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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

２番、荊尾芳之君、３番、滝山克己君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。
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・ ・

日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

初めに、６番、三鴨義文君の質問を許します。

６番、三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） おはようございます。議席６番、三鴨でございます。（「頑張

れ」と呼ぶ者あり）ありがとうございます。

通告しておりましたとおり、２点について御質問いたします。

まず１点目は、水道事業会計の現状についてであります。

本年３月議会では、南部町上水道事業の設置等に関する条例及び南部町上水道給水条例の一部

改正が提案され、本会議で採決で賛成７、反対６で可決となりました。内容は、西伯地区の料金

を会見地区の低い料金に統一する。また、３年後の平成３１年度には目標料金の約半分まで値上

げすることが決まったところであります。

しかし、私の承知するところでは、水道事業会計の経営状況はとても安定経営とはほど遠い、

破綻状態に近い、厳しい現状であると認識しています。確かに同一サービス、同一料金とする負

担の公平性は目指すところであり、公共料金審議会の答申も尊重するものではありますが、水道

事業会計の現状を伺い、今後、将来どのような運営を想定され、安定経営を図っていくお考えか

伺います。

１点には、合併以来、料金統一に向けての施策と改定の推移について伺います。

２点、運用資金、これは現金、預金等ですが、１０年前と現在、平成２７年度決算までの推移

について、どう変化してきたのか伺いたいと思います。なお、通告では１０年と、１０年前とい

たしましたけれども、わかる範囲で、わかりやすいところから現在までの経緯、推移が御答弁い

ただきたいと思います。

３番、内部留保資金の１０年前と現在、平成２７年度決算までの推移について伺います。この

１０年前というのも、先ほど申し上げましたように、わかりやすいところから御答弁いただけれ

ばと思います。

４番、これからの水道施設及び管路の更新計画について伺います。

５番、健全な経営のために目標とする水道料金の金額は幾らとお考えでしょうか。

６番、今後、一般会計から幾らぐらいの繰り入れが必要と想定されているのでしょうか。
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７番、いつまでも一般会計の繰り入れに依存せず、もっと早く目標料金に改定して経営改善を

図る考えはないか伺います。

次に、２番目の質問であります。集落営農の推進についてであります。

先般、５月２９日、町長があいみ手間山地域振興協議会の評議会に来られまして、５つのお願

いに来ましたと話されました。農業委員の推薦について、地域円卓会議の実施について、納税組

合の廃止について、集落公民館の活用について、役場機構改革について、この５つのテーマで話

されました中で、農地を守るために集落営農を進めてまいりますとありました。間違いなくこの

まま何もしなければ、農地も荒廃し、農業も衰退の道をたどるものと危惧するところです。今後

の集落営農の進め方や構想について伺います。

１、町が想定されている集落営農とはどのような形態をお考えか伺います。

２、推進のための説明や周知、町のかかわり方について伺います。

３、農家の所得向上や就業意欲を向上する施策の検討はなされているのでしょうか。

４、農業従事者の高齢化に伴い、農業施設の維持管理が困難になってきている現状についてど

うお考えでしょうか。

以上について壇上からの質問といたします。御答弁、よろしくお願い申し上げます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） おはようございます。それでは、きょうから始まります一般質問、どう

ぞよろしくお願いいたします。

まず、三鴨議員から２点にわたり御質問いただきましたので、順次御説明いたしたいと思いま

す。

まず、水道事業会計の現状についての御質問でございます。詳細７点にわたりお答えしてまい

りたいと思います。

まず最初に、合併以降、料金統一に向けての施策と改定の推移についての御質問にお答えいた

します。料金改定に係る住民説明会や議会全員協議会でその都度御案内しておりますが、改めて

御説明を申し上げます。

平成１６年の町村合併時、南部町の水道料金は西伯地区と会見地区、上水道と簡易水道という

ように、地区や事業の形態によって４種類の料金表が運用されておりました。平成２３年度は、

それまで異なっていた会見地区と西伯地区の料金を、賦課の方法を統一するため、西伯地区で運

用されていた基本水量制を全町に導入いたしました。ちなみに、合併からこの間、水道事業では、

地区によっては脆弱性が明らかになっていた配水や水源能力を強化するため、諸木から東西町へ
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の送水管の布設や田住配水池の造設など施設整備が行われており、こういった施設整備に伴う財

政需要に応じて財政収支の構造を改善するためにも料金改定が必要になっていました。

平成２６年度、前回の料金改定の際に、既に予定していた簡易水道と上水道の料金統合を行い、

最も大きかった料金の格差を解消いたしました。加えて、西伯地区と会見地区の基本料金を改定

することで基本料金の格差を縮小するとともに、簡易水道の上水道への料金統一に伴う料金収入

の減収を補いました。

平成２９年度の料金改定については、３月の定例議会で御案内のとおりですが、料金統一を最

優先に実現するために、西伯地区の一般用の料金表を比較的低位な会見地区の料金表に統一する

ことになっており、今年度、７月の水道料金から適用されます。

運用資金についての御紹介でございますが、年度末における現金・預金残高に当該年度中に生

じている支払い義務や収入の見込みを加味したものとして御案内したいと思います。比較の対象

は、水道事業を会計統合しました平成２０年度と平成２７年度の決算の数字とさせていただきま

す。

まず、平成２０年度末の運用資金は５１５万４７８円、続いて平成２７年度末の運用資金

は９５６万１２２円です。この間、会計制度の見直しもありましたので財務諸表上での単純

比較はできませんが、８年間でおおむね５００万円、１年当たり平均３２０万円程度の現金が

減少している状況です。

内部留保についての御質問がありました。内部留保資金は、当年度純利益から減価償却費等の

現金を伴わない収入及び支出の額を加減した上で、資本的収支不足額を差し引くことで算出され

ます。これも先ほどと同様に、会計が統合された平成２０年度と直近の平成２７年度の数値を確

認します。平成２０年度はマイナスの４２１万８０８円、直近の平成２７年度は３８５万１

２２円となっております。単年度の留保資金は修繕費等の経常収支や企業債の償還規模によって

大きく変動しますので、平成２７年度は資金が留保されましたが、逆にその前年度である平成２

６年度には約７００万円の資金を消失しています。平成２８年度末は約８００万円となる見込み

でございます。

初めに、耐用年数を超えた施設で特に改修が必要なものとして、城山配水池及び関連する水道

管、滝山水源及び滝山水源の整備時に布設されました水道管、これは会見地区の広範囲に布設さ

れておるものでございます、朝金水源、上野水源、東西町及び円山に布設されています水道管等

でございます。このほかにも耐用年数を超過した水道施設が町内に広く分布しています。これら

老朽施設の更新、長寿命化は事業の喫緊の課題でございます。一時に全ての施設を改善すること
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はできません。耐用年数から老朽度合いを推し量り、施設の破損の頻度も考慮しながら年次的に

更新工事を実施したいと考えています。当面、とりわけ老朽化が著しい東西町と円山の水道管に

ついて、平成３０年度以降、年次的に布設がえを行いたいと考えております。その他の施設につ

いても、更新計画を策定の上、順次更新していく予定ですので、御理解いただきますようお願い

します。

５点目に、健全な経営のために目標とする水道料金はという御質問でございます。

水道料金は、水道法施行規則により営業費用、支払い利息、資金維持費等を賄い得る水準でな

ければならないことは御案内のとおりでございます。したがいまして、南部町の水道においても、

事業に係る費用を賄い得る収入を確保するために料金水準を設定しなければなりません。今年度、

料金統一のために減収を見込んだ料金改定を行いますが、適正な料金水準を実現するために、平

成３２年度にはその後の料金改定を見据えた段階的な料金改定を行います。なお、平成２８年度

に行われた水道料金に係る公共料金審議会では、平成３２年度以降の見通しとして、平成３５年

度の料金を、一月に２０トン当たりの水量を使用する御家庭で約０００円の料金と仮定してい

ます。これは先ほど御案内いたしましたような老朽施設の更新需要に応じた減価償却費の計上、

あるいは人口減少に伴う収入の減少を考慮し、現時点で導き出された水準でございます。今後、

人口の推移や老朽施設の更新に伴う経常収支の変動、そして平成３２年度の料金改定が及ぼす財

政への影響を考慮し、適正な料金水準を見きわめていかなければならないと考えておりますので、

御理解ください。

６点目、今後、一般会計から幾らぐらいの繰り入れが必要と想定されているかについてお答え

いたします。

公共料金審議会の答申に係る住民説明会や３月の定例議会における説明で御案内のとおりです

が、料金改定に伴う不足額は、平成２９年度から平成３１年度の３カ年度で１億５２２万０

００円、平成３２年度から平成３４年度までで７８４万０００円と試算しています。しかし

ながら、先ほど申し上げましたように、平成３２年度以降につきましては人口の推移に伴う料金

収入の変動や施設の更新に伴う経常収支の変動など、事業を取り巻く情勢を見きわめ、検討した

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

最後、７点目でございます。いつまでも一般会計繰り入れに依存せず、もっと早く目標料金に

改定して経営改善を図る考えはないかという御質問でございました。

地方公営企業は、原則として繰り入れに頼らずに独立採算で事業を運営していかなければなら

ないのは議員がおっしゃるとおりでございます。また、水道料金に係る合併以降に行われた議会
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や公共料金審議会において、たびたびその態度で臨んでまいりました。しかしながら、独立採算

の基本方針に基づき財政収支を改善し、なおかつ料金統一を展望できるような料金改定を行わな

かったことは、過去の経験から皆さんも同様に御確認いただいているものと思います。３月の定

例議会では、こういったことから料金統一が最優先であるということを御説明し、次の料金改定

を具体的に提案し、御承認いただきました。既に条例が施行され、広報により広く町民の皆さん

に御案内しており、必要な予算も執行されている状況でございます。まずは今後３年間の経常収

支の状況を注視した上で、平成３２年度以降の料金水準を展望していくことが重要であると考え

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

次に、集落営農の推進について御質問いただきました。

町が想定し得る集落営農とはどのような形態かということでございますが、集落のような地縁

団体を単位として、農業の生産過程の一部または全てを共同で行い、いわゆる機械作業ではない、

資材の購入から生産物の出荷、販売、経理まで一元管理する組織のことを指しております。この

団体は単一の集落でなくてもよく、地域性を考慮したつながりの深い複数の集落で実践されるこ

とも可能でございます。町ではさらにその先の法人設立についても検討していただくよう相談に

乗っています。

この集落営農組織のメリットとして期待できる項目は、農作業の共同化や機械の共同利用によ

るコスト削減、新技術導入や経営管理の徹底によるコスト削減、経営の多角化や複合化及び６次

産業化による収益の向上、地域社会の維持・発展に貢献できるなど、さまざまなものがございま

す。近い将来の集落や地域の姿を皆さんで話し合い、非農家も含めた方々にも参画いただきなが

ら、農業がつくり出している豊かな田園風景を次世代につなげていくことが重要であると考えま

す。

次に、推進のための説明や周知について町のかかわり方はとの御質問でございますが、今まで

も集落営農設立や検討段階における相談、説明会を地域からの要望に応じて行っており、実行組

合を通じて人・農地問題に係る説明パンフレットなどの配付をお願いしているところでございま

す。このたび各地域振興協議会の評議会の場で円卓会議を提案させてもらったところであり、こ

れにより皆さんがどんなことにお困りか、それに対して行政として何ができるのか、今後の政策

に反映することを考えております。

また、本年度は農家の皆様を対象に、今後の営農活動や農地の維持、貸し借りなどについてア

ンケート調査を行います。その結果は人・農地プランに反映させ、集落にお返しする予定ですの

で、地域での話し合いに活用いただければと考えています。
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また、法人化、集落営農の組織化が進むに従い、地域の中心的担い手による情報交換を行う場

を設置し、農地の集積や販路、販売方法の共同化などを話し合える協議会のようなものの設置を

検討し、収益等の向上につながる実効性の確保を図りたいと思います。

次に、農家の所得向上や就業意欲を向上する施策の検討はされているのかとの御質問ですが、

施策の例として、６次産業化に向けた支援や新規作物の試験栽培など、収益を向上させる取り組

みについて助成制度を設けております。また、昨年度から鳥取大学農学部と連携し、米の食味向

上に関する調査研究を行っており、中期的、おおむね５年と考えておりますが、土壌、水質、栽

培記録、食味などを継続的に調査し、食味向上に向けた栽培方法の確立に向け、現在６５のサン

プル圃場でデータを収集しております。この取り組みにより、南部町で生産される米について、

特別栽培米の称号を取得したり、ブランド化により所得向上に少しでも貢献できるよう研究を進

めてまいりたいと考えています。

次に、農業従事者の高齢化に伴い、農業施設の維持管理が困難になってきている現状について

どう考えるのかとの御質問でございます。

これは、最初の質問にも関係する問題でありますが、地域農業を考える上で最も危惧される問

題でもあり、その解決策の一つとして、集落営農を初めとする集団での営農活動を推奨している

ところでもあります。

営農施設の維持管理については、日本型直接支払い制度を有効に利用していただくようお願い

しております。現在、町内では、中山間地域等直接支払いの対象集落が４３集落、うち３４集落、

２９ ２ヘクタールで実施され、実施率は７ ３％でございます。もう一方、多面的機能支払い

においては対象集落が７０集落あり、そのうち３９集落の６５ １ヘクタール、実施率は５ ３

％となっています。どちらの制度も活用されていない集落が２２集落あり、平成２９年度に２集

落がいずれかの制度を活用される予定になっています。制度を活用されていない集落におかれま

しては、集落内の合意が困難、高齢化、後継者不足により単一集落での実施が困難などの理由が

あるようです。町としましては、制度の活用をしていただくため、広域協定を初め、実施に向け

て理解を図っていくことを目標にしております。このように、交付金の利用を基本としつつ、前

段で申しました集落営農や法人化など、担い手の育成を図りつつ、今ある資源を最大限利用する

ことで南部町の農業、農地を次世代につなげていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君の再質問を許します。
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三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 御答弁ありがとうございました。じゃあ、最初の水道事業会計の

ほうからお話を聞かせていただきたいと思います。

この上水道の給水条例の改定につきましては、さきの３月議会で、本会議の中で全議員が意見

を述べられて、採決されて可決となったものでありまして、こういう全議員が意見を述べるとい

うのは、本会議の中で述べるというのは、どうも初めてのことだったそうですけれども、それぐ

らい、議員も重要な案件だったというふうに思っております。

また、一般質問の中では、白川議員が水道の水の重要性、また安定経営、健全経営についても

一般質問の中で訴えられました。私も、人口の多い西伯地区の値上げをしてまで、本当に料金統

一を図ることが最優先なのかと、また、収入減となったところの穴埋めを一般財源の基金で繰り

入れる、そういったやり方がどうなのか、本当に合理的なのか、また、その後の毎年の赤字をど

うしていくのか、ずっと繰り入れをしていくのか、私はそうした疑念を持って、料金統一と健全

経営、どっちも大事なことなので悩みましたけれども、やっぱり安全で安心な水を供給する、安

定した供給をする、そういうことが一番ではないかと、健全経営のためには値下げをするべきで

はないんじゃないかとの立場で、白川議員と長束議員とともに反対の意思を表明しましたけれど

も、可決となりました。今さらその可決になったことについてどうこう言うことはありませんけ

れども、やっぱり水道事業会計の実態を町民の皆さん、しっかり知っていただいて、本当に値下

げして、安い料金で経営が今後はどうなのかということをしっかり考えていただきたいというふ

うに思いまして、今回、質問させてもらっております。

１点目の先ほどの答弁にもありましたけれども、料金統一に向けていろんな施策や条件整備が

なされてきております。２０年度の会計統合、それから諸木からニュータウンへの管路の新設、

上野から馬佐良、落合への管路の新設など、７億０００万程度かかっているというふうに聞い

ておりますけれども、水に対する不安はかなりこれで解消されて、会見、西伯の条件というのは

整ってきたんじゃないかと思っています。

もちろん水の大切さというのは私が言うまでもなく皆さん御承知のとおりで、西部地震のとき

にも大変苦労がありましたし、水量の少ない西伯地区では平常時でも頻繁に断水が起きるような、

そういう状況でしたけれども、こうした条件整備の中で旧町意識の解消も含めて料金統一のため

の整備がされてきました。そうした整備の後に、特に西伯地区では断水もなくなって水質もよく

なり、喜んでいるとの声を聞いていましたので、値下げをしてほしいとの声はなかったと思いま

すが、最終的には西伯地区の値下げという方法で料金統一の課題が解決されました。
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ちょっとしつこくなりましたけれども、どうしても心の底に、値下げしなくてもよかったので

は、待っていただければ追いつくのにというような気持ちがあったもんでして、こういう言い方

になりましたけれども、そこの辺が安定経営のための思いが強いというところで、させてもらい

ましたので、質問に返ります。

運用資金としての現金、預金、内部留保の話を、推移を聞かせていただきました。先ほどの平

成２０年からでしたですか、比較しまして、やっぱり厳しくなっているのは間違いない状況だと

思っています。その原因は、収入減もあります、その原因は人口の減少もあるかと思いますけれ

ども、そうした内部留保や現金、預金、そういうものが減ってきている原因は、人口減以外に何

があるとお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。何に原因があるのかということにお答えする前に、

なぜこうやって水道料金の統一にこのような手法をとったのかということを、もう一度、私の考

えを申し上げたいと思います。

私は、南部町の町長として昨年１０月にこの場に立たせていただきました。したがいまして、

これから将来にわたって南部町の水道をどう守っていくのか、人口が将来０００人になると予

想されるこの推定の中で、今あるこのライフラインをどう次世代にもきちんとつないで、蛇口を

ひねればおいしい水が出る、そういう環境をこの地域に残していくのかが一番の課題だろうと思

っています。その手法として、今、２つの町が合併して１３年。会見地区を上げるのか、それと

も低位に合わせて一緒に上げるのか、この中で非常に迷ったわけでございます。前坂本町長も大

変悩まれたと思います。経営だとか、単純にお金のことだけを言えば、会見地区の皆さんに御無

理を申し上げ、値上げをして高位に合わせれば、先ほど言いました、キャッシュが年間三百数十

万落ちる、これは解消されるかもしれません。しかし、果たしてそれで、合併後１３年といえど

も、まだ１３年でございます。私も町内いろいろなところで皆さんの御意見を聞けば、やはりい

ろいろな感情がまだ入りまじっている。その中で、決してよい手法ではないかもしれませんけれ

ども、目的を達成するために、まず一つの手法として、ベストではないがベターだというぐあい

に私は申し上げたと思いますが、低位に合わせて全町民が一緒になって値上げをしていく、この

方法を提案し、皆様に一定の御理解をいただいた、このように思っております。町民の皆さんに

もこのことを説明しながら、まずは御理解をいただきながら、水道を将来にわたってどうしてい

くのかということの、一つの考えるきっかけづくりになったではないかと、このように思ってい

ます。今後、先ほども申しましたように、財政状況等を十分に懸案しながら、目的は将来にわた
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っても水道事業を引き継いでいくということでございますので、常に財政状況を見ながら、私ど

もが説明した財政推移が少しばかりでも心配だというような状況が起これば、皆様にもう一度御

説明をし、そのときに方向を変えるということはあるかもしれませんが、現時点で、まだ決算だ

とか収支バランスだとか、そういうものがはっきりしない中で、既に変えたこの方法の手法につ

いて、今、手法を根本から変えると、このような考えは現在持っていないという状況でございま

す。

また、これに充てます一般財源でございますけれども、合併特例債を９５％資金とします地域

振興基金９億０００万を合併以降、積み立ててきました。この一部を使いながら、合併の恩恵

を使いながら皆さんに負担をかけない、こういう手法をとってきたつもりでございます。財政的

にどうしていくのかということは、常にこれからも議員の皆様、また住民の皆さんと十分御議論

いただきながら、次の世代、人口が減ってもこの水道施設が維持できる、そういう料金を設定す

るということが今、三鴨議員がおっしゃった、その答えになろうと思います。どういう手法をと

っていくのかということ、それにつきましても、これからも議会の皆さんと十分協議をしながら、

住民の皆さんが安心して暮らし続けて水道の恩恵を受けられるように努力していくと、このよう

な覚悟で臨んでおります。どうぞ御理解ください。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。先ほど町長がおっしゃられたとおりで、私はもちろん

