事として難しいのかをもう少し詳しく説明していただきたい。それ

から 2 点目。恵庭市もずいぶん待たされていると思いますので、恵庭市から北広島市に対

して、これに対しての何かしらの問い合わせ、要請、また恵庭市独自の動きなど、もし掴

んでいるのであればお聞きしたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 中居庶務課長。 

 

中居庶務課長 

 ただいまの藤田委員のご質問にお答えいたします。まず 1 点目の少し難しい部分という

点につきましては、ＪＲ北広島駅の西口から出まして本市の駐輪場がございますけれども、

その裏手を通ってのルート部分、これは、平成 26年に市長から答弁しているルートであり

ますが、その先にＵＲの駐車場横の部分とか、ＪＲの軌道にどうしても近寄らざるを得ま

せん。その辺がかなり難しいのかなと思われます。難しいというのは不可能ということで

はなくて、少し時間がかかりそうであるというお話を聞いてはいるところです。あと恵庭

市のお話でございますが、本市に恵庭市から何とか早く開通をという、そのようなお話は

まだ 1 度も受けたことはございません。併せて恵庭市は恵庭市で、本市区間が開通するし

ないにかかわらず事業は進めているとお伺いしております。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。この自転車道に関しましては、札幌市から北広島市、そして恵庭市をつ

なぐという 3 市を結ぶ 1 つの観光資源でもあり、また 3 市を結ぶ友好の自転車道にもなる

という、やはり非常にメリットが大きいので、これは道の工事ですから市が実際に手を下

すわけではないのですが、そういうことも含めて早期に恵庭市まで延伸し、市内の工区が

早く完了することを要望して質問を終わりたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 以上で総務費の総務管理費の施設管理費のうち新庁舎建設事業及び土木費の質疑を終了

いたします。 

以上をもちまして、本日予定していた審査は終了いたしました。 

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。 
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（「なし」と呼ぶものあり） 

 

尾崎委員長 

ご異議なしと認めます。本日はこれにて散会といたします。お疲れ様でした 

 

 

 

 

 

午後 1時 41分 

 

 

 

 

委 員 長 尾 崎 弘 人 