これからずっと南部町が継続、水道事業も維持、継続していくことを願ってのことで、一瞬的に

下げたことでどうだこうだじゃなくって、一番心配しておりますのは、このまま下げたままで赤

字が膨らむ、３年後でもまだ赤字が膨らむ、こういうことを懸念して、できるだけ早く手を打っ

たほうがいいじゃないかという、そこら辺の思いからお話をさせていただいているところでして、

町長がおっしゃられるように、先のことをちょっと心配、同じでございますので、そういう立場

でお話をさせていただきたいと思います。

基本そこですけれども、質問しておりましたところに答弁していただきましたので、一つには、

施設の更新計画について質問もさせていただきました。当面は東西町と円山の管路を３０年度か

ら取り組むという答弁でありましたけれども、私の思いますところ、耐用年数４０年が経過した

ものというのは物すごくあると思っています。本当にこういった現在の財政状況、運営状況の中

で、その財源確保についてはどうお考えなんでしょうか。ちょっとお聞かせください。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。財源の確保ということにつきましては、現在考えて
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いますのは、水道事業の修繕費をこつこつ充てていくしか方法はないだろうなと。特別な補助金

等もない中で、４０年前につくられた団地の中の管路でございますので、この修繕計画をまず早

く立てて、一朝一夕に完了するわけではありませんので、例えば少なくとも１０年計画等をつく

って、これに対する単年度幾らぐらいの費用が要るのか、そのことも当然、これからの今の計画

の中に幾分かは入っていると思いますが、全て、先ほど申し上げた将来の費用負担の中に入って

いるとは思えませんので、もう少し精度の高いものをつくりながら検討していきたいと、このよ

うに思っているところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。管路整備については、修繕費等で順次やっていくとい

うことが可能でしょうけれども、私が思いますのは、城山の配水池をちょっと心配しておりまし

て、これは昭和４７年度につくられたもので、田住の配水池と同じ年度につくられたものであり

ます。田住の配水池は既に整備が、改修がされました。同じ時間、時が経過しておりますので、

もう４５年が経過しとると思いますが、管路は順次で結構でしょうが、こうした大きな施設を取

り組むに当たって、そういった財源が一気に必要になってくると。ところが内部留保はこういう

状況。どうやって更新するんでしょうか、手法はどうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） お金のことでどうするのかというのは、まず一つには、法勝寺の配水池

をこれから先も残すのかどうかということは一つの課題だろうと思います。これからの人口が減

少する中で、配水池の計画というものは順次見直していかなくてはいけないだろうなと思ってい

ます。でき得れば更新をせずに、せっかく管路統合ができましたので、この水量、日量２００

トンをうまく利用しながら、この地域の中でその配水池がなくせればと、このように思っていま

すけれども、一時的にそういう厳しい状況もあるかもしれませんが、将来を見込めば、私はつく

る必要はなくなるんではないかと、またはつくったとしても、今の配水池の機能ほどまでのもの

を必要としないんではないかなと、このように思っているところです。あと専門的な検証も必要

だと思いますけれども、単純な水量だけではそうだと思います。あとは安全性だとか、そういう

問題も出てこようと思ってます。

もう１点は、地震によって水源が汚れるという問題があります。地震は常に、いつ起こるかわ

かりませんので、蛇口をひねっても水が飲めないという現状をどういうぐあいにして打開するの

か。中部地震のときにも１週間以上水源が使えなかったということを踏まえて、こっちのほうが

少し対応を急がなくてはいけないんじゃないかなと思っています。地震大国で、いつ何が起こる
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のかわからない状態の中で安定供給というものを常に考えた上で、これから先も全体の給水・配

水計画というのを検討し、また当然、三鴨議員がおっしゃるように、それに対する資金をどう充

てていくのか等、国からの補助金や多様な資金確保についても検討していきたいと思っています。

よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。お金のことばっかり言って恐縮ですけれども、やっぱ

りこういう経営状況の中で、本当にそういったときに、起債とか、どんどん貸していただけるん

かいな、そういう心配もしたり、要らん心配だかもしれませんけれども、そういう大きなものを

つくるときの起債、補助残をどうするんかというようなことまで心配しております。あんまり、

金のことばっかり言って申しわけありません。ただ、経営が非常に厳しいということをとにかく

訴えていきたいと思っておりまして、このたび説明会で配られました資料の中で、南部町の当座

比率というものが出されております。この当座比率というのは、流動負債、払わないけん負債部

分と、それから当座資産、自分が持っている現金、預金との比率だというふうに思いますが、こ

れが南部町の場合は７ １７と、１００％を切っております。類似団体の平均は３１ ６６。と

いうことは、電力、動力費とかいろいろ必要な経費が例えば１万円要るとすれば、手持ちの現金、

預金が０００円しかないということだと思います。ということは、次の水道使用料が入ってこ

ないと払えないぐらい、年間の負債額が手持ちにない、これだけ厳しい、自転車操業の格好に現

状がもうなっているということだと思います。類似団体は３１７ですから、３年分ぐらいの資金

は持っておられる。ですから、極端に厳しい状況だなというふうに、この数字からも感じ取られ

るわけです。

そういった心配をしながら、ですけれども、私はどうしても３年間、その次の３年間というふ

うな、あんまり３年にこだわる必要はないんじゃないかとやっぱり思っておりまして、水道料金

算定要領というものには、おおむね３年から５年の見直しが望ましいというふうにありますけれ

ども、現実には安来市なんかは３０％の値上げを３年間、毎年値上げして整えたというような、

３年スパンということにこだわる必要はないんじゃないかというふうに思っています。先になれ

ば先になるほど赤字が膨らんでいくという経営状況の中ですので、ぜひそういうことも考えてい

ただきたいと思います。

先ほど町長の答弁では、そういう気持ちはないということでしたけれども、ぜひそういう、経

営が悪化していく状況がわかっている中で、先送りするんではなくて、もうちょっと早く手を打

つべきじゃないかなと私は思っております。施設、管のことでもお話ししていただきましたけれ
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ども、本管についても耐用年数４０年以上のものがほとんどですから、老朽化もしておりますし、

管の中には水あかがたまって、もう脳梗塞状態の管もあると思います。それによって水圧が落ち

ただとかにおいが出るんだとか、そういったことになると。それなのに更新のための原資がない

ので先送りだということでは、これが本当に町民の皆さんに安全で安心な水を供給する町の対応

だろうかというふうに思います。

私も、誰もが値上げはしてほしくない、それは同じですけれども、こうした厳しい現状をしっ

かり皆さんに説明をして、町長、先ほども言われました、将来のために水道を守っていくという

意識を持ってもらって、３年３年、６年間待つんではなくて、もっと早く経営改善に着手すべき

ではないかというふうに私は思いますが、いま一度町長のお考えをお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。資金留保、単年度の中でキャッシュフローを年間の

３倍持つのが本当にいいのかどうかはわかりません。２年分もあれば本当は十分だろうと思いま

すが、全国平均が３００ということを聞きまして少し驚きました。この点、どのぐらい持ってれ

ばいいのかという話は別に置いて、私も今言われた三鴨議員と同じです。ただ、先ほども言いま

したように、目的は同じなんですけれども、その手法の考え方について、１３年間待っても値上

げができなかったこの南部町の水道事業を、突然、じゃあキャッシュが必要になりましたから値

上げをしましょうということにはならないだろうという、この議論の末に、公共料金審議会の皆

様が非常に悩み悩んだ末に、今の結論に至ったところでございます。その先のことは、まさに三

鴨議員も審議会の皆さんも、議員、ここにおられる皆さん全員同じ気持ちだろうと思っています。

これから先の中で水道料金をどう適正化していくのか。私は、今、低位に合わせましたけれども、

改善の途についたと、こういうぐあいに思っています。これから先に、今言われましたように、

今々ここで３月に変えたものを、じゃあ今ここで値上げにしましょうという話にはならないわけ

でして、３年間のこの期間の中で財政収支を見ながら、非常に問題があるということであれば、

その都度議会または審議会等に諮りながら考えていくということは、これはやぶさかではないと

思っています。いずれにしましても、将来にわたって大切な水道事業を残していく、つなげてい

くということが最大の目的でございますので、そのためにいかなる努力も惜しまないと、このよ

うに思っております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。いい回答なんですが、１３年間できなかった統一をと

いうところにちょっとひっかかっております。私は、この１３年間は、統一のための条件整備が
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着々と進んできたもんだと、そのために今日の統一ができたんだろうというふうに思っています。

１３年間かかってできなかったものをという言い方はいかがなものかと思います。やっぱり西伯

の簡水ですとか、一番高いものを西伯上水に合わせてきた、あるいは料金体系、基本水量の条件、

制度を変えてきた、あるいは水量、水質の両方の条件を整備してきた、こういったことを着々と

やってきたからこそ今日の統一ができたんだろうなと私は思っていますので、この１３年間で何

もできなかったみたいなふうに捉えてしまいましたので、そうじゃなくって、その地盤固めをし

てきたんだというふうに思っています。

町長おっしゃられますように、今すぐ、まだ舌も乾かぬうちにということでしょうけれども、

やっぱり早い時期にそういったことも、将来展望を検討されて、町長、あなたの任期の中で将来

展望が見据えられるように、６年後のことを語るんではなくて、自分の町長在任の中でこういう

検討をして、こういうことだというふうなことをしっかり、もっとスピーディーに提案をしてい

ただきたいなと私は思います。

水道事業会計の質問はこれで終わらせていただきます。思いは伝わったと思いますので、町民

の皆さんに、この厳しい経営のこともしっかり説明していただきたいというふうに思っておりま

す。

次に、集落営農についての御質問をいたしました。

この集落営農というのは、随分前からこの言葉は使われてきたと思いますが、なかなか現実に

はそういった集落営農というものが組織化されたり実現していないのが現状だと思っています。

町長の答弁にありましたように、集落単位で、あるいはできるところはできる人がやってという

のは、そこは皆さんよくわかって、それができればいいなあというふうに思っているんですけれ

ども、その次のステップとして、じゃあどうやったら組織化できるんだろう、あるいは誰がリー

ダーシップをとってやっていくんだろう、このきっかけがなかなかつかめなくて踏ん切りがつか

ない状況じゃないかなと思っています。町やＪＡさんがただ取り組まれませんかと、パンフレッ

ト配りました、こうですよ、これだったらなかなか動かないというふうに思っています。一つに

は、地域リーダーという方を掘り起こしてきっかけづくりをする、ここだと私思っているんです

けれども、その辺、地域のリーダーを掘り起こして本気になってもらう、この辺はどのようにお

考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。リーダーづくりが、人づくりが一番だと私も思いま

す。その中で、いろいろお話を聞いてますと、まず多面的機能ですね、多面的機能支払いの、こ
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の制度、この交付金制度自体が利用できない集落に集落営農をというのは非常に難しいだろうと

思っています。したがいまして、これなぜできないのかと話すと、先ほど三鴨議員が言われたよ

うに、じゃあ誰が会計するだとか、誰がそのいろいろなリーダーになってごすだと、必ずこの話

になるわけでございまして、まずはこういう集団化になる前の国からの交付金制度、日本型直払

いというものをしっかりこの地域でみんなが協定を結んでやろうやと、このリーダーをやはりつ

くっていく。そのために、もう少し膝を交えて各区長さんや実行組合長さん、または地域の農業

のリーダー、担い手になろうとする人たちと直接私も会って話をしていく機会を、円卓会議等を

設けながら、それであれば、例えばじゃああの人を会計にしてもらってどうでしょうかと。誰も

ないようであれば、ちょっと遠くのそういうことを請け負ってる会社でも紹介いたしますので、

そうしてでも、まずは国からのもらえるお金をもらいながら、地域の水路の修繕であったり、み

んなでこの日には、じゃあ農地を守るような、水路の掃除をしようかだとか、そういうような機

運をつくっていくことが第一歩だろうと思います。そういう機運の醸成のために集落リーダーと、

またはそれになろうという人たちと直接会う機会をぜひともことし、何回かつくりながらやって

いきたいと、このように思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。そうですね、そういうやっぱりきっかけをつくってい

ただかんと、黙っとっても、各集落の農家の皆さんも自発的にですとか自然発生的にはなかなか

できんじゃないかと。私は町のほうのそういう一石を投じるようなきっかけづくりを期待したい

と思っています。

もう一つ、町長、集落営農を進めていきますとおっしゃった中で、今後の目標みたいなものを

心づもりされておりますでしょうか。何集落ぐらいを目標に、手順として、時期的にはこうやっ

ていきてというようなプランでもありましたら聞かせてください。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） まだ地域に出かけながら皆さんと話をしてない中で、大風呂敷を広げる

わけにはなりませんので、この皆さんと話し合いながら集落営農を進めていくということをまず

お約束したいと思います。

もう１点、先ほどの多面的機能支払いについて、南部町は３９集落だと、７０集落中３９集落

ということを申し上げました。少なくとも６割はしていただきたいと思っています。水路の同じ

水量、流量形態の中で、集落ばっかりじゃなくて、同じ水利系統の中で協定を結ぶだとか、もう

少し広い範囲で協定を結ぶようなやり方で、非農家の皆さんにも入っていきながらするような取
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り組みということはできないかどうか。発展すれば、もっと広い範囲で、集落を超えた広い範囲

でやりながら、リーダーをよそに、広い範囲から見つけていくということも手法の一つだろうと

思っています。高齢化が着々と進んでいるという言い方は合ってるかどうかわかりませんけども、

私にとってはすごいスピードで進んでおります。これに負けないように、ぜひとも行政としても

あらゆる手段をしながら、こういう集団化ということをぜひ取り組んでいくことによって農地を

守ると、このような取り組みをしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 集落営農、できたらいいなと私も思っていますけれども、そこの

やっぱり踏ん切りが、私も悩ましいところで、農家の皆さんみんながこのままではいけんという

のはわかっておられると思いますけれども、そこら辺の第一歩のところが踏み出せないというと

ころだと思っています。現状では本当に田んぼをすればするだけ赤字になって、米価は下がり、

交付金はなくなり、本当にもう自分がめげるか機械がめげるか、どっちかがめげたらもうやめえ

だわっていうやな状況の中ですので、本当に悩ましいところで、私もこうしたらというプランは

今は持ち合わせておりません。

ちょっと話変えますけれども、今議会の初日に中間管理機構が機能しなかったことが、産業課

長の説明がありました。この中間管理機構というものの活用によって経営転換協力金５０アール

まで３０万、耕作者集積協力金１０アール当たり１万円、こうした制度があることは皆さん御承

知でしょうか。私知らなかったんで、ちょっとその辺はどういう周知がされたのか、ちょっとお

聞かせください。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。周知の件なんですが、こちらのほうの周知は広報、

ホームページ、それと回覧程度しかしておりません。あとは農事組合の実行組合のほうだけにな

るんですが、そこら辺のところの徹底が上手にできていなかったということもあるかと思います。

議員さんが御存じなかったということはその辺のあらわれだと思いますので、そういうことのな

いように、さらにちょっと周知のほうをしていきたいというぐあいに考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（６番 三鴨 義文君） 三鴨です。そうですね、ぜひこういう制度があって、個人間での

受委託交渉をするのじゃなくて、こういうところを通せばそれだけの支援もあるということです

ので、しっかり皆さん方にお知らせしてほしいというふうに思います。

それから、さっき町長の話にもちょっと出ましたけど、維持管理の共同作業というようなとこ
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ろがありましたけれども、本当に今、用排水路の掃除役目だいっても、本当に高齢者の方や、出

ていただけない方が非常に多くて、本当に少ない人数で、出てきた者は物すごい重労働がかかっ

て大変だというのが現状です。その辺は御承知かと思いますけれども、やっぱり今、農業、水田

農業を続けていらっしゃる農家の皆さんというのは、どうしても先祖代々の引き継いだ田んぼを

荒かすわけにいかんというような、そういう一心で、赤字だろうと頑張ってもらっているわけで

すから、国土保全だとか景観だとか防災だとか、そういう面からも、町としてもそういう作業、

毎年行う作業についても支援がしていかれてもいいんじゃないかなというふうにお考えいただき

たいなというふうに思っておるところです。

私もまだこの農業施策、集落営農についてもまだまだ不勉強でございまして、こうしたらいい

んじゃないかというような提案は、今述べるプラン持っておりませんけれども、ただ、今のまま

では本当に農地も農業も守っていかれないというふうには感じています。どうか町長のこの思い

を町民の皆さんにしっかり、円卓会議ですか、そういったものを使いながらしっかり語っていた

だいて、集落営農を検討される集落が生まれてくること、また、そうしたものをやってみるわと

いうリーダーが生まれてくることを期待したいと思います。

次回にはもう少し私も勉強して、こういうプランはどうでしょうということを提案したいと思

っておりますので、そのときにはまたよろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁よろしいですか。

○議員（６番 三鴨 義文君） お願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） ありがとうございました。私の気持ちと全く同じでございまして、一つ

には、やはりもう少し行政が持ってる情報を各集落のリーダーのもとに届けることにもっと私も

励まないけんなと常々思っています。そのためにも有効に円卓会議を開きますので、ぜひとも住

民の皆様にも、区長さんという立場ばっかりじゃなくて、ちょっと農業に興味があるけん話を聞

いてみたいという人にぜひ集まっていただきながら、１０年後、２０年後の農業について話し合

うような機会にしたいと思っています。

今、集団化、法人化をすれば補助事業はたくさんあります。その補助事業を有効に利用すると

いうことが、まず生き延びるための大事な手法だろうと思います。もう一つは、農業を起業して、

６次産業化だとか、こういう若者たちも育てていくというのを並行してやる必要があろうと思っ

ています。農業で飯を食うという人を育てることと、今ある農地を守るためにはその方だけでは
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いけませんので、一定の規模をつくった集団化、それは集落にとらわれず、もう少し広い範囲で

皆さんが共同利用していく、自分ところのトラクターがめげたら、次どげすうだという人たちが

たくさんおられるはずです。そういう方たちを集めながら、トラクターは、じゃあ補助事業で買

わいやと、そのためには経理はどうするのかと、こうしていけば、一定の農業であっても、今ま

での農業の手法を少し変えるだけで利益は出ると、このように聞いています。農業によって、何

というんですかね、一番のこの話をしてて私が思いますのは、自分の田んぼで自分でつくった米

でないとやっぱり食った気がせんという、その思いはよくわかりますけれども、そこから一歩広

げて、みんなでつくった米を自分のところで買ってでも食うと、そのことによって、トータルで

収益が、自分のとこはよかった、上がる、農地も守れると、こういう感覚に変えるということが、

広い範囲で農地を守る唯一の今は手段だろうと、このように思っていますので、一生懸命これか

ら農業についてもやりますので、ぜひ三鴨議員もしっかり勉強いただきまして、またこの場で御

議論いただければ幸いでございます。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、６番、三鴨義文君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入ります。再開は１０時２０分にします。よろしくお願い

いたします。

午前１０時０４分休憩

午前１０時２０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

２番、荊尾芳之君の質問を許します。

２番、荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） おはようございます。２番、荊尾です。私の質問は、通告してい

ましたとおり２項目です。

まず最初に、移住定住対策について町長のお考えをお伺いします。

現在、全国的に町の施策として移住定住対策に力を入れています。この理由としては、東日本

大震災以降の安全志向によるものと、県や市町村による移住者を対象とした諸施策の充実があり

ます。さらには、住みたい田舎ランキングや住みよさランキングなど、マスコミや情報誌により

田舎暮らしが全国的にも注目を集め、移住先として人気を高めているということが背景にあると

考えられます。
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南部町への移住者は、平成２７年度末で１２５人です。県下の町村では琴浦町に次いで２番目

に多い町となっています。これは、福祉のまち南部町ということで、子育て世代の家族やシニア

世代の家族に認めてもらえた成果だと思います。私の集落は法勝寺地区の福頼という集落です。

ことしの４月と５月に１世帯ずつ、２世帯の転入がありました。自然減や社会減で減るばかりだ

った集落、一時期、多いときは２５世帯ありましたけども、ことしの３月末には１９世帯まで減

っていました。それが一気に２世帯ふえ、２１世帯になりました。人口も３人ふえ、６４人とな

りました。

２世帯のうち１世帯は自分でつてを得て転入してこられました。そしてもう１世帯の若夫婦は

里山デザイン機構の紹介で、去年空き家になったばかりの家に転入してこられました。そして、

この御夫婦には、今月には赤ちゃんが生まれるということです。新しい人たちを迎え、集落は大

変喜んでおります。

先月の２８日には、集落で、会費制でしたけれども、盛大な歓迎会を行いました。私の身近で

このような事例がありましたので、もっともっと移住定住を進めていきたい、協力していきたい

という気持ちから、きょうの質問をしたところでございます。これからも南部町に移住する人た

ちをいかに呼び込むか、ふやしていくか、いかに長く定住していただくか、このためにはどうす

ればよいか、町長の考えと施策をお伺いいたします。

そして、町長の計画のもと、実際に活動を行う、現場で対応するのは町の窓口の企画政策課、

移住プロモーター、それからまちづくり会社里山デザイン機構と考えます。この役割分担や連携

についてもお伺いしたいと思います。

一番の大きな問題は、移住定住者が暮らすには、やはり生活力が必要と考えます。このために

は働く場所、収入を得る場所がなければ実現が不可能と考えます。これに対する具体的な対応策

があるのでしょうか。もちろん起業だったり塾の先生だったりあるでしょうが、企業誘致をする

というようなことも考えられると思います。

移住定住対策は以上でございます。

次に、緑水湖周辺の観光資源の整備についてお伺いいたします。

これまで緑水湖周辺では、緑水園を中心として周辺の施設整備を行ってきました。しかし、経

年により各施設の老朽化がかなり進行している状況です。緑水湖周辺について、町長の今後の方

針についてお伺いいたします。

周辺の施設のほとんどが指定管理でお願いをしております。指定管理先と町は修繕等に対して

十分に協議がなされているのでしょうか。施設の維持のために修繕に対する決め事があるかどう
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かもお伺いします。

緑水湖の湖面利用施設、ボート事業が現在とまっています。今後どうするのかを伺いたいと思

います。

以上、壇上からの質問ですので、よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、荊尾議員の御質問にお答えいたします。

移住定住対策について御質問いただきましたので、まずこちらのほうから御説明をいたします。

まず、町長の移住定住への考えと施策を問うということについて回答したいと思います。

町の機能を維持し、継続的に発展していくためには、人口減少に歯どめをかける必要がありま

す。南部町の人口は昭和６０年をピークに緩やかに減少しており、南部町人口ビジョンによると、

平成７２年には人口が０００人程度まで減少することが見込まれています。特に地域の担い手

である生産年齢人口の減少が深刻で、今後３０年で約６００人の減少が見込まれています。こ

のままでは後継者不足等により農地、伝統行事など集落機能の維持が困難になることが想定され

ます。平成２７年８月に人口減少と地域経済縮小の克服を目的に、なんぶ創生１００人委員会を

立ち上げ、なんぶ創生総合戦略を策定したことは、議員も御承知のとおりだと思います。

戦略の主要施策の一つとして、生涯活躍のまちづくりに取り組んでいるところでございます。

具体的な内容については、これまで何度か一般質問等で答弁しておりますが、本町に住んでいる

皆さんが生き生きと安心して住み続けることで人や地域が輝き、そういった魅力を発信していく

ことで移住を希望される方々に南部町を選んでいただく、こういった一連の流れが、生涯にわた

って住み続けられ、活躍できる持続可能なまちづくりだと感じております。人口増加のみを考え

るのならば、移住に対する補助金等を充実させたり宅地を造成するなどすれば、非常に即効性が

あり、人口増には有効な手段だと思います。しかし、重要なのは、新しく南部町に移住される方

が地域に溶け込んでいただき、地域の中で活躍していただくことだと考えています。南部町に移

住された方が地域で温かく受け入れられ、活躍していただき、しっかりと新たな地域の担い手に

なっていただく、そういった流れが実現できるよう、なんぶ里山デザイン機構とも連携し、取り

組みを進めていこうと思います。

次に、町の窓口の企画政策課とまちづくり会社、里山デザイン機構でございますが、この役割

分担について問うということについてお答えいたします。

町では、平成２８年１０月から国の地方創生交付金を活用し、企画政策課に移住プロモーター

を配置しております。また、平成２８年度からなんぶ里山デザイン機構では、移住を希望される
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方からの移住相談に対応しております。その役割分担についての質問ですが、移住プロモーター

は南部町の魅力や移住定住情報の発信、町の支援制度の情報提供などを行っております。また、

移住を希望される方は通常、行政窓口に相談に来られますので、移住プロモーターが移住希望者

とデザイン機構の橋渡しを行っております。その後にデザイン機構が主体となり、移住希望者に

対してお試し居住等を通じた地域とのマッチング、空き家を改修した住まいの提供、職業紹介、

移住後の相談への対応など、具体的なサービスを提供するのはデザイン機構の主な役割だと考え

ています。町、なんぶ里山デザイン機構とも、それぞれの役割を担っておりますが、移住してこ

られる方々の希望はさまざまであり、また、相談を受けるデザイン機構や町との信頼関係が非常

に重要であることから、必要に応じて役割分担にこだわることなく、一緒になって移住相談に対

応しているのが現状でございます。現在、デザイン機構と町では移住後の支援の一環として、移

住された方々が気軽に悩み事を相談できるよう、移住者同士の交流会の開催も計画しているとこ

ろですが、移住後に集落や地域に溶け込んでもらうためには、実際に生活の場となる集落や地域

の皆様にも身近な暮らしの相談役になっていただくなど、ぜひとも応援していただきたいと、こ

のように考えております。

次に、移住定住者が暮らすには生活力が必要、そのために働く場所、収入を得る場所が必要と

考えると、この対応策について伺うと、この問題について御回答申し上げます。

移住してこられる方々に対して、働く場所や収入を得る場所の確保は非常に重要なポイントだ

と考えております。移住してこられる方は、ある意味で人生をかけて移住を決断されるものと認

識しております。その決断の際には、移住した先での住まいをどうするのか、また、働く場所を

どうするのかなど、真剣に考えて移住してこられるものだと思います。町としてもそうした思い

にしっかり寄り添えるよう、空き家を活用した住まいの提供、職業紹介、起業の支援などをセッ

トで提供できるよう、なんぶ里山デザイン機構等とも連携して取り組んでいるところです。しか

し、住まいや仕事など、できるだけその方の希望に近い選択肢を提供してはいますが、職業の選

択は、最終的にはやはり本人様や御家族の決断次第だと考えています。現在、ハローワーク米子

管内の有効求人倍率は ６倍と、人手不足の状況です。南部町となんぶ里山デザイン機構は職業

紹介を行う資格を持っておりますので、移住を希望される方に対し生活力の源となる仕事につい

て、幅広い選択肢を提供し、あわせて町内企業の人材確保にもつなげていきたいと考えておりま

す。

また、６月２５日には生涯活躍のまちづくりネットワークを発足させる予定です。商工会、農

協、シルバー人材センターなどの団体と連携を密にすることで、起業や就農など、移住してこら
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れる方それぞれの希望を後押しできるよう、町内のネットワークを構築し、より効果的に取り組

みを進めてまいりたいと考えております。

次に、緑水湖周辺の観光資源の整備について御質問いただきました。

まず、緑水湖周辺について、町長の今後の方針を問うという御質問でございました。

緑水湖周辺施設は、株式会社緑水園が一括して指定管理により運営していますが、平成２７年

度には各施設合計で４万５９７人、平成２８年度には２万５４２人と、この数年で大幅に減少

しています。また、平成２３年度の５万０７３人からはほぼ半減と、利用者減に歯どめがかか

らない状況でございます。これには旅行形態の変化や個人ニーズの多様化などに伴う利用者の減

少、近隣の他の観光地、施設との接続が不便であることなど、複数の要因が考えられますが、民

間の同種施設で見られるような定期的な施設のリニューアル及び新たな魅力アップ施策が図られ

ていなかったため、集客力が低下していることも否めないと考えています。これまでは過去から

の経緯もあり、不採算部門も含めた周辺施設一括指名指定で株式会社緑水園に運営をしていただ

いてきました。しかし、これが経営を圧迫させている側面があると感じますので、特に不採算部

門では新たな民間活用の投入も視野に入れた検討を進めてまいりたいと考えています。

次に、周辺の施設のほとんどを指定管理でお願いしているが、指定管理先と町は修繕等に関し

て十分な協議がされているのかという御質問でございます。

指定管理協定において、基本的には５万円未満の修繕は指定管理先が、５万円以上のものは町

が行うこととしております。施設が老朽化しているため、各施設とも修繕する箇所がふえてきて

いるのが実態です。５万円以上の修繕につきましては、予算措置を伴うことであるため、指定管

理者の要望をよく聞き取り、緊急的なものは補正で、時間がかかってもよいものについては次年

度の当初予算で計上するようにしています。その際には、指定管理者と十分協議を行い、必要性

を見きわめるように対応しております。

次に、湖面利用施設、ボート事業は今後どうするのかを問うという御質問でございます。

緑水湖のボートは、本年１月から２月の豪雪で大きな被害を受けたほか、施設、艇の老朽化も

進んでおり、利用する上での安全性を担保することは困難な状態にあります。現在、ボートの利

用を停止し、引き揚げ点検を計画しているところですが、ボート及び桟橋の修繕費は数百万円か

かる見込みであり、過去５年間の平均利用者は年間約４００人程度と少ないことから、場合によ

っては廃止もやむを得ないと考えております。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君の再質問を許します。
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荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 町長、ありがとうございました。回答いただいていることと重な

ることにもなるかもしれませんけれども、やはり移住定住、移住してくるよということは、先ほ

ど言われましたように、非常に決心が要るというか、大変なことを決めるということだと思うん

ですけども、その人の決め手、移住してくる人が決め手として何がそろえば来ていただけるとい

うふうに町長はお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。お一人お一人がいろいろな思いや、それから年齢構

成によって、その必要なものというのは違ってくるとは思いますけれども、若い世代であれば子

育て環境であったり自然環境であったり、または仕事があるかどうかというのも大切な問題だろ

うと思います。また、少しリタイアされたような世代であれば、当然医療であったり福祉であっ

たり、そういうことも視野の一つになるでしょうし、どちらにも言えることは、地域の皆さんと

どうやって仲よくできるかなと、隣の人はどういう人なのかなというのがやはり一番大きな不安

であろうなと、このように想像しております。そういうところを、先ほど申しましたように、で

きるだけつないでいくということが大事だろうと思います。

私は、その移住される方を、先日は伸びのびトークで知事ともお話をしましたけれども、何か

で読んだのかどうかは覚えてませんが、外から来る人は風の人だ、それから地場でしっかり暮ら

している人は地の人、そしてそれをつなぐ水の人という、この３つの兼ね合いが移住定住はとっ

ても大事だというぐあいに聞き及んだように思います。いろいろな情報を連れてくる、こういう

風の人をしっかりとつかまえて、地の人と一緒にその中で暮らしてみる、そして、できればその

人たちを地の人となっていただいて、次の世代につなげていくという、こういう取り組み、これ

は住宅造成だとか、そういうことではなかなかうまくいかない今の現状を、先ほど申しましたよ

うに、集落や地域機能やお祭りや伝統文化を残していくためには、今、私どもが進めていますこ

の空き家を利用した、その地域に入っていただく移住定住をさらにさらに進めていくこと、その

ためには地域の皆さんと、地の人と風の人と水の人がうまく、水の人というのはコーディネート

する人ですね、この３つがきちんとそろうということが非常に大事だろうなと思っています。以

上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございました。水の人というところの役割が大きいと

いうことだと思います。
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それで、先ほど町長言われましたけども、やはり移住する家族にとって、その住居、家といい

ますか、空き家、今は空き家対策というか、空き家を使った移住ということで町は施策を進めて

おります。今、里山デザイン機構だったり企画だったりですけども、その空き家の把握の流れと

いいますか、その辺をちょっと説明していただけませんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。よろしくお願いします。

空き家の状況把握についての御質問だと思います。

こちらにつきましては、平成の２７年度に各地域振興協議会を通じまして全町内の空き家の状

況というのを確認というか、調査していただいたところでございます。それによりますと、全体

で約１８０軒の空き家があるというふうにお伺いをしているところでございます。こちらにつき

まして、今のなんぶ里山デザイン機構と町が一緒になって取り組みを進めまして、どんどん移住

者の方の住まいに使わせていただけるように進めていきたいと考えております。以上でございま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 今、企画監から説明がありましたが、平成２８年の２月８日に南

部町空き家バンク実施要綱というのが制定になっております。それと、里山デザイン機構のほう

のあれを読むと、空き家一括借り上げ制度という言葉もあります。この違いをちょっと説明して

もらえませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。まず、空き家バンクにつきましてですけれども、

こちらにつきましては、空き家になったものを所有者の方が移住者の方に貸すなり売るなりとい

うことで提供してもいいよというものについて、町のほうでホームページをつくりまして登録を

する制度でございます。こちらにつきましては、空き家の所有者の方と移住者の方で、結局その

情報を提供するところまでになりますので、これにつきまして所有者の方と移住者の方が直接や

りとりをしていただきまして契約をしていただくような仕組みでございます。

一方、なんぶ里山デザイン機構がしております一括借り上げ制度でございますけれども、こち

らにつきましては、所有者の方からお貸しいただける空き家につきまして、デザイン機構のほう

が年間の固定資産税相当額の賃料を払って借り受けをいたします。それに対して、そのまま使え

るものは空き家となっているので少ないと思いますので、こちらを改修をしまして、住んでいた

だける状態にした上で移住を希望される方にお貸しをすると、こういった制度でございます。
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現状でございますけれども、空き家バンク制度も運用はしておりますけれども、やはり今のデ

ザイン機構の進めます一括借り上げ制度のほうをぜひ活用をしていただきたいということで、空

き家の出てきた情報についてはデザイン機構のほうにまずは提供して、一括借り上げ事業にのっ

かるような格好でできないかという相談はさせていただいているところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） そうすると、里山デザイン機構を通じて移住してこられる方は、

その一括借り上げ制度を使って入ってこられるということですね。それは当然、家賃というのを

払って入ってこられるんですけども、町というか、デザイン機構は固定資産税で借りますので、

全く直す必要がない、出られたばっかりのいい住宅の場合は、じゃあ１年分の固定資産税を家賃

として計算して貸せるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 先ほど申し上げましたなんぶ里山デザイン機構がお借りしました住宅

につきまして、基本的に家賃の考え方ですけれども、その改修に要した費用に応じた家賃設定と

いうのを基本にしているというふうにお伺いしております。ただ、物件によってその費用、改修

にかかる費用もさまざまですし、また……。

○議員（２番 荊尾 芳之君） なかったら。

○企画監（中田 達彦君） あとは、物件の大きさですとか、あとは場所ですとか、そのあたり、

専門の不動産業者さんなんかとも相談をして決定しておられるということでお伺いしております。

以上でございます。

○議員（２番 荊尾 芳之君） もうかるね。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） わかりました。ありがとうございました。

町長、お試し住宅が４月に、えん処米やがオープンいたしました。このお試し住宅というとこ

ろ、知事とのこの間のトークもここだったんですけども、いわゆる移住を希望される方にとって、

このお試し住宅の利用、活用は現在、まだ始まったばかりなんですが、どうお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。お試し住宅でございますけれども、４月からオ

ープンをしたところでございます。現在、利用された方につきましては、１組の方が利用された

ということでお伺いをしております。また、予約等で話は入ってきてるということなんですけれ

ども、実態としては今、１組の方が利用されたというところでございます。以上でございます。
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○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございました。

町とデザイン機構との役割について町長から答弁いただきましたけども、制度は当然町がつく

りますし、推進、それから啓発については町とデザイン機構が共同でやる、それから制度の運用

については、実際のところはデザイン機構が中心となって、それに町が後押しをしていくという

説明だったんですけれども、やはり町長が言われた、移住を希望される方のネックとなるところ

としては、空き家がありますし、それから生活力といいますか、職業の関係、経済力の関係があ

ると思います。そして、やはり一番はその地域できちっと生活できるか、地域の人とうまく、風

の人と地の人がうまくマッチングできるかというところだと思うんですけども、その対応につい

て、ちょっと説明をお願いできませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。なんぶ里山デザイン機構のほうで移住希望者の

方に空き家を紹介して入居していただく場合には、必ず自治会への加入を一つ要件にしていると

いうふうに聞いております。移住を希望される方と区長さん、あとは班長さんもしくは地元の近

所の方々と会ってもらって、お見合いといいますか、みたいなことをしてもらって、両者の方、

両者が合意した上で入居していただくようにしているというふうに聞いております。その状況に

つきましては、各地域振興協議会のほうにも情報は共有をしているというふうに伺っております。

以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 今、企画監が言われましたように、先ほど、最初も言ったんです

けど、福頼にも５月に里山デザイン機構から入ってこられまして、たまたま集落の役目があって、

朝、草刈りをしていたんですけども、その終わった後に区長さんから、今度転入してこられる方

ですということで御紹介をいただきまして、そこで初めて、ああ、こういう方が転入してこられ

るんだなということを聞いたのが正直なところ実態でして、それは歓迎会をせないけんがんとい

うことで、はやはやになったんですけど、その辺は好きなんで、みんなが、いいんですけど、な

かなかそれをマッチングって言えるのかなと思うんですが、企画監、見合いって言いなったです

けど、見合いも３回ぐらいしますよね。どうかな、済みません。その辺が私的には、まあしたよ

っていう形式だけのことではなくて、何かそこの辺のところがうまく、だめだったから、来たけ

ど、どうも集落と合わないので出ますとか、転出しますっていうのではちょっと心もとないので、

その辺のことがもう少し、大変だと思うんですけど、本当、里山デザイン機構の人は役員さん、
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職員さん、一生懸命その空き家を紹介したりとか、何度も来ておられるのを見たりもしました。

やはりそこの辺の、ただ、今言ったように、決定しないと、そのスヤマさんという人が入られま

すよということがわからないと、なかなか地元としてアプローチができないというか、福頼には

こんな人が住んでるから嫌だなとか、逆もあると思いますけど、そういうところが何かうまくで

きたらいいなという、その契約までの段階、それは思います。

それと、やはり我々は新しく来られた方を、何とかずっといてもらうように、一緒にやってい

きたいという思いを持ってます。それは、歓迎会はもちろんですけれども、やはり町の予算も入

れて、やっぱり何か移住された方のフォローといいますか、アフターフォローというか、さっき

の紹介も、最初の本当一回のお見合いで入ってこられて、それがうまくずっと定住できるのかな

というところも含めて、町の予算化も含めて、そういう方向は考えていただけないものかと思い

ますが、どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。今、議員がおっしゃったところが、一番これから課題になろ

うと思ってる。まだ始まったばかりですんで、移住されて１年も住まれた人はいないだろうなと

思います。移住される人もいろいろな面で不安でしょうけれども、移住を受けた集落の皆さんも

不安だと思います。先ほど風の人と言いましたけれども、都合が悪くなれば、やはりまた次のと

ころに行くということに対しても、やはりなれなくちゃいけないと思います。この前、伸びのび

トークで、どうですかという問いに、除雪までしてもらったなんていうのは感激したとか、都会

で育った人は隣に誰が住んでるのかわからんような暮らしの中から、ここに来たらいろんな面で、

野菜はもらえるし、いろんな話をしてもらって非常に心強いと言われる方の声ばっかりでしたけ

れども、また、そうでない方ももしかしたらおられるかもしれない。そういういろいろなパター

ンがあるんだということを地域の皆さんもやっぱりなれないと、いや、逃げてしまったわみたい

なことでがっくりされてもいけませんので、そういう、何ていうんですかね、移住定住というこ

とに対して、やはりお互いに距離感であったりつながりであったり、そういうものはやはりお互

いになれることが大事なんだろうなと思います。そういうところに対していろいろな、話し合う

ような、移住された人は移住した人、それから受け入れる側だけ、また、それをごちゃまぜにし

た話し合いだとか、いろんな多様なセットをつなげてやってみたいなと思っています。

私たちが当たり前に思っています、この前はちまきが出ましたけれども、これは一体どうやっ

て食べるものだろうかというところで、私たちの当たり前は、都会から来られた人にとって当た

り前じゃないわけでして、そのちまきは何で、どうやって食べるもので、これ材料は何なのかと
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いうことからして一つの話題になるわけでして、そういうところから地域のつながりというもの

をもう一度つくっていくということは、非常におもしろいし、お互いに楽しみ合うということが

大事なんじゃないかなと思って、改めて感じたところです。参考に、お互いにそんな辺で意識し

ながら頑張りたいなと思います。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございます。

それこそいろんな方がもう既に法勝寺だったり、福頼もそうなんですけども、移住してこられ

た方の意見といいますか、お話、話してみたりとかしました。一つ言われたのは、やはり移住プ

ロモーターという役の人がおられますけれども、この方は今回２代目といいますか、新しい方が

４月から就任されたというふうに聞いてますけど、やはり南部町にもともと住んでいる我々が南

部町のよさとか南部町とはということを発信してます。それはある意味、南部町のことは我々が

一番よく知ってるからというような格好で発信をしてるんですけど、やっぱり来られた方は、や

っぱり来る人の立場で南部町というところを見たいといいますか、発信してほしいなというとこ

ろで、今回、移住プロモーターもかわられたようですけど、そこの辺の取り組みということにつ

いていかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。移住プロモーターにつきましてですけれども、

今、議員からもお話ありましたように、２代目の方にやっていただいておりまして、その方も県

外のほうから入ってきてくださっている方でございます。今、企画政策のほうで一生懸命ＳＮＳ

での配信を頑張っておりまして、そのプロモーターにも直接いろいろな現地に出向いてもらって

発信をしてもらってるわけですけれども、やはりそこにもちょっと、第三者というか、外から見

た立場での発信というのはしてくださっていると思いますし、これからも南部町民としての発信

とあわせて、そういったプロモーターの、ちょっと外から見た新鮮な切り口での発信というのは

あわせてやっていきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） やはり今の若い人のネットワークといえば、もうＳＮＳとかフェ

イスブック、そういうものでかなりの情報が行き交っていると思います。町長の答弁にもあった

んですけども、まず生活力の関係でネットワークをつくって、その入ってこられる方を支援する

ということを一つ言われました。それと、またフォローもそうですけど、移住してこられた人の

ネットワークというか、そういうのも必要だと思いますし、フォローも含めて、そういうところ、
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生活力のキープというところの、起業側といいますか、生活力のほうのネットワークのことにつ

いてお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 先ほど答弁の中でも出てきました移住者の皆さんのネットワーク化は、

必ずしなくちゃいけないだろうなと思ってます。これは大山町のペンション群の中で、ペンショ

ンの中で、かなり昔からそういうのが伝わっていて、ここで暮らす知恵というのは、その地域に

住んでいる人には本当はわからなくて、移住した人たちが自分たちで、ここで生きていくために

はこういう、例えば子供がこういう病気になったときにはあそこの病院だとか、そういうやっぱ

りネットワークの中で教え合うというんですか、それから何か欲しいときにはあの辺に行けばそ

のものが買えるでと。私たちはそれが反射的にできますけれども、地域の皆さんは一回考えて、

誰に聞いたらわかるんだろうか、それも、時間もない緊急のときに、誰に聞いたらいいのかとい

うことに迷われると聞きますので、そういう、お互いに助け合う移住者のネットワークというの

は早くつくらなくちゃいけないだろうなと、このように思っております。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 起業の、生活。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） やはり来られた方、来られる方の起業、農業だったり、やはり勤

め先といいますか、今、里山デザイン機構の中にハローワークのＯＢの人がおられたりして、い

ろんな情報を持っておられますけど、やはりそこで生活力、経済力を得るための発信、ネットワ

ーク、商工会も含めたものと言われましたが、その辺は具体的なものがあるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） これからそれをつくっていかなくちゃいけないなと思っています。ただ、

先ほど言いましたように、人生かけて来られるわけでして、仕事のことも考えずにそこに住むこ

と自体がやっぱり危険なわけです。ですから、そうではなくて、じっくりと、子供を育てること

や、またはリタイアしたんで、ちょこっとした小遣いがあれば年金で暮らせるよという人や、そ

の人その人にいろいろな暮らし方があろうと思いますけれども、特に若い人たちがここに移住を

望むときに仕事は絶対条件でして、できるだけそれは丁寧に応えたいと思います。起業も含めて、

それが支援できるような施策というものも、今で不足であれば、それも展開しなくちゃいけない

とは思いますけれども、やはりその来られる方がどのぐらい真剣に、いろいろな方がおられると

思いますので、真剣にこの地に、できれば長い間住んで、じっくりと根をおろして地域の皆さん

と地域活動にいそしむと、そういうスタイルの暮らし方をできるかできないか判断するのはやは
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り移住されるそちらの方の問題ですんで、こちらのほうはできるだけ提案をしながら、その方の

人生の中に、よし、そこだったら住んでみようと、こういう提案ができるかどうか、幅広い選択

肢は用意はしたいと思いますけれども、最終的に判断するのは、それは移住される方の問題だと

思います。これは大事なところだと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） わかりました。ありがとうございました。

一つ、途中で言ったと思うんですけど、この移住者のフォロー対策といいますか、集落とのつ

ながりの関係で、予算措置をしていただけるようなことがあるようにも伺ったんですが、どうで

しょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。今回、この６月議会で移住定住対策、少し補正

をお願いをさせていただいているところでございます。それがどういったものかといいますと、

先ほど当初、空き家が約１８０軒あるというふうに申し上げたところなんですけども、その空き

家が全て今、貸し出していただけるという状態ではないように認識をしております。それをでき

るだけその地域の方々、集落ですとか、例えば協議会の方々が所有者の方とお話をしていただい

て、空き家を移住者の方の住まいとして提供していただく、あとはプラスアルファで、実際に来

られたときに、荊尾議員も地元で、何というか、受け入れの会をされたっていうようなお話もお

聞きしましたけれども、そういった会もしていただきたいなという気持ちもありまして、その空

き家の提供をしてもらうことと移住者を受け入れていただくということに対しまして、少し集落

なりに奨励金のようなものを出させていただくようなことはできないかということで、今回、補

正予算でお願いを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。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ちょっとにっこりしてしまいましたけども、結局、企画監、１８

０棟の空き家がある、ちょっと言われましたけど、それが今、里山デザイン機構に１８０登録が

あるわけではないんですよね。やはりそこが、昔からそうだと思うんですが、何がネックなんで

しょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、中田達彦君。

○企画監（中田 達彦君） 企画監でございます。いろいろ聞き及ぶ話にはなりますけれども、や

はり今は都会に出ておられて不在にしているけれども、やはり盆とか正月には帰ってきて、その

ときは家を使うとか、あと仏壇が置いてあるので、ちょっと貸し出しができないというような話
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があるというふうにはお聞きをしているところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） ありがとうございました。

やはりいろんな、来られる方もいろいろですし、やっぱりそれぞれの集落の住んでおられる方

のまとまりも、やはりいろいろなというところがあると思います。やはりそこを、大変ですけど

も、うまくつないで、一人でも多くの移住者を町として、またそれぞれの集落として受け入れて

いけるように、それぞれが連携しながら、また空き家の情報とか、そういうところも含めながら、

みんなで支えていきたいというふうに考えております。移住してこられた人の話も聞いて、あ、

よかったなと。私はリタイアして来たんだけど、やはり西伯病院がここにあるから、安心感もあ

るし、ほかの鳥取のほうの町も考えたんだけど、やはりちょっと田舎過ぎるわと、南部町はさっ

と米子まで出れるしとか、やはりいろんな意見がありますので、やはりそういうところをうまく

拾って、一人でも多くの方の移住につなげるように、お互いに頑張っていきたいと思います。

時間がありませんので、緑水湖の関係の質問にちょっと移らせていただきますが、先ほど町長

の答弁の中に、今、緑水湖の周辺は緑水園が一括で指定管理を受けているということで言われま

したけども、今後については、指定管理のあり方についても少しやり方を変える方向の感じのこ

とをちょっと言われましたけど、どういう方向をお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。緑水園が受けていますところが、湖面ボート、レークサイド

アリーナ、体育館ですね、それから研修センター、虹の村バンガロー、こもれび工房、オートキ

ャンプ場、それからイノシシの肉のああいうところ。いろいろなところを、地域の振興が緑水園

のもともとからの、振興団体と、財団として生まれたという経緯もあって指定管理を受けてきて

います。しかし、これから先々のことを考えた場合に、本当にそういう形で続けていくべきなの

かどうかということもある、重荷になっていることもあろうと思います。もう少し本業の中に来

ていただいて食べたり飲んだりしていただく、宿泊していただくということに特化したほうがい

いのではないかなと、このように思ってます。

ただ、一方で、今、指定管理にかけたばっかりでございまして、まだ時間が十分ありますので、

今後、株式会社緑水園等とも時間をかけて話し合いながら、あの地域がこれからも公共施設の機

能を維持できるように、それから地域の皆さんや他の皆さんたちがそこに来ていただく、また交

流が進む、そういう地域であり続けるためにどうするべきなのかということに対して、他にも、

よその人にも門戸を広げるということも一つの手段だろうなと、このように思っているところで
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す。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 町長の一番の基本的な考えといいますか、やはり合併以前なんで

すけど、やはり南さいはくといいますか、緑水園を中心に、緑水湖周辺にどんどん観光客を呼ぼ

うという一つの方針が過去にはあったと思います。ただ、先ほど言ったように、施設の老朽化と

か森林公園のフィールドアスレチックスがなくなったとか、カントリーパークの子供の遊具が、

撤去したとか、だんだん縮小されてきて入り込み客も平成２７年と２８年では半分になったとい

うところなんですけども、やはりどこまで町の施策として、最初に掲げた目標、それがだんだん

落ちてきた。もう一回上げて戻すのか、どういうふうにお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 陶山でございます。簡単に言えば、続けて効果が上がるものは残し、続

けても、これは効果上がらないだろうなというものは、これは廃止せざるを得ないだろうなと思

っています。議員がおっしゃった、これからもありますけども、例えばボートですね、安全管理

だとかをするためにはかなりの設備と、モーターボートなり設備、それから監視員の配置、この

ようなものが要るのは当然のことでございます。じゃあこれから先々そういうことを緑水園がし

続けるかどうか。先ほど言った、あの程度の利用者しかいません。そこに行政が税を投下して維

持管理していくかどうかというのは非常に悩ましいところだろうと思います。一方で、バンガロ

ーなどのように、非常にまだ利用していただくところ等もあります。それからオートキャンプ場

のように、今新たに若者たちがグランピングだとか、多様な使い方をするということで脚光を浴

びそうなところもあります。それから地域の中で６次産業、農業の６次化に使いたいという声も

あるわけです。いろいろな声を聞きながら、有効に施設を利用していくということに対して、今

までのようにあの地域一括、一括じゃあ指定管理という手法ばっかりじゃなくて、次の一手とし

て、もう少し有効な利用の仕方はないのかということを民間や地域や、いろいろなことに声をか

けながら、その反応を探りながら可能性を探っていくということはしていく必要があろうと、こ

のように思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 当然町長の言われることもそうだというふうに思います。ただ、

今言うボート事業、湖面利用施設ということで、緑水湖ができた、湖ができたときに、あそこの

湖の上といいますか、湖面を使うということで、県の施設ですので、県と協定なのか契約を結ん

で、あそこにボートを浮かべてきたというこれまでの経緯があります。本当に今見ると、桟橋の
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手すりのようなとこもちょっとこう、亀裂が入ったり塗装が、つなぎが破れたりしかけてて、ち

ょっと危ないなと思います。町長はこのたびの豪雪で壊れたというふうに言われましたけど、や

はりもう少し、せっかくの町の施設ですから、もう少し丁寧に、必要なもの、せっかく高額な予

算をかけてつくったものを、だんだんだんだん経年で、もうゼロか１００かみたいな感じで、つ

くったものは壊れるまでしといて、壊れたらもうやめようとか、やはり今はちょっとそういう考

えではなくて、やはり上手な予算の使い方、今回の予算、ことしの修繕費もかなりのものが上が

ってますけど、今、私としてのボートに対する思い入れ、やはり近隣ではなかなかボートもこげ

ない、スワンボートにも乗れないというような、少ないボートが浮かんでいる湖だと思ってます。

ホームページを見ても、緑水湖周辺に行けばスワンボートや手こぎボートなんかに乗ってカップ

ルや家族で十分に楽しめますよというふうな、ホームページに出てるわけですよね。そういうも

のがやっぱりあるわけですから、５月の連休にボートに乗ろうと思って来たら、なかったみたい

な、残念ですといって帰られた人もおられます。今、Ｗｉ－Ｆｉを整備したり、この周辺でもや

はりいろんな、入り込み客をふやそうということで町の予算も入っております。修繕も含め、町

の方針、当然費用対効果、そういうところも考えながらと思いますが、指定管理のことも言われ

ましたが、ぜひボートを残してくださいということはちょっと言いにくいんですけども、そうい

う方向で最終、これからの方向ですよね、これからどういうふうに考えて、本当に４００人しか

来ないのに何百万も必要かというところもあると思いますが、どういうふうに結論づけて、相談

していくというか、お考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。全て金にならないからやめるというわけではありませんで、

安全性を確保しながら運営するためには、かなりの改善、改修が要るだろうなと。あの見張り小

屋だとか、ああいうところでは監視員等、それからモーターボート等を整備するということにな

ると、数百万の規模ではきっとないだろうなと思います。昨年は１７万０００円の収益が上が

ってます、収入がですね。それに対してどう投資していくのかですけども、この今の状況を客観

的に町長として考えれば、これを継続し続けることは非常に厳しいだろうと。誰かがあれを、じ

ゃあ私が運営しますということがあれば、それはやぶさかではありませんけど、そのために税を

投入して指定管理料としてそこに投下してバランスをとるということは厳しいだろうなと、この

ように思っているところです。新年度の予算の中でも、緑水園の中でボート事業は収入の見込み

はゼロと、上げてないというぐあいに思っていますので、その辺、これからも相談、議論はして

いかなくちゃいけません、今でもまだ公共施設でございますけれども、議会とも十分な相談をし
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ながら、あり方というものを検討していこうと思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 荊尾芳之君。

○議員（２番 荊尾 芳之君） 雪の状態から、ボートはもう使えないという状況になっていなが

ら、いつまでも今の桟橋が壊れた状態、モーターボートが壊れた状態であそこに並んでいるとい

うのは、非常によくないと思います。やはり早急に方向性を出す、直すなら直す、撤去するなら

撤去するというような、やはり意見の合意をもって速やかに対応するのがいいではないかなとい

うふうに思います。

本当に緑水湖の周辺、例えばレストハウスが対岸にあるんですけど、ここでは独自といいます

か、コンサートをしたり、絵の個展をしたりとか、毎月違った人が個展をしたりとか、本当に、

指定管理先が考えているのか、緑水園と一緒になってやっているのか、そういう取り組みをしな

がら根強いファンの人を呼んでいる傾向があります。前は花火も緑水湖の周辺であったりもした

んですけど、やはり効果とか、そういうことを考えて今は花回廊のほうに移ったわけですけれど

も、やっぱりできる範囲できちっと育てていくというか、町の支援、それから民活というところ

の筋を分けながらでも、何とかきちっと運営ができたらなというふうに思っております。そうい

う気持ちでおりますので、移住、奥部のほうに、ちょっと前段のあれとなりますが、入蔵のほう

に住みたいとか、早田のほうに住みたいとか、本当にそういうところに住んでいきたいという方

もおられますので、選択肢として豊かな自然がある、ボートは浮かんでないけどとか、いろんな

ことがあると思いますので、ぜひその辺を総合的に考えながら、私の質問は以上でございますの

で、町長、最後にお考えをお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。緑水湖の周りというのは、非常に公共施設というん

ですか、町有地も多いですし、さらにはああいう湖の周辺環境として非常にコンパクトに整って

いるいいところだろうなと。また、よそから来た人たちも非常に、そういうことでは人工美がだ

んだん消えていって、非常に喜んでいただいているということは実感しています。あとは、これ

から先々に対してどういうような絵を描いていくのか、それも２０年３０年ということでなくて、

向こう１０年だとか、長くても２０年ぐらいの、これまで過去に、平成の初めでしたから約３０

年間たっているわけですね。ですから、これから少なくとも１０年間どうしていくのかというこ

とを絵を描いていく必要があろうと思います。その出発点がことしであろうなと思っています。

今までと同じようなことを繰り返すのではなくて、新たな模索の年にしたいなと思っております

ので、もうしばらく時間をいただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
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○議長（秦 伊知郎君） 以上で、２番、荊尾芳之君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、５番、白川立真君の質問を許します。

５番、白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） ５番、白川です。地域防災力の向上というテーマで質問をさせて

いただきます。

まず、質問の趣旨及び背景ですが、地球の表面は１０数枚の巨大なプレートで覆われています。

それぞれのプレートがそれぞれの方向にゆっくりと移動しております。我が国日本は北米プレー

ト、ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、太平洋プレートという４枚の境界に位置して

おり、そのプレートの中に大きなひずみ、エネルギーが蓄えられるために、多くの地震が発生し

ます。世界中で起こったマグニチュード６以上の地震のうち、何と２ ５％が我が国で発生して

おります。地震大国と呼ばれるゆえんです。災害の発生は、私たちの力でとめることはできませ

ん。しかし、被害を軽減することはできます。備えであります。

では、備えるとはどのようなことを指すのでしょうか。町を形成する集落や地域は家庭という

集合体です。その家庭において、何のために、どんなことを備えるかという意識が重要であると

考えております。なぜか。家庭における防災意識が高まらなければ、集落や地域での防災意識が

高まるはずがありません。仮にこのような状態で防災訓練をしても、訓練のための訓練になり、

大きな地震が発生したとき後悔することになるかもしれません。我が町も高齢化が進む中、住民

が自助や共助の考え方に基づき、災害による被害を少しでも軽減するために自然災害の危機につ

いて正しく理解をしていただきたいと思っております。さらに、防災教育の推進、防災意識を高

める取り組みを積極的に行う必要性を感じております。

そこで３点について伺います。１点目は、住民の防災意識を高めるため、現在どのような取り

組みをされているか伺います。

２点目は、減災という点から、災害に対する事前の準備が最大の防御となります。日ごろより

住民と行政、また専門家が連携して行うテーマは３つあると考えております。１つは被災情報の

収集と提供、２つ目は地域防災リーダーの育成、３つ目は日ごろからの実践的な防災訓練であり

ます。これらのテーマについてどのような取り組みがなされているか伺います。

大きな３点目として、学校における防災教育の取り組みの現状と、さらに推進することについ

て伺ってまいります。

壇上より３点伺いますので、御答弁、よろしくお願いをいたします。
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○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 白川議員の御質問にお答えいたします。

地域防災力の向上ということで、３点御質問いただきました。３点目の最後につきましては、

地域防災力の向上の学校における防災教育の現状とさらなる推進につきましては、教育長のほう

から答弁をいただきますので、よろしくお願いいたします。

では最初に、住民の防災意識の向上の取り組みについて御質問にお答えしていきたいと思いま

す。

まず、１点目の住民の防災意識を高めるための施策についてでございますが、平成７年１月に

マグニチュード ３を記録した阪神・淡路大震災を機に、災害による被害を軽減していくために

は、日ごろからの防災意識を高め、具体的な行動に結びつけていくことが重要であることが認識

されてきました。町では、平成２６年８月２０日に死者７７名という甚大な被害等をもたらしま

した広島土砂災害以降、町民と行政によるパートナーシップに基づく地域防災力の向上を目指し

て各集落での説明会を開催し、最近の気象状況、気象に関する災害時の基礎知識、気象に関する

発令内容の意味、自主防災組織の活性化の依頼、避難勧告等の発信方法、防災マップ作成依頼、

そして今後来るであろう南海トラフ地震への備え等の説明等を行っています。現在４２集落、約

５０％の集落での説明会が終わっていますが、未開催の集落につきましては今後も積極的に取り

組んでまいりたいと考えています。

また、地域防災力の充実強化、消防団活動のさらなる発展を目指し、地域の安全・安心に一層

貢献することが期待される防災学習車による啓発活動も行っています。防災指導用資機材として

煙体験ハウス、てんぷら油火災実験装置、ＡＥＤトレーナーセット等を搭載しています。ことし

のさくらまつりには煙体験ハウスを設置しましたが、１５０人の方に体験していただくことがで

き、防災意識の高揚が図れたものと考えています。

２点目の、日ごろより住民と行政、専門家が連携して行う３つのテーマの１番目の災害情報の

収集と提供でございますが、災害に関する情報の収集、伝達は昼夜を問わず、町から区長に連絡

し、情報の収集に努めています。さらに今後、町におきましてはフェイスブック等のソーシャル

メディアを活用し、火災や暴雨予報等の災害に関する情報のほか、交通事故や通行どめ、また住

民の方からの災害に関する情報など、役場に集まる情報を即座に住民と共有できる体制を強化す

るよう検討を進めています。

２番目の地域防災リーダーの育成についてですが、近い将来発生が懸念されている南海トラフ

大地震などの巨大災害に立ち向かうべく、災害に強い国土や地域をつくるためには、国や公共団
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体ばかりではなく、町民みずからが自身と周辺の地域の人たちの命や生活を守ることができるよ

う、平常時から災害対応力を高めておく必要があります。このことから、地域で率先して防災活

動を実践する人材の育成が不可欠と考えます。

県では、鳥取県中部地震の教訓を踏まえ、防災士を初めとする地域防災リーダーや避難所運営

リーダーの養成とスキルアップの事業を消防団、自主防災組織役員、防災士、市町村独自認定の

防災指導員等の地域防災リーダー、市町村職員を対象として、平成２９年度、ことしからですね、

今年度から実施する予定です。町では平成２３年度から東西町地域振興協議会、昨年度からは南

さいはく地域振興協議会において、集落で選出された防災委員さんが中心となって、災害時にお

いて自助、共助による必要な支援が受けられない要援護者と言われる方についての住居、必要な

支援内容等の情報を平常時から収集し、ファイル等で管理、共有するとともに、一人一人の要援

護者に対して複数の支援者を定める取り組みを進められています。今後、県の事業等も取り入れ、

地域の防災リーダー育成につなげていきたいと考えています。

３点目の日ごろからの実践的な防災訓練の御質問でございます。防災訓練には、初期消防訓練、

救出・救護訓練、情報訓練、伝達訓練、避難誘導訓練、給食給水訓練、図上訓練が挙げられます。

災害の規模が大きければ大きいほど人命救助や消火などの緊急対策の需要が増大するため、防災

関係機関は全ての地域に手が回らない状況になる可能性があります。このため災害時に適切に行

動できるよう、自主防災組織等で実践的な訓練を行っていただければと考えます。

また、消防団におきましても、各災害に対応する地域防災力の充実強化を図る目的で訓練を実

施しています。大火災の発生を想定した西部広域消防団連合演習に参加しているほか、来月１日

には消防署と団員６０名の合同により河川の増水、氾濫を想定しての水防工法訓練を計画してい

ます。町におきましては、災害発生時に防災機関が行う応急対策の検証と防災意識の高揚を図る

ことを目的とし、関係機関が共同で訓練を行うことにより連携体制を明確にし、相互協力の円滑

化を図ることを目的に、毎年訓練を心がけています。自主防災組織内での防災訓練については全

てを把握できていないのが現状ですが、集落内で防災訓練を実施の際には、ぜひ町でも資機材を

貸し出しができますので、一報いただければと考えております。よろしくお願いいたします。

私からの答弁は以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 学校における防災教育についてお答えをしてまいります。

学校では、おおむね年２回程度の避難訓練やさまざまな防災学習に取り組んでおります。具体

的には、起震車や煙体験、非常食の試食等、地域や関係機関に協力をしていただきながら各校そ
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れぞれに工夫をした取り組みをいたしております。

本町では、防災教育で育成したい力を次の３点と考えております。１つ目は、災害を生き抜く

ために必要な知識と技能を習得するであります。学習指導要領では、防災教育は各教科を通じて

取り組むことになっております。例えば国語科では教材に震災の話が取り扱われていたり、理科

では地震の仕組みについて学習をしています。こうしたことから、個々の授業の中で教師がいか

にそういった視点での学習を織り込んでいくのかが大切になってくると思っています。学校の計

画訪問等を活用しまして、学校や教師間で指導に差が生じないよう、引き続き指導をしてまいり

たいと思っております。

２つ目は、災害時にも対応できる思考力、判断力を育成するであります。避難訓練や防災学習

の際に地域の方々とのワークショップを通じて自分の住んでいる地域の危険箇所について学んだ

り、避難場所での問題点を話し合ったりしています。いざというときは一人一人の子供が行動の

判断を迫られることを想定をしながら取り組んでいるところでございます。これは、課題に対し

て自分なりに解決策を導き出し、それを行動に移していくというまち未来科で目指している課題

解決力にも通ずる、極めて大切な力であります。

３つ目は、地域の防災活動や復興に参画、貢献できる能力や態度を養うことでございます。さ

まざまな地域活動に日ごろより参加、参画する体験や経験が地域社会の一員としての自覚を育て、

そうした力につながっていくものと考えております。そういった意味では、朝の挨拶もこうした

力の育成にかかわっていることと言えるかと思います。

こうした３つの力は、いずれも地域の皆様の御支援や御協力なくしては育ちません。コミュニ

ティースクールの仕組みやまち未来科の学びを通じて、さらには地域振興協議会の皆様とも連携

しながら育ててまいりたいと考えております。

防災意識を育てることは、町、家庭、地域社会が一義的な責任を担っていると認識いたしてお

ります。在校中の災害対応につきましては、危機管理の一環として学校が当然責任を果たさなけ

ればなりませんが、子供たちの防災意識を高めることについては、町全体の取り組みの中で学校

教育の役割を果たしてまいりたいと考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君の再質問を許します。

白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） それでは、再質問をさせていただきたいと思います。

②のほうからちょっと入っていきたいと思いますが、先ほど被災情報の収集と提供というとこ

ろで、フェイスブックなどのＳＮＳをこれから活用していったらどうかという御答弁でした。き
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ょうは防災ということですけども、あえて、ちょっと幅が広うございまして、震災、地震の震災

というところを中心に質問させていただきたいと思います。

まず、ちょっと時系列でいきますと、自助、共助とは何かという質問です。それは、住民の皆

さんの意識がまだまだ高まっていないのではないかということできょうは質問させていただいて

おりますので、ちょっと時系列で地震を見てみるとどういうことになるかというと、まず五感と

いうものを使わなければいけないということが出てくるんですね。今、自分はどこにいて、どう

いう状況の中で地震に遭遇したか、そして、どうやって守ればいいのかというのを瞬時に判断し

なければならない、そして、まず安全エリアまで脱出しなければならない、ここまでが基本的に

よく自助と言われるやつですね。今簡単に言いましたけど、大変難しいもんでして、どこにいる

のかで全然ケース・バイ・ケースで違ってきます。

そして、今度は安全エリアに脱出した。その安全エリアというのは、よく一時避難場所と言わ

れるところではないかと思います。どんなところかというと、指定場所ではありません。自分が

ここは安全だと思ったところが一時避難場所ということですね。例えば田んぼの真ん中が安全だ

と思われたら、そこでもいいと思います。ただ、次に移動していくのは、今度は広域避難場所と

いうことになろうかと思います。これは皆さんが集まっていて、そこにはさまざまな情報が入っ

てきますよね。ここでは例えば救助・救命案件というのがあるのかもしれない。おじいちゃんお

ばあちゃんが建物の下敷きになっている、手伝ってくれというような情報が入ってくるかもしれ

ない。ここで初めて公的機関へそういう情報を提供しなければいけない、助けに来てほしいとい

うことを集まった避難者の方たちが公的な公助の部分で応援を求めることになる。ここでメール

とかＳＮＳを使うということでしょうか、こういった場面で使っていく。そして、具体的にはど

ういったものを想像されているんでしょうか。ちょっと伺ってみたいなと。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。ＳＮＳを使うというのは、多分災害の地震と豪雨と、

一般の異常気象のところでは全然想定が違います。地震の特徴は、前ぶれもなく一気にどおんと

来て、そこが一番被害のピーク。それから少しずつ復旧をしていく。台風であったり豪雨はあら

かじめ予想がつくわけで、少し準備が要ると。状況によっていろいろ違うと思います。ＳＮＳの

場合には情報源を、例えば雨が降るといった場合に、夜間にここに集まったとしても情報源がな

いわけです。区長さんに連絡をとっても、区長さんも多分雨の中、家におられるわけでして、ど

こがどんな状態なのか等はわからない。そういうところから情報源としてどう使うのかというこ

とで、例えばそこを通行している方が、あそこの山からがいな水が出てるというのをＳＮＳで、
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役場のフェイスブックでもいいでしょう、そういうものに投稿していただく。そのことによって

役場のほうは、そこが大変なことになっている、または冠水して通行ができないという情報を住

民の皆さんに共有することができる、こういうやり方を使いながら、前は役場に集まって、散ら

ばって情報を集めるんだというようなことをしてましたけども、今、そういう全員が、住民の皆

さんの協力さえいただければ、いろいろなところから生の情報が得られる、そういうような環境

もそろってきてますので、そういうやり方をとってみたいと思ってます。

災害の地震については、これはもう全く別でございまして、多分大きな地震になれば、電源等

を完全に失うだろうと思っております。常日ごろから私は思っていますけども、まず自分の命が

あるのかどうか、訓練の前にですね。あなたは今、どこで被災に遭ったのか。予告はないわけで

して、それが深夜なのか、気がついたときにはたんすの下敷きになってるかもしれません。その

中からどうやって家族の安否を確認しながら、職員は役場に集まらなくちゃいけない。そういう

ところまでの、常日ごろから想定をしておくこと、部屋の中に、たんす等やテレビなんかの下で

は寝るなというようなことをまず想定すること、それから夜間であれば電気が真っ暗ですんで、

ガラスで足を切ってしまったら、もうそれから人を助けるどころではなくなるわけでして、そう

いう家の中でも履けるような簡単な靴程度は用意しておく、こういうことがやはり助ける側の行

政としては大事でしょうし、住民の人にもぜひそういうことを知識として持ってもらいたい。テ

レビは数メーター飛びますんで、それに当たってしまったら、もうそれで終わってしまうわけで

す。たんすの角で頭を打てば生きておれないわけです。そういう知識をまず知っていただくとい

うことが防災上の一番大事な視点ではないかなというぐあいに、まず生き抜くということを、先

ほど教育長のほうからもありましたように、一般の皆さんもぜひそういう、自分の命を自分でま

ず守る、そういうことに対して、家の中ではどうするのか、外ではどうするのかということをや

はり皆さんと情報を共有したいなと、このように思っているところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） まず生き抜くということが大事だということで伺いました。さっ

きのメールについても、最近のＳＮＳの機能というのはすごいものがあるみたいでして、これは

本当にフルに活用していただいたらいいなと思います。

ちょっと参考までですけども、参考になるかどうかわかりませんが、昨年１０月、中部地震が

ありまして、私もメール機能を持っている機械を持って行きました、私はというか、私たちはで

すね。といいますのも、緊急災害情報員という肩書を持っておりますので、これは自治体消防が

まだ見つけていないような緊急救命案件があるならば、山でも入ってちょっと探してこいという
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指示を受けますので、そこの米子の第８普通科連隊にその情報を送るわけです。そこでは、不幸

中の幸いで、私のところではなかったですね、そういう案件はなかってよかったんですけども、

いざというときは、例えば山の中、山の、行者山の林道のようなところで崖崩れがあって、のぞ

いてみたら車のフロントが見えたと、ちょっと具体的に言いますけどね。そしたら、まずその情

報を送りますよね。そして声かけをしてみたら中から声がしたと。何人は無事だけどお父さんの

意識がないんですというような情報が入ってくるとしましょう。そうすると、まず映像は映像情

報として送るし、中の様子は文字情報で送ります、本部のほうに。もし防災監がその連隊長だと

しますと、ほかにどんな情報が欲しいですか。映像情報、文字情報のほかに、こんなのがあった

らもっといいなと思う情報がもしありましたら、ＳＮＳでいろいろ使えるんですけども。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、種茂美君。

○防災監（種 茂美君） 白川議員の質問にお答えさせていただきます。

ＳＮＳ等で映像等を送っていただきます。それに伴い、行政、今、町長申しましたように、今

まで現在が町民や区長さん等で情報を収集してばかりでしたので、そういったもので、映像以外

には、私は今現在はちょっと浮かばないのが現状です。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） うちの隊長はこういうことを言うんです。位置情報をくれって言

うんですよ。例えば、ここでならわかります、本庁舎の３階に今、白川はいるんだというのはわ

かりますけど、先ほど山の中という、ちょっと想定をしましたけども、大きな杉の木があるとこ

で、そこにいるんですって言ったって絶対わかりませんので、位置情報をくれ。私たちはこれで

送るんです、わかりますでしょうかね、座標です。座標を使ってやったりするんですけども、こ

れも今、無料アプリでいいのがありましてね、もし、一度見ていただいて、もう何メートルの誤

差で出ますので、そういったものもまた活用していただけたらと思います。

さて、質問をしてまいりますけど、今回、私は地域住民の皆さんの防災意識はまだまだ低いと

思っているんですけども、町長、防災監は、町長の御意見は聞きました、防災監はどう思ってお

られるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、種茂美君。

○防災監（種 茂美君） 白川議員の御質問に答えさせていただきます。

大地震等が発生します。まず、町民の方にお願いしたいことでございますが、まず最初には、

地震がおさまるまでじっとしていただきたいというのが１点目でございます。２点目でございま

すが、地震がおさまりましたら、続きましては火の始末等を、ガスの元栓等をしていただけたら
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というふうに思っております。火の始末等が終わりましたら、今度は家族の安否確認等をしてい

ただき、その後でございますが、その後につきましては今度は救助等をしていただけたらと思っ

ております。先ほど町長申しましたように、大規模な災害が発生しましたら交通が遮断したりし

ます。火災等が、西部の地震のときには火災は発生しませんでしたけども、火災等が同時多発す

る可能性もございます。その際に消防署などで行います、公的機関で行います防災活動は十分な

ことにはならないと思います。白川議員の御質問がございました自主防災、防災訓練の中に一つ

ございます火災訓練等も踏まえながら、そういったことをしていただけたらなというお願いをし

たいというふうに思っております。

先ほども、今、町長も申しました、その中でも要援護者といわれる方、すなわち御高齢の方、

そういった方についても支援の手を町民の方等で集落等でしていただくことも、これからのお願

いの一つにしていきたいなというふうに思っております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） 防災監の御答弁は、私を含めてテレビを見ておられる町民、広く

町民皆様へのメッセージだったと思います。私も今回の質問は、もう主役は町民の皆様お一人お

一人、そして皆様のお命にかかわる質問なので、できましたらテレビを見ておられる町民の皆さ

んも、私の質問中、この議場へ参加していただきまして、私と防災監と皆さんで町民参加型の一

般質問に、防災監、なればいいなというふうに思っております。私も防災監へ質問をしながら、

また町民の皆さんへのメッセージという形でやっていきたいと思います。

昨年４月に熊本で大きな地震があったことは、まだ皆さんの御記憶に新しいと思います。そこ

で、ちょっとこういうもんがあるんですよ。熊本地震を１カ月、地元の新聞が、とめたものがあ

りまして、ここの新聞には地元の被災された方がたくさんコメントを投稿されてまして、一様に

皆さん同じようなことを言われるんで一つだけちょっと紹介させていただきたいと思いますけど

も、これはいつだったかな、４月１６日の新聞です。

ふと思い出したことがあった。我が家は緊急避難用品をそろえていたのか。地震や水害など自

然災害の恐ろしさはわかっていたつもりだし、被災者の体験談などから日ごろの備えが大切と家

族とも話し合っていた。預金通帳などはできる限りまとめて保管し、ペットボトルの水や非常食

もある程度は用意をしていました。しかし、それ以上備えていなかったのはなぜか。自分はそん

なにひどい被害に遭うはずはない、どこか人ごとのような感覚が残っていた。

結局、自分のところに来るはずはない。皆さんが、ここの被災者の投稿欄には一様に皆さん同

じように投稿されているんです。ここでいきなり来たわけですよね。マグニチュードというか、
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震度６以上が２つ、そして２つ目が本震ということでありました。

この地震というのはマグニチュード ３という強烈なものでしたけども、実は２０００年の１

０月に来ました鳥取西部震災、このときのエネルギー、マグニチュードって覚えていらっしゃい

ますか。わからなかったらいいんですけども、防災監。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、種茂美君。

○防災監（種 茂美君） 地震のときには、西部地震でございますね。

○議員（５番 白川 立真君） 西部地震。

○防災監（種 茂美君） マグニチュード ３だったと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） 町民の皆さんも聞いておられたと思います。 ３なんです。 ３

というのは物すごいエネルギーなんです。ちょっと大げさかもしれませんが、鳥取西部のときは、

そのマグニチュード ３というエネルギーが横のほうに向けて放出されたわけです。これ横揺れ

になったんです。ところが真上に放出されたらどうなるか。直下型といいます。直下型だとマグ

ニチュード ３だとどうなるかというと、去年、１年前に見たあの光景になってしまうんです。

これは鳥取西部地震があの程度だったから、もうあれ以上は来ないわともし町民の皆さんが思っ

ておられるなら、私はそれは大きな間違いですよと、きょうの一般質問を通して言いたいんです

ね。この辺、防災監、どう思われますでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、種茂美君。

○防災監（種 茂美君） 実は、今、町長の答弁の中にもございました、南海トラフ地震という

話がございます。実は東北の際の地震の際には犠牲者が１万０００人、死者、行方不明者、出

ました。一応国が発表しております死者、行方不明では、南海トラフ地震におきましては３２万

０００人の方の死者、行方不明が出るというふうに言われております。先ほど白川議員もおっ

しゃったように、日ごろの備え、そういった自主防災組織の活性化、これをもっと強固なものに

していかれないと、この今すぐ来るであろう南海トラフ地震、いつ来るかわからない南海トラフ

地震の備えということが大事じゃないかというふうに私は考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） 今、南部町は防災計画っていうのをつくっておられますよね、今

ちょっと手元にあるの、これですよね、こういうものなんです。最新版ですよね、平成２４年度

につくられました、５年前ですか。このときの、これつくるに当たって想定って出ますよね、地

震に特化していえば。何でもそうですけど、想定がないと、どんな計画でどんな対応するかって
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わかりませんもんね。その想定の話をちょっとここでしてみたいと思います。

町民の皆さんもちょっとチャンネルを変えずにそのまま聞いていただきたいと思いますけども、

さっき私、ちょっと触れましたよね。鳥取西部地震のときは倒壊数が４５棟でした。死者は、不

幸中の幸いでおられませんでした。ところが、この想定ではどうなってるかというと、まず震源

は鎌倉付近、あれですよね、鎌倉南方断層帯、あの憎たらしいやつですよ、あれ。そして時期が

冬、そして冬の夕方、考えられる最悪の想定がされておられます。そしてマグニチュードはやは

り ３。さっきから出てますよね、 ３、 ３って。もうこれ覚えましょうね、 ３。もうこれ

が恐ろしいエネルギーだということですね。そして全壊数６３１棟、死者１０名、負傷者８１

１名。ライフラインは全てオールダウンです。これつくったときだったら、５年前だったら、え

っ、ちょっとオーバーじゃないのって言われたかもしれない。ところがこれつくって３年後に何

が来たか。熊本地震です。いわゆる放出されるエネルギーの向きが変わったんですね。だから今

のこの内容というのはリアルなんですよ。これ町民の皆さんに教えてあげますとね、リアルな想

定があるとリアルな訓練ってできるんですよ。ただ訓練してちゃ規模がわかりませんですが。こ

れを町民の皆さんにも、この規模で訓練してみたらどうですかってＰＲされたらどうでしょうか

という質問にしましょう。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、種茂美君。

○防災監（種 茂美君） 訓練というお話でございます。実はここ二、三年、地震に関する訓練、

ちょっと行っておりません。実は２９年度秋、１０月から１１月ぐらいに計画してるんですけど

も、１０月か１１月でございますが、町内全域でこの地震に関する防災訓練を計画いたしており

ます。その際に、今、白川議員がおっしゃったような、そういったことも踏まえた最大級の地震

を想定したそういった訓練も取り入れた上で、こういった災害に関する町民の方への啓発活動を

行っていきたいなというふうに思っております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） では、防災監、１０月から１１月にかけて大規模な訓練を予定さ

れているということですので、先ほど来、私の言っておるお願いもちょっと編み込んでいただい

て訓練していただきたいと思います。

やはり、きょうの質問は、先ほど想定にありました死者ゼロ、これを一人でも減らしたいんで

すね、防災監。もう死者ゼロにしたいわけです。そのための備えをどうしたらいいのかというこ

とを今町民の皆さんに言っとる、メッセージとして言ってるわけですから、ぜひ町民の皆さんも

自分のこととして捉えていただきたい。そのためには、まず災害をイメージしていただきたい。
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これはインターネット等で見れますのでね、災害ってどんなもんだったかな、忘れてもインター

ネットで見れますし、そのときの瞬間の映像だとか被災された人のコメントも見ることもできま

す。よろしくお願いしたいと思います。

災害というのは、平凡な日常から苛酷な非日常へと一瞬で変化していきます。これは私たち被

災したときに、じゃあ一瞬に変わるか、スイッチのようにオンとオフがぱっと切りかわるかとい

ったら、なかなかそうはならない。ぼうっと立ち尽くしますよね。あの映像見るとたくさんの人

が外でぼうっと立ち尽くす、放心状態。ああいうことになるわけですから、備えた人と備えない

人では、その後さまざまな影響が出てくるわけであります。

ただ、その一方で、この非日常を、また私たちってどこかで楽しむことってあるんですよ。防

災監、わかりますか。非日常を楽しむ。これは熊本地震の被災後でこういう話が実は出てきまし

た。何のことかというと、キャンプのことなんですね。この時期キャンプしたりするんですけど、

あのときはアルピニストの野口健さんという方でしたでしょうか、熊本地震後にキャンプを勧め

て、今、防災コーディネーターさんが、楽しみながら防災を学ぶというところでさまざまなキャ

ンプを勧めておられます。その中で一番簡単なのが、これいいなと思ったのが、自宅でキャンプ。

テントがなくてもいいんですよ。ただ、一つルールがあって、やっぱり電気を使わずに一晩過ご

してみたらどうですかというやつでね、御近所さんや独居の方がおられたら一緒にキャンプをし

てみたり、友達としてみたりというようなことが今ちょっとささやかれておるんですけども、こ

れを１０月、１１月あたりの訓練期間にＰＲできたらいいなと思います。

何でこんな話になったかといいますとね、訓練訓練って言ってもなかなか盛り上がらないんで

すわ、これ全国的な話で。楽しいことをするための準備っていうのは、私たちって何かアクティ

ブ、前向きにやるんですね。例えば家族旅行だとかお祭りの準備というのは楽しいわけですから

結構前向きにやるんですけども、そこを実はうまく取り入れてまして、キャンプの中でさまざま

な防災の備えを身につけてみようじゃないかというようなことなんです。防災監、どうでしょう

か、ちょっと頭の片隅に。

○議長（秦 伊知郎君） 防災監、種茂美君。

○防災監（種 茂美君） キャンプというお話をいただきました。実はちょっと私も今頭の中で、

そのキャンプで、そういったライフライン等が途絶えてしまって食料等も底をついたような状況

になった場合等のことを想定した訓練というふうには考えておりますが、御家族の中には御高齢

の方もおられますし、ちょっと病の方もおられる、病気の方もおられるかと思います。その辺も

踏まえまして、全世帯この訓練を実施できるかどうなのかというのはちょっとここでは即答はで
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きませんけれども、１０月、１１月に備えまして、そういったことも加味しながら訓練の中に入

れていきたいなというふうに思っております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） いきなり全世帯ということにはなかなかならんと思いますが、で

きる方から自主的に、お友達なり、仲のいいお友達とか親戚同士でちょっとやってみられると、

いざというときにどんなものが必要でどんなものがそろっていたらいいかというのが実際体験の

中からわかりますので、ぜひお願いをしたいと思います。

それでは、３番目の質問の教育委員会さんのほうにちょっと質問してまいりますけども、私、

びっくりしました。ぶっちゃけ話、そんな訓練されてないと思ってましたからね。各教科の中に

うまく編み込んでいくというやつですか。これ、もしかして２５年度か、あのあたりで県の教育

委員会から出されました鳥取版防災教育の手引、１２０項目ぐらいある、あの中からやっておら

れるってことでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務・学校教育課長、見世直樹君。

○総務・学校教育課長（見世 直樹君） 総務・学校教育課長です。平成２０年に指導要領が変わ

ったんですけど、そのときに、食育の推進とともに安全に関する指導というのが新たに加わりま

した。それに伴って翌２１年に健康安全法という法律も施行されて、学校も安全について取り組

んでいくんですけども、３・１１の地震もありましたよね、その後、教科書も新しくなりまして、

その教科書の中に本当に防災の視点を入れた教材が、今、図書館にも教科書ありますので見てほ

しいんですけども、多く含まれています。それを本当に系統的にやっていくということが、県も

町もそういう教育を進めてるところだと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（５番 白川 立真君） いや、恐れ入りました。私、されてないんじゃないかと思って質

問かけたわけですけども、されているわけですね。

テレビ見ておられる方も、どういうことかというと、例えば家庭科という授業があるとすると、

先ほどもちょっと触れましたけど、野外でクッキングとか、電気等一切使わずにキャンプのよう

なクッキングをやってみたり、理科では天気の変化と自然の仕組みとか、社会では、被害を減ら

すさまざまな取り組みしてる人がいて、そういう人たちを勉強するとかですね、体育では応急手

当てや簡単な担架のつくり方とかですね、今やってる教科の中でさまざまな防災教育が編み込め

るようになっていて、それも実践されている。わかりました。終わります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁よろしいですか。
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○議員（５番 白川 立真君） 答弁お願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 総務・学校教育課長、見世直樹君。

○総務・学校教育課長（見世 直樹君） 白川議員の導入のプレートの話も、まさに中学校の理科

で出てきます。

○議員（５番 白川 立真君） あ、そうですか。

○総務・学校教育課長（見世 直樹君） はい。

それで、もう一つ申し上げたいのは、そういうふうに各教科、９年間を通してちりばめられて

はいるんですけど、やっぱりそれが頭の中の知識理解におさまってはいけないと思うんですね。

先ほどもリアルな体験とおっしゃいましたけど、本当にそこが今の子供たちには、バーチャルな

世界に生きている子供たちに本当に一番大事なところで、そこのところは学校教育だけでは本当

に限界があるんですよね。そういう意味で本当に防災教育というのは地域ぐるみで、先ほど防災

監も町で全体的な避難訓練も行うとおっしゃいましたけども、そういう場に本当に小さい子供た

ちも出て一緒に取り組んでいくということが今後必要になってくるし、重要なところだと思いま

す。よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で５番、白川立真君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入りたいと思います。再開は１３時２０分にします。

午後０時０４分休憩

午後１時２０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

午前中に引き続き一般質問を行います。

８番、板井隆君の質問を許します。

８番、板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ８番、板井隆です。議長からお許しをいただきましたので、通告

をしております３点について質問いたします。御答弁のほうよろしくお願いをいたします。

最初に、前回の３月定例議会において、長年の懸案事項でありました水道料金の統一と３年後

の料金改定の条例が可決されました。料金の統一には、町からの基金、３年間分の補填として１

億５００万円が投入されています。この条例改正では、各議員からさまざまな討論がなされた

中で、料金統一は評価しながらも、公営企業会計の本質を逸脱した料金統一に対しての議論も多
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くあったと受けとめております。水道料金を３年間据え置くのではなく、また３年後の値上げも、

まだ安定経営に至らない、このような状況を、早いうちに一定量の料金値上げを計画することで

水道事業の将来を安定した状況にすべきとの考えから質問をいたします。

１つ、平成２８年度の決算見込みと今後の見通しについて。２つ、累積欠損金と留保資金の見

込みについて。３点目、喫緊で施設更新の計画があるのでしょうか。４番目、公共料金審議会に

再諮問を行い、安定した水道事業を優先する考えはないか。この質問は、きょうのトップバッタ

ーでありました三鴨義文議員からも同様の質問がありましたので関連的な質問になってしまうと

思いますけれど、御答弁のほどよろしくお願いをいたします。

次に、町内の農産物直売所の現状と育成支援についてです。町内の農産物直売所は、緑水湖ふ

れあい市、法勝寺まごころ市、めぐみの里直売所、特産センター野の花の各施設の運営と育成支

援について伺います。

それぞれの直売所は、開設以来、約２０年弱にわたり農業生産者の就農意欲の源として農地の

保全に多大な役割を果たし、各施設では地域の憩いや情報交換の場として、さらには買い物難民

の食料調達の場として、南部町の再活に大きな役割を果たしてきたと思っております。施設運営

について、直売所の現状は、近年、会員の高齢化や買い物のお客様の減少により大変厳しい運営

を強いられていると聞いております。

そこで、行政としてこの現状と育成支援の対策について伺います。１つ目、各施設の運営状況

の把握について、２つ目、これまでの育成支援について、３つ目、今後の育成支援と対策につい

てお伺いをいたします。

３番目は、ジビエ料理の振興についてです。

「食のみやこ鳥取県」として、ジビエの全県展開に向けての取り組みが進んでおります。南部

町もイノシシ解体施設がありながら、需要と供給のバランスがとれないことから有効的な施設利

用がなされていないと思っております。解決策の一つとして、ジビエの振興とブランド化が必要

であり、県東部１市４町で狩猟者、獣肉処理業者、食肉販売店、飲食店などが連携し、いなばの

ジビエ連絡協議会が設立され、ジビエ料理の研究、商品の開発が進んでおります。ことしの１月

には米子全日空ホテルで全日本司厨士協会米子支部主催で鳥取県食のみやこ推進課の後援があり、

ジビエ料理の試食会が開催され、いなばのジビエ連絡協議会のジビエコーディネーター、米村さ

んからの講演も聞くことができました。また先月には、鳥取ジビエの全県展開に向けた意見交換

会が中部総合事務所で開催され、我が町からも担当産業課と緑水園のほうからも出席されたと聞

いております。さらに近日には、緑水園と食のみやこ推進課との協議もあったと聞いております。
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県としては、解体は各施設で対応しながら、ジビエの加工、販売、料理の開発については西部地

域全体としての取り組みに期待をしているようです。町の解体施設の稼働推進にも率先し進める

べきと思い、以下の点についてお伺いいたします。

１つ目、２８年度のイノシシ捕獲の現状について、２つ目、イノシシ解体施設の現状について、

３つ目、町内料理店でのジビエ料理提供の現状について、４、町長が発起人となって南部市町村

にジビエ推進の働きかけができないか、以上の点についてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。御答弁よろしくお願いをいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、板井議員から３点質問いただきましたので、順次御説明をし

たいと思います。

まず１点目、水道料金について御質問いただきました。平成２８年度の決算見込みと今後の見

通しについてということから御説明したいと思います。

平成２８年度決算の報告につきましては、９月の定例議会におきまして詳しくごらんいただき

ますが、当初の見込みより大変効率的な財政運営ができております。主な原因としましては、収

入面において、商業施設や集合住宅の増加で前年度並みの給水収益を得ることができたことや、

また一方の支出の面でも、支払い利息等企業債に係る費用や修繕費を抑制することができたこと

が上げられます。しかし、三鴨議員の御質問にもお答えしましたとおり、耐用年数を超えた老朽

施設の増加に伴い、修繕費等、施設の維持費用変動を予測できない状況が続いており、現状を楽

観できないものと感じています。このことからも、今後の見通しとしては、施設の更新を適時行

い、維持管理に係る経費を低減させていかなければならないと考えております。

次に、累積欠損金と留保資金の見込みについて御質問いただきました。累積欠損金につきまし

ては、料金統一のための料金改定に伴う減収により、平成２９年度以降はさらに増大する見込み

です。留保資金につきましても、平成２９年度以降は資金を留保できない状況が続く見込みでご

ざいます。

３点目の施設更新の計画についてでございますが、三鴨議員の御質問にお答えしておりますと

おりでございますが、全ての老朽施設を一時に更新することは当然できませんので、当面、老朽

化が著しい東西町と円山の水道管について、平成３０年度以降、年次的に布設がえを行いたいと

考えています。

４点目の、公共料金審議会に再諮問を行う、安定した水道事業を優先する考えはないかとの御

質問でございます。これも三鴨議員の御質問にお答えしてるとおりでございますが、３月の定例
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議会で御承認いただき、既に条例が施行され、広報により広く町民の皆さんに御案内しており、

必要な予算も執行されている状況でございます。まずは、これから３年間の経常収支の状況を注

視した上で平成３２年度以降の料金水準を展望していくことが重要であろうと、このように考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

２点目の質問事項に、町内農産物直売所の現状と育成支援について御質問を頂戴いたしました。

平成２８年度の各直売所の売り上げと会員数は次のようになっております。まず緑水湖ふれあ

い市ですが、売上額２７５万０００円、会員数１０５人。次に、法勝寺まごころ市、売上額

１１３万０００円、会員数は５２名でございます。次に、めぐみの里直売所ですが、売上額

４０９万０００円、会員数は４４名です。次に、特産センター野の花ですが、売上額は４６

１万０００円、会員数５２名でございます。野の花以外の施設は売上額が前年より減少してお

り、会員数は全ての施設で減少傾向にあります。

次に、これまでの育成支援についてということですが、育成支援という形では携わってきてい

ませんが、各直売所とは指定管理協定を結んでいることもあり、施設修繕の際の費用負担など、

直売所を運営するに当たってのサポートをさせていただいています。また、めぐみの里直売所は、

高齢化により売上数、会員数減少のため厳しい運営状況にあることから、施設の使用料を平成２

８年度から減免しており、今まで売上額の２％を使用料としていましたが、１％に引き下げを行

っています。

次に、今後の育成支援と対策についてとの御質問でございますが、各直売所とも生産者の高齢

化により会員数が減少してきており、このままでは組織の運営にも支障を来すのは目に見えてい

ます。直売所は、新鮮でとれたてであり、生産者がわかり、安心して消費者が購入できることで

固定客もあり、直売所の存続は、生産者、消費者の両面からなくてはならない施設であると認識

しております。

また、４つの直売所の合計売上額２６０万０００円とあるように、金額的に大きな数字で

あり、生産者に与える生産意欲も強いものと思われます。そのことにより、農地の維持、高齢者

の生きがい、健康維持対策として重要な役割を果たしてもらっていると感謝しています。町の行

える支援は限られるものと思いますが、売り上げが減少している理由が生産者の減少のためなの

か、消費者のニーズがなくなったのか、各直売所の皆さんと十分話し合いをする中で一緒に考え、

直売所の広報、ＰＲをしていきたいと思います。また、会員の高齢化を改善するために、仕事を

退職された方などが、畑に出かけ野菜をつくる楽しさや直売所での生産者同士や消費者との交流

を感じてもらえることが必要であると考えています。

－５１－



３点目として、ジビエ料理の振興について御質問いただきました。

平成２８年度のイノシシ捕獲の現状についての御質問にお答えいたします。平成２８年度には、

有害鳥獣捕獲で西伯地区４８３頭、会見地区１５７頭、合計６４０頭のイノシシが捕獲されてい

ます。これは、平成２７年度の西伯地区３０８頭、会見地区８３頭、合計３９１頭に比べ、６割

強の増加となっています。

次に、イノシシ解体施設の現状についてでございますが、解体施設は、緑水園に利用許可を出

し、使用させています。平成２７年度には７１頭、平成２８年度には８７頭のイノシシが解体処

理され、緑水園が買い取っています。

次に、町内の料理店でのイノシシ料理提供の現状についてとの御質問でございます。現在、町

内では緑水園でイノシシを素材としたメニューがあるほか、加工品、ぼたん鍋セットの販売を行

っています。町内のその他の店舗では、イノシシ料理を扱ってるとは伺っておりません。以前、

町内のゴルフ場のレストランでイノシシ肉を使ったメニューを試作しましたが、原価が高いため

お店で提供するまでには至らなかった経緯がございます。

次に、町長が発起人になって西部町村にジビエ推進の働きかけができないかと、こういう御質

問もいただきました。現在、県東部では、狩猟者、獣肉処理業者、食肉販売業者、飲食店が連携

し、いなばのジビエ推進協議会が設立、県や市町村の支援も受けながらジビエ推進を行ってると

ころでございます。協議会では、県の委託事業として販路開拓や取引仲介、加工品やメニューづ

くりの支援、解体処理講習会の開催などを行い、ジビエの利用推進を図っていると聞いておりま

す。県では今後、中・西部にも協議会を設立し、全県的なジビエ利用促進を推進することを計画

しているとのことでございます。町では、イノシシを初めとするジビエの利用促進に当たっては、

新たに協議会が設立された場合には参画し、県や関係する団体、民間企業と連携を図りながら協

働して体制づくりを進めたいと考えているところでございます。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君の再質問を許します。

板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 御答弁ありがとうございました。

そうしますと、質問の順番に沿って再質問をさせていただきたいと思います。

まず水道料金ですけれど、これ、さっきも言いましたように三鴨議員が質問されて、町長の答

弁をしっかり私も聞かせていただきました。やはり、まず統一料金を優先し、料金改定について

は地区間のわだかまりを緩和する方策をとりながら実施をした、事業が安定する収益確保には至
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っていないということは町長も認めておられますし、もちろんそれに対して基金を取り崩してい

るわけなんですけれど、きょう答弁の中で言われた３年間、これは条例で決まりました。これは

まだよしとしなくちゃいけない、私も賛成をした立場ですのでそれはよしとしないといけないか

もしれませんが、です。やはりこの１億５００万というお金が、私にとってはどうしても、も

ったいないとは言いません、これも町民の方のためのですので、そして統一するためのものだっ

たと思います。三鴨議員のときにも答弁されたと思いますけど、町長の政治信念、理念というも

のがあり、また町長に立候補されたときの町民の方の声を十分に反映した決断であり、条例の作

成であったというふうに思っておりますけれど、この１億５００万、それと３月の議会のとき

に、そのときはまだ上下水道課がありました。課長のほうから説明を受けたときに、その３年後

値上げをしても、その不足額がまだ８００万ぐらい足りない、これもまた取り崩しをしていく、

そういったようなつもりで町長としては今現在もおられるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。三鴨議員にお答えしたとおり、何分この３月に決ま

ったばかりです。１年間、例えばやってみて、決算値を見ながら順次、議会の皆様方や職員たち

と議論をしながらその行方というのはしっかり見ていかなくちゃいけないと思います。まずは３

年間の中でどう改善していくのか、その途中の中でも、これは当初見込んだものよりもたくさん

の修繕や、または先ほど白川議員がおっしゃいました、いつ地震や災害が起きるかわかりません。

そういうことに対しての突発的な事態になって、今はそういうお金を使い方をするとこではない

という判断をする時期も来るかもしれません。しかし、そうではない中では、じっくりと皆様と

お約束したとおりのまずは３年間の決算状況、それからその次の経営改善については少し時間を

いただきながら、修繕をどこの部分はしていくのか、どこの部分はやめていくのかも含めて、水

道の今後１０年、２０年のスパンでの経営のあり方というものを見ていく、そういうことによっ

て将来の水道料金のあり方、さらにはどうやってその額を皆さんからいただくような方向をとっ

ていくのかと、こういうことの議論を近いうちにはまたスタートさせなくちゃいけないと、この

ように思っていますので、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） やはり決めたこと、決まったことは粛々とやっていくというのが

一つの理想かもしれませんけれど、そういった町長の決意のもとで、先ほど２８年度の決算の見

込みの今後の見通しということを聞かせてもらいました。自然減少、人口は減っても、今、社会

現象で南部町は鳥取県で一番人口がふえていってるというふうにも言われている中で、水道もあ
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る程度確保はでき、そして水道統合もできました。安心、安全な水を旧西伯の住民も飲めるよう

になった、そういった中での多分２８年度の結果ではないかなというふうに思っておりますけど、

その点について、もう一度町長の考えを聞かせていただければと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。課題は、水道はライフラインでございますので、い

ろいろな課題が出てくると思います。例えばバイパス沿いに何か一つ施設をつくっても、バイパ

ス沿いが一番ライフラインの弱いとこです。電力はありません。水道もありません。ケーブルテ

レビもありません。これ全部、何か一つをやろうと思えば全部設備投資を行政がしなければなら

ない。もちろん道路も町道的には非常に脆弱なところでございます。これから先の１０年、２０

年を考えた場合にバイパスの周りをどうするのかだとか、そういうことも十分な検討が必要にな

ってこようと思います。それと並行して修繕しなくちゃいけないところや、またはさっき配水池

の話もありましたけれども、人口が将来的に減っていくんであれば、ここは配水池は少し我慢し

てでもほかの配水池を使う方法はないだろうかだとか、そういうあらゆる手段を考えたり、それ

から、これからの行政需要をどう見るのかということが必要であろうと思っています。人口は間

違いなく減っていきます。減っていく中にあってどうやって水道を守るかということを、また議

会の皆さんと十分御議論したいと、このように思ってるところです。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

先ほど言われた、要は公共料金のあり方というものもやはり考えていかなくちゃいけない。前

回の、私も討論でさせていただきました公共料金の姿というものはどういったものであるかとい

うこと、これは水道、蛇口をひねればいつでも水が出てくるという安心、安全なことがまず第一

番なんですけれど、それには先ほど言われたように料金がかかってくる。設備の投資をし、そし

て水を送るための毎日の電気代も含めてそれだけのものがかかって、その中に水道料金というも

のが発生してきている。電気にしてもそうだと思います。そういった中で、町が今回１億５０

０万という貴重な基金を取り崩し、また、将来的にもまだまだ安定した経営にするためにはまだ

お金もつぎ込まなくちゃいけないという今の現状では、説明では私たちはそういうふうに受けて

います。やはりそれを少しでも早く安定した経営に持っていくということが、まずは大切なんじ

ゃないかなと思います。累積の欠損金、前回のときに１億円を超えるというふうに答弁されたと

思います。そして留保資金も、先ほど三鴨議員のときに言われました留保資金は８００万円ぐら

いですか、ちょっとした工事をすればその金額なんていうのはあっという間になくなってしまう。
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町長言われました２年間分ぐらいは持っておけばいいと、その２年間というのは幾らぐらいなも

のなのか、そしてこの８００万という留保資金、そして欠損金もあります。そういったものの今

後の見通しや対策ということについては、課長でもいいですけれど、どういうふうに計画をして

おられますか、よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長です。見通しというのを、この今後の３年間の中で把握と

いいますか、検討していきながら見据えた上で計画を立てていきたいというふうに考えておりま

す。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 田子課長はこの４月に課長になって、今までは建設畑でおって、

今度は新しく上下水道も担当しなくちゃいけないという大変重責を新課長としてやっていっても

らわなくちゃいけない。やはりこれだけ水道問題が議員と執行部との間でやりとりがあったとい

うのは、もう十分に承知をしてもらってるというふうに思います。ただ、やはりもう一度認識し

てほしいのは、議会としては、このままの今の状態ではだめだよ、もうちょっと早くいろんなこ

とを対策していこうよということを何人もの議員が提案をしてるところですので、その辺を十分

に考えながら対応をして、大変ですけれど対応していっていただければというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。

もう一度、町長に伺います。喫緊の施設の更新については、もう三鴨議員に言われたとおりで

す。確かに必要なところ、劣化が激しいところ、もう耐用年数のないところ、東西町や円山地区、

そういったところから始めていくということで、３０年からですか、やっていかれる、その長期

的なスパンで１０年ぐらいでって言っておられたんですが、そのくらいそういった水道管という

のはもつというふうに、僕らも安心して考えていいもんなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。水道もそうですけども、下水道も、それから一般の

ライフラインの道路も、新たにつくることも必要ですけれども、長寿命化をさせるということが

大事だろうと思っています。この資金をどういうぐあいに確保するのかは、水道ばっかりじゃな

くて全てのトータルに考えていかなくちゃいけない課題だろうと思います。下水道施設も全くそ

のとおり、並行して老朽化が進んでるわけでして、これをどう維持管理するのかということも大

事な課題です。そういうものをトータルで今検討の課題についてまして、かなりの年間維持費と

いうものがかかるということがわかってきました。公共施設を全部維持した場合には莫大なお金
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がかかってくる。そうすれば、一部の公共施設は続けるのかやめるのかを判断するということも、

また議会の皆さんと御相談するような時期が近いと思っています。これまでつくってきたものが、

人口縮小する社会の中にあって、あるものについてはやめていくという選択肢もこれはなければ

うまく回らないと、住民の御負担ばかりが多くなってしまうと、こういうこともあろうと思いま

す。今回の水道問題もその中の一つとして、少し中長期的な展望に立って改善するもの、それか

らやめるもの、必ず維持修繕しながら長寿命化を図るもの、こういう仕分けを、少し時間をいた

だきながら効率的に運営するための方法を模索したいと思っています。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。

やはりそういったような、多分このライフラインを確保、安全、安心を守るためにはまだまだ

これからお金が必要なんだという、そういった現状でありながら、しつこいようですけれど、そ

ういった基金を取り崩したということを、これは否めないところじゃないかなと思います。やは

りそういったことが先にある程度もう決まってるわけですので、やはりそれを少しでもそちらの

ほうに優先的に回すことができる、そういったやはり水道料金の体系を構築していただきたいと

いうことをお願いをしてと思ってたんですけれど、公共料金審議会の再諮問をしませんかという

ことで私言ったんですけれど、３年間はということだったんですけれど、その再諮問、その３年

間という期間とそれから再諮問できないというその３年間は、なぜ３年間なのか、再諮問できな

い理由というものをもう一度、町長のほうから答えていただけませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。決して３年に私はこだわっていません。先ほども言

われましたように、それは一定のルールの中で３年か５年の中で公共料金は考えるものだと、そ

のぐらいのペースで考えるものだということですけども、三鴨議員もおっしゃったように、毎年

ででもやっていかなくちゃいけないのかもしれません。ただ、今やったことが、この３月にやっ

たことの決算だとか、そういうものを一回じっくりと皆様と膝を交えてその数字を見て、その方

向性を探したいと、このように思っています。私どもが住民の皆さんに御説明した内容が大きく

隔たって、このようなことを続けてると非常に厳しい状況が見えるんだということであれば、朝

令暮改のようなことも私は町長としてしなくてはいけないだろうと、このように思いますが、そ

の数字がまだ何もない中では皆様に御説明するまだその資料がございませんので、もうしばらく、

今始まったばかりのこの新たな金額やルール等をもうしばらく見ていただきまして、またその都

度、御議論いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
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○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

前回の３月の白川議員の定例議会のときに町長は、政治倫理というものに対して、心情倫理と

責任倫理だというふうに話をされました。心情倫理に流されてはならない。いわゆる住民警護を

するような口当たりや耳ざわりのよい言葉で将来に大きな負担や迷走を与えてはならないという

ことを言っておられます。町長の政治倫理、政治信念をもっと前向きに早く実現をしていただき

たいということをお願いして、そして、繰り返しそのときも言っておられます。近年の水道事業

会計の財政は大変厳しい状況になっている、それも２回答弁の中で言っておられました。やはり

そういったところを町民の方に十分説明をしていきながら対応をしていただければということに

思いますので、それをお願いして、次の質問に移らせていただきます。

次は、農産物直売施設についてなんですけれど、近年、日吉津のアスパルや、それから道の駅

ということで、近くでいけば県外ですけど安来のあらエッサとか、それから日南とか江府町とか

道の駅がたくさんできていて、結構大規模なものが直売所ができております。そういった中で多

分お客さんも離れていってる。南部町にある施設は非常に小規模な施設です。そういった中でも

約２０年間。２８年の売り上げは聞きました。私も各施設の会長さんとこに行っていろいろと話

も聞いてきました。ふれあい市では、多いときでは２００万ありました。まごころ市では０

００万ありました。めぐみの里では６７０万あったというふうに言っておられます。答弁の中に

ありました生産者の高齢化なのか、消費者が離れていったのか、そういったことについてなんで

すけれど、過去この約２０年間の間、指定管理を受けているので決算状況はよく知ってるという

ような答弁だったと思いますが、産業課の仕事の中に、こういった農産物加工施設の支援を行う

というふうに業務の中にあります。もうちょっと具体的に、どのような支援を町としては対応し

てきたというふうに思っておられるのか、実際にしておられたのか、その点についてお願いをい

たします。課長でしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。個別の支援を具体的にということですが、今ここで

こういうことをやってきましたということは申し上げられませんが、それぞれの市のほうで、や

はり自分たちで頑張っておられるというところがございます。答弁でも申し上げましたように、

施設に対するそういう補助といいますか、修繕等ですね、そういったことと、あとは、今だんだ

んと人数が少なくなったり経営が苦しくなったということの相談ということでの相談業務ですね、

そういったことでの支援ということでかかわっております。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。

そうなんです。多分ね、今までそんなに支援というものを本気で考えてやっておられなかった

と。それは何かというと、今までは自分たちでできたからです。その中で対応ができて、自分た

ちで電気代もある程度も払い、使用料として払ってるところもありますけれど、払いながら、立

ってもらう立場の人の人件費も払いながら、それでやっていけたんですけれど、今言われました

２８年度の売り上げ、これは２８年度１２月末現在ですね、１年間が１月の１日から年末ですの

で。その中で今現在どういうふうになってるのかというと、過去、調子がいいときには、生産者

の方が出されます、そこの手数料で施設を維持管理していってるんです。非常にいいときには１

０％ぐらいの手数料で賄えたんです、この多分２００万とかあったときですね。今現在何％に

なってるかというと、ふれあい市は２０％、まごころ市、めぐみの里は１７％なんです。野の花

は低いです。低いのは何かというと、野の花の職員さんが出された品物をそこで計算しておられ

るから人件費が要りません。だから低くてもやっていってる。その分、野の花の職員の方は多分

大変苦労をしておられるということだと思いますけれど、それでも実はまだ足りないんです。足

りなくて、会員になったときの、会員として入会金を払います。それは別途の基金で積み立てて

あるんです。それも取り崩しながら、今その基金さえも底をついてきてるというのが実は現状な

んです。やはりこういったときこそ町の支援を、決してお金を落とせとは言いません。２０％で

は、１７％では、生産者の人もつくる意欲というものが半減するんです。最低でも１５％、そう

いったところを支援をしていくとか、そして各施設の連絡協議会でもつくって皆さんでお互いの

悩み事とか状況を話し合って、じゃあこうしていこうか、僕らはこうしてるよというようなこと

を、やはりそういった窓口として対応してもらいたいなというふうに思うんですけど、課長、ど

うでしょう、その点について。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。議員がおっしゃられることは、やはりもっともだと

いうぐあいに思っております。以前も道の駅という構想の中で農産物の直売所という問題も上が

ってきておりまして、その中で各市の代表者の方にお聞きするには、そういう連絡網いいますか、

協議会っていいますか、そういったところで話をする、相談をするというような場、または一つ

にまとめるっていいますか、そういうことも含めてやってもらいたいという声も上がってきてお

りましたので、手数料の問題も含めまして今後も検討していきたいというぐあいに思っておりま

す。
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○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 私もずっと会長さんと話をしましたと言いましたけど、出会うた

びにいろいろと話をさせてもらってます。ある生産者の方からも、今、課長が言われたように、

それぞれでいけないならばどっかに１カ所に集中しようやというような話も、一般質問するって

いったらそういって言えって言われた方もあったんですけれど、私はその方に個人的に話をしま

した。いや、まずは今ある施設をどうやって自分たちで管理をしていくかということが大切です

し、それがまとまったからって、それがよくなっていくという保証もない。さっき言ったように

生産者の人は高齢化してるんです。緑水湖のふれあい市に持っていくまでが実はやっとなんです

ね。本当にそれを１カ所にするならば、前、地域おこし協力隊が対応しかけていた庭先集荷をし

たりとか、その辺までも多分対応していかないとそれはできないんじゃないかなと。今ある場所

だったら自分の車や、人によっては自転車で、歩いて持ってこられる方があります。そういった

人たちをまずは大事にしなくちゃいけないんじゃないかなと思っています。各それぞれのこの農

産物の販売施設の状況を課としてもう一度確認して、各場所場所の思いがあると思いますが、そ

の点について対応してやろうということを、まずは約束していただけませんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。議員がおっしゃられますように、それぞれの直売所

の現状というものを十分に把握しまして、やはり産業課としまして、農産物の販売及び農業の維

持、農地の維持というものにもつながっていきますので、そこら辺も含めて話し合いという場も

持ちたいというぐあいに考えます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。前向きに返答していただいて、私も初

めて何か一般質問してよかったなって思うような気がします。

やはり農産物、特に法勝寺とかでは、買い物が大変不便な方がたくさんおられます。やはりあ

の場所はなくしちゃいけないと思いますし、そういったところに生産者として、高齢化してきて

るんですけど、持ってきてやろう、出してやろうという人がそういったような気持ちになるよう

な対応を、ぜひとも町としてこれから対応していただければというふうに思いますので、切にお

願いをいたします。よろしくお願いします。

次に、ジビエ料理の問題です。

私、今回のこの一般質問にしようと思ったのは、ことしの１月でした。全日空ホテルで、さっ

きも言いましたけれど、そういったジビエ料理の試食会ということで全日空ホテルの調理長、菅
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原さんっていうんですけど、その方とかがされて、来いやって言われて声かけてもらった、そこ

に町長にも声かけ、そして産業課にも声かけ、一緒に行っていただきました。そのときに町長は

ちょっと都合が悪くて行けなくて副町長行かれたんですけれど、副町長、その試食会、出席をし

てみてどういうふうに率直に感じられましたか。

○議長（秦 伊知郎君） 副町長、松田繁君。

○副町長（松田 繁君） 副町長でございます。議員がおっしゃいましたように、１月にありま

したこの試食会のほうに出席をさせていただきました。大体ジビエの料理っていいますのが、人

によって当然違うとは思いますけれども、割と多くの方が感じておられるのは、割とかたいとか、

あるいは臭みがあるとか、そういうようなイメージを持っておられる方が多いのかなというふう

に思うんです。私も多少そういうところもあったんですが、実際そこで料理を調理されたものを

試食してみましたけれども、非常に食べやすく調理がしてありまして、そんなにかたくもないで

すし、本当に何か、ああ、これがジビエかいなっていうぐらいの感じで感じました。ほかの方も、

そんなにたくさんの方とお話ししたわけではないんですけれども、やっぱりちょっとイメージが

違ったみたいなようなことを言っておられる方もいらっしゃいまして、やっぱりいろんな調理の

仕方によっていろんな活用の仕方があるのかなと。ただ、ジビエということで、やっぱりそれな

りの味わいというか、その特徴というのをもっと出したほうがいいじゃないかというふうに感じ

られる方もおられると思いますし、それから逆に食べやすいほうがいいよという方もおられると

思いますので、その辺は人によって違うと思いますが、そういういろんな可能性があるのではな

いかなというふうに思ったのが率直なところでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

確かに料理、いろんな料理が工夫されてたんですけど、やっぱりチーズとかソースとか、そう

いったもので味をつけると、どうしてもイノシシの本来の、イノシシといいますか、肉の本来の

味としては少し離れて感じられたかもしれませんけれど、やはりそういった逆に言うと料理もで

きるんですよ。イノシシ肉のステーキではなくて、そういったチーズとかそういったソースをか

けて食べる、そういった食べ方もあるんですよというのが多分、試食会だったんだろうなという

ふうに思って私も食べさせてもらった、まさにそのとおりだなというふうに思いました。

最近のイノシシの捕獲数、先ほど町長のほうから答弁もありました。本当にたくさんとれてる

んですね。西伯地区で４８３頭、会見地区で１５７頭ということでなんですけれど、実は前回の

ジビエ振興についての取り組みについてのが倉吉であった分のちょっと資料をもらった中で、全
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県下を見ましても、イノシシの捕獲、今から１０年ぐらい前ですと、イノシシの有害時期に捕獲

されたものが２５４、それから狩猟期に捕獲されたものが８１４、０６８。そして２７年

度の実績が書いてありました。有害時期にとれたのが３５１、狩猟期が０２０ということで、

要するに有害として捕獲される、要するに狩猟期といいますと１１月の１５日ぐらいから２月の

１５日ぐらいまでですか、だったと思うんですけど、それ以外に捕獲される量が非常にふえたと

いうのが現状で、その時期ですと３倍以上イノシシがふえてるというのが現状なんですけれど、

多分それは山の姿がだんだん悪くなってきて餌がなくなってきたから、多分、里のほうにおりて

きてるんじゃないかな。こちらに、西伯、会見地区のとこを含めて南部町についてはやっぱりそ

ういったような現状なんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。今言われますように、南部町、有害時と狩猟期の具

体的なとれた時期っていうものを今ちょっと持ち合わせしておりませんで、ちょっとお答えかね

ます。申しわけありません。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 多分同じ現状だと思うんですよね。実はジビエにするには、この

冬の時期にとれた肉が実は一番おいしくて、一番今とれる時期の肉は余りおいしくないというふ

うに料理長も言っておられました。そういった中で南部町は、学校給食にこのイノシシ肉を提供

しておられます。ことしの１月２７日に提供してるということで、ちょうどこの資料にも書いて

あるんですけれど、このイノシシを提供しようと思われた理由、そして子供たちの反応について

はどうだったんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務・学校教育課長、見世直樹君。

○総務・学校教育課長（見世 直樹君） 総務・学校教育課長です。食育ということで、地元の野

菜とかそういう肉とかを使う給食に南部町は本当に取り組んでると思います。直接子供に食べた

感想とかは、その１月ですか、聞いておりませんけども、特にマイナスの言葉とかそういう反応

とかは全く届いてはおりません。

○議長（秦 伊知郎君） 板井議員、時間が少なくなりました。まとめる方向で質問してください。

板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） まとめたいんですけど、もう一つ。一つの中に、イノシシ肉は高

価であるためなかなか使いにくいということが、実はこれに書いてあるんです。どんどんさばく

ことができていけば多分安くできるでしょうし、逆に言えば、学校給食で出すならば、食材提供
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で１５％の手数料のうちの１０％払ってるように、これに対しても支援をしてでも子供たちにジ

ビエ料理を食べさせたい、１年間に１回でも２回でも３回でも食べてもらいたい、そういったよ

うなことって考えられないんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長。（発言する者あり）

○議員（８番 板井 隆君） いや、支援してるのは教育委員会。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、答えますか。（発言する者あり）

総務・学校教育課長、見世直樹君。

○総務・学校教育課長（見世 直樹君） 総務・学校教育課長です。本当に高価ということで、な

かなか給食１食の値段というのも限られておりますので、でも子供たちのために、そういう地域

を愛するという愛着力とか将来のことも考えて、そういう面も今後考えていきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 実はその高価ということは、給食ばっかりではなくて、全日空ホ

テルの調理長とかも言っておられるのは、高くて使えない、高いものをもうちょっと安くできれ

ば、提供してもらえれば、もっともっと料理のメニューの中に加えていくことができますよ。そ

こで必要なのが、その捕獲して解体したものを貯蔵したりとかそこで加工したりする施設をつく

ろうというのが、今の食のみやこ推進課の考え方なんです。それを西部の地域が一つになってや

っていけば、県としてもしっかりと支援をしますということもはっきりと言っておられます。町

長に、そういったことの先頭に立ってほしい、ほかの町村がするならぜひとも私たちもするので

はなくて、そういったことを町長が先頭に立ってやってほしいというのが私の最後のお願いなん

ですが、どうなんでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私もイノシシは嫌いではありませんし、昔は何か薄

暗いところで、これどこなのっていうような部位を食べさせてもらったのが非常においしかった

と思っています。

ただ一方で、安全性だとかそういうものを確保するためには、やっぱり一定のルールというの

がないと、ジビエを一般の食肉流通の中に持っていくことはできないだろう、また、それが高く

なってるもとだろうと思っています。一般的にはＮＰＯ法人日本ジビエ振興協議会というのがあ

って、そこが非常に厳しい流通ルールといいますか、ガイドラインをつくっております。その一

定のルールにのっとって狩猟をしたものを流通にのせるという手法を本当にこれから先できるの

かどうかというのは、その道のやっぱり専門家の皆さんたちにお伺いしなくちゃいけませんけれ
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ども、一般的にそういう食材で、今言われるトレーサビリティーですか、いつ誰がとってどうい

う状態の肉が今誰の口に入るのかというところを確保するというのは、山でとってるものですの

でやはり非常にそこが、単価を高くしてる原因はそこなんだろうと思ってます。何でもいいとい

うわけにはならない。今進んでるところでは、捕獲までその会社がやると。生きてる状態で呼ん

でこいと。何月何日、どこで誰が撃ったと、撃ち落として何日にこういうぐあいに処理をした肉

だと。そのぐらいまでしないと、今言われました一般流通のレストランで今度は買ってもらわな

くちゃいけないわけですから、そういうトレーサビリティーまで生かしたような流通ルール等が

できるかどうかということが一つの課題だろうなと思っています。

もともとジビエは、ヨーロッパのほうで鉄砲を撃つおじさんのところにお金持ちたちがこぞっ

てそのシーズンに行って、カモならカモの非常にあの臭みのあるにおいを食べるというぜいたく

な楽しみ方なんだそうですから、本当はそういうところで鉄砲の玉が一つぐらい出たぐらいで大

騒ぎをしないようなのがあれでしょうけども、日本でそんなことが起きましたら大騒ぎになるわ

けでして、ぜひともその辺の方向から、もし課題が克服できるようなことを県下の中でもできる

ということであれば、ぜひともそういう方向でやってみたいなと思っています。北海道のほうで

はイノシシの缶詰みたいなことを町でやってるとこもありますしね、いろいろな支障があると思

いますけども、まずは売るためには安全第一でないといけないと、このように思ってます。よろ

しくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 最後、お願いだけして終わりたいと思います。

いみじくも緑水園の社長のところに話しに行ったときに言っておられました。たくさん解体を

してくれって持ってこられるんだけど、要は玉が入ってたりとか、血がどこで抜けてるのか、そ

れによってはもう全く品物にならない。ぜひ狩猟される方にそういったことの講習もして、そし

て安全な肉を提供してもらえればそれなりの実績も上げていくことができるでしょうということ

を言っておられました。

それと、ＨＡＣＣＰって御存じですか、御存じですか、ＨＡＣＣＰって、これ書いてあるんで

すけど。（発言する者あり）はい。今、町長言われたのはこのことも大きく含まれてると思うん

ですけれど、やっぱりそういったところもどんどん取り入れてやっていこうと今やってるのが食

のみやこ推進課であります。ぜひともそちらの方向にも思いを向けていただいて、地元の肉が少

しでもたくさん一般の方の口に入り、それがひいては生産者の方の少しでも農家の被害が防げる、

そういった状況に持っていっていただけますようによろしくお願いをいたしまして、私の質問を
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終わります。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で８番、板井隆君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとりたいと思います。再開は２時４０分にします。

午後２時１８分休憩

午後２時４０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

４番、長束博信君の質問を許します。

４番、長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ４番、長束博信です。議長より発言の許可をいただきましたので、

通告に従い３点の質問をいたします。

まず１点目ですが、法律の施行についてであります。

昨年１２月９日に、部落差別という言葉を初めて法律に盛り込んだ部落差別の解消の推進に関

する法律が成立し、１２月１６日に施行されました。この法律は、現在もなお部落差別が存在す

ることを認め、その解決に当たっては部落差別を許さない社会づくりが重要であるとした内容で

あります。この法律の意義については、１つ、部落差別が現在もなお存在すると認めたこと、２

つには、部落差別が許されないものであることを明記したこと、３つには、部落差別の解消とい

う目的を明記したこと、そして４番目には、部落差別の解消のための施策実施を国と地方公共団

体の責務と明記したことであると私は理解をしております。さらに具体的な施策についても明記

をされているところであります。この法律の意義について、町長並びに教育長の見解についてお

伺いをいたします。

そして、法律が具体的な施策を示している３本の柱である１つに、相談体制の充実を図る、２

つに、必要な教育、啓発の実施、３つに、部落差別の実態に係る調査、このことについて南部町

では今後どのように進めていくのかお伺いをいたします。

次に、２点目ですが、働き方についてです。

報道によると、国のほうでは、働き方改革といってあらゆる方面で改革を推し進めています。

同一労働同一賃金という言葉を総理大臣が国会で何度も述べており、地方においてもさまざまな

働き方がある中で、その仕事の特性や内容によって逐次見直しを図っていくべきと思います。特

に中小零細企業の多い町村において、役場という職場は働く町民の注目の職場でもあります。行
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政の職場が変われば、町内の働く職場環境も徐々に変化してくるものと考えます。無駄の排除、

縮小、機械化などによる省力は既に取り組んでいることと思いますが、とことん省力すべきは省

力し、つぎ込むべき業務、仕事には、一時的な労力を追加するなどして迅速な業務の進行につな

げていくことが必要だろうと考えます。勤務時間や勤務形態など民間手法をも考慮に入れるよう

な改善も地方行政から取り組み、変えていき、真に地方から働き方の改革につながり、働いてい

て楽しい職場になればと考えますが、働き方について町長の見解についてお伺いをいたします。

また、個別で具体的な内容について、以下の点についてお伺いをします。１つは、南部町職員

の正規職員と非正規職員の比率はどうなっているんでしょうか。２つには、職員の残業の実態に

ついて、どのような状況なのかお伺いをします。３つには、あわせて教職員の労働実態について

もどうなっているのか確認したく、お尋ねをいたします。

次に、３点目でありますが、里地里山についてであります。

今回の定例議会開会に際しまして、議長より、今月は環境月間であり、このすばらしい里地里

山を後世に引き継ぎたい、このように御挨拶があり、同じ思いでありまして感銘を受けたところ

であります。

さて、環境省が、平成２７年１２月に南部町全域を生物多様性保全上重要な里地里山に全国で

５００カ所指定のうち、町全体では７カ所、西日本では唯一の指定とされたこの自然豊かな南部

町。私は里地里山とは、農山村に住み、営み、その自然と一緒に暮らせる文化だと考えています。

ここに住みついて暮らしてきた先人たちが何代もかけてつくり上げてこられたこのすばらしい農

山村の里地里山を守り、将来に向けてどのように維持、継続していくのか。難しい課題かと思い

ますが、基本的な考え方を町長にお伺いします。

具体的な項目としては、１つに、里地里山の定義についてどのようにお考えなのかお伺いしま

す。２つに、５年後、１０年後、さらに２０年後にどのような南部町の姿を想定しておられるの

か、３つ目には、里地里山の農山村文化を継承していく担い手づくりはどのように考えておられ

るのか、また、その方策についてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問をいたしますので、見解について御回答いただきたく、よろしくお願い

をいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、長束議員の御質問にお答えいたします。法律の施行について、

働き方について、里地里山についての御質問をいただきました。教育関係の質問もありましたが、

働き方の教職員の労働実態についての確認したい、このことにつきましては教育長のほうから答
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弁をしていただきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まず、法律の施行について御説明を申し上げます。

まず、部落差別の解消の推進に関する法律制定の意義について、どう受けとめるのかというこ

とでございます。部落差別の解消の推進に関する法律の第１条には、現在もなお部落差別は存在

すると明記されました。部落差別の存在を公的に認知したことは、差別の解消に向けて大きな一

歩を踏み出すものであり、極めて意義深いものと認識しております。昭和４０年の同対審答申に

思いをはせながら、部落差別はもとより、あらゆる差別のない社会の実現にリーダーシップを発

揮してまいりたいと考えております。

また、この法律には、地方公共団体の責務として、国との適切な役割分担を踏まえて国及び他

の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものと定

めています。町としましても、これまでもさまざまな施策を講じてまいりましたが、引き続き本

法律の趣旨を踏まえ、取り組みの充実、強化に取り組んでまいりたいと考えています。

次に、法律に示された３本の柱、１つ、相談体制の充実、２つ、必要な教育、啓発、３つ、実

態調査の実施について、今後どのように進めていくのかというお尋ねでございます。

この部落差別解消法には、御質問いただきましたように、地域の実情に応じた相談体制の充実、

人権教育及び啓発の実施、部落差別の実態に係る調査の３つの取り組みが示されています。

まず、１つ目の柱である相談体制の充実についてでございますが、本町では２つの隣保館にそ

れぞれ職員を配置し、担当地域の相談に応ずるとともに、専任の生活相談員１名を配置し、地区

内相談への対応をいたしております。平成２８年度の相談内容を見てみますと、独居や見守りに

関することが圧倒的に多く、生活や就労、健康や福祉に関することが続いています。人権にかか

わる御相談は極めて少ないのが現状であります。また、人権擁護委員による人権相談窓口であり

ますが、平成２７年の鳥取県人権意識調査によりますと、人権についての相談を市町村の人権相

談窓口で行った人は、人権侵害があると感じている人の約 ２％となっております。何の相談が

どこでできるのか、米子法務局の相談窓口とも連携しながら相談窓口開設の情報をしっかりと発

信していくとともに、いただいた御相談を解決へ導く他機関との連携についても充実、強化して

いかなければならないと考えています。

柱の２つ目は、部落差別を解消するための人権教育、啓発の実施であります。本町では現在、

年６回のミカエル・セミナーを通じて身近な人権課題について学ぶ機会を持ち、そのうち１回は

必ず部落差別の問題についての学習に取り組んでいただいています。また、議員もよく御承知の

ように、地域での人権学習の場でも同和問題について学ぶ機会を持っていただいています。また
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今年度は、県が作成いたしました部落差別解消法のＣＭを、部落解放月間中になんぶＳＡＮチャ

ンネルで放映することとしています。このたび制定されました部落差別解消法の徹底周知を図っ

ていくことが、当面の極めて重要な啓発活動だと考えております。

３つ目の柱は、部落差別の実態に係る調査であります。本町では、平成２８年度に南部町にお

ける部落差別をはじめあらゆる差別をなくす基本実施計画を改定し、重点項目の一つとして町民

意識調査と実態調査の実施を位置づけております。県の動きとも連携しながら平成３０年度の実

施に向けて取り組みを進めてまいります。

お答えしてまいりましたように、昨年１２月、現在もなお部落差別は存在すると明記された部

落差別の解消の推進に関する法律が制定されました。部落差別はもとより、あらゆる差別のない

まちづくりへ向け、町民の皆様お一人お一人の御理解と御協力、できることからの一歩をこの場

からお訴えし、答弁とさせていただきます。

次に、働き方についての御質問でございます。

国が推進しております働き方改革においての同一労働同一賃金、民間企業に限定するものでは

なくて、公務員も含めて適用されます。平成２９年５月１７日に地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律が公布され、地方公務員の臨時・非常勤職員の任用に関する制度の明確化と、

労働者性が高い非常勤職員にあっては期末手当の給付に関する規定が整備されたところでござい

ます。この改正法の施行は平成３２年４月１日となっておりますので、南部町としてもこの改正

法に則した条例、規則の改正を行い、適正な非常勤職員等の任用を努めてまいります。

南部町の正規職員と非正規職員の比率ですが、西伯病院を除く正規職員数は６月１日現在で１

２３名となっております。週３８時間勤務の非正規職員は５３名であり、これは週に５日程度勤

務されている非常勤職員の人数ですので、全体に占める割合は３ １％、これに臨時職員１３名

を加えますと３ ９％となります。国の補助事業による雇用や育児休業等の代替職員も含めます

ので、この比率については年度により変動がございます。

なお、広報なんぶ５月号において、南部町職員構成表を掲載いたしております。掲載されてい

ます非常勤職員数は、考え方として原則週２０時間以上の者としておりますが、正規職員が配置

されていなくても部局があれば、仮に当該時間数未満であっても掲載しておりますことを御理解

いただきたいと思います。

次に、職員の残業の実施についての状況ですが、平成２８年度実績において、時間外勤務時間

数は５１５時間、勤務に従事した職員数が８１名であり、１人当たり約５ ７時間、月平均し

ますと ６時間の時間外勤務となります。課別で見ますと、１人当たりの年間勤務時間外勤務が
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最も多い課で１１３時間、月平均 ４時間となります。平成２８年度には参議院議員選挙及び町

長、町議会議員選挙事務がありましたので、全ての課において例年と比較して時間外勤務の時間

数は増加しています。職場全体の月平均と最も時間外勤務の多い課での月平均に２倍程度の差が

ありますが、これは課の人員構成や突発的な災害等によって増加したものと考えられますので、

現状において、限定された課に過重な負担はかかっていないものと考えております。今後も職員

の勤務実態の把握を行い、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて取り組んでまいります。

もう１点、里地里山についての御質問にお答えいたします。

里地里山の定義はどのように考えてるのかとの御質問でございますが、里地里山とは、森林や

川、農地などの豊かな自然環境と人々の暮らしが密接にかかわりながら維持された、自然と暮ら

しが調和した地域を指すのだと考えます。南部町は、自然の恵みと人間の生活が調和し、豊かな

生態系が育まれていることが評価されたものと考えております。

次に、５年後、１０年後、さらに２０年後をどのような姿を想定してるのかとの御質問でござ

います。里地里山の指定を受けた南部町の姿を、未来にわたり子供たちの世代へ伝えていかなけ

ればなりません。そのためには、一定の人口を維持し、農林業が続かなければならないと考えま

す。そのための対策を練っていくことが必要であると強く感じております。

次に、里地里山の農村文化を継承していく担い手づくりはどのように考えてるのかとの御質問

でございます。山間地の農地を初め、果樹、林業につきましても後継者不足が顕著であり、高齢

化問題とあわせて頭を悩ませる問題であると思っています。このような中でどうすればよいのか、

農地をいかに将来引き継いでいくのか、農業をいかに継承していくのか、解決に向けた取り組み

は、集落営農組織のような地域住民の総意で克服していかなければならないと考えています。地

域振興協議会とも連携を密にし情報提供していきながら、集落のリーダーの育成や経営支援をし

ていきたいと考えております。町はもとより集落や地域を挙げて話し合うことが特に重要であり、

その過程で必ず地域の活性化につながるものがあると考えますので、まずは話し合いと人材づく

りを進めていきたい、このように考えています。

残りました課題につきましては、教育長のほうから御説明申し上げます。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教職員の労働実態について御質問をいただきました。要旨は、いわゆ

る教職員の時間外勤務の現状であります。その点からお答えをしてまいります。

県教育委員会は、教職員の勤務実態把握の観点から、昨年９月、１カ月間の公立小・中学校全

教職員の時間外勤務の現状調査をいたしております。調査結果につきましては新聞報道もされた
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わけでありますが、１カ月の平均時間は小学校で約５０時間、中学校では約６０時間でありまし

た。本町では、小学校が約４４時間で６時間余り少ない現状にありました。一方、中学校では約

７５時間でしたので、県平均を１５時間余り上回っております。特に中学校においては、教職員

の４分の１に当たる９名の教員が月１００時間を超えており、校長の管理監督のあり方が問われ

かねない現状にあると認識をいたしております。

本町では、教職員の多忙化問題を踏まえ、５年前より各学校のあけ閉め時刻やその者を月単位

でチェックをし、校長会を通じて時間外勤務に対する教職員の意識改革や適正な事務分掌につい

て指導をしてまいりました。詳細な説明は省かせていただきますが、こうしたことを継続してき

たことによって、小学校においては一定の改善が確認できており、先ほど申し上げたような結果

につながっているのではないかと受けとめております。

誤解があってはいけませんので、時間外勤務の実態をもう少し丁寧にお話をしておきます。平

均時間数は先ほどお答えをしたとおりでありますが、全員がそれだけの時間、毎日超過勤務をし

ているというわけではありません。どちらかといえば、ある限られた教職員の勤務実態が数値を

押し上げている現状があると考えております。中学校においては、部活動に熱心な教師や生徒指

導の担当教員が多くなりがちであります。また、小・中学校に共通して言えることは、それなり

の立場にある中核教員や経験年数の浅い若手教員が遅くなりがちであります。課題だと思ってい

ますことは、分掌事務の量にかかわらず、時間観念が極めて薄弱な教職員が一定程度いるという

現実であります。退庁時刻が２２時、２３時を超える日が少なくなく、日によっては翌日になる

者もおりますが、いずれもある限られた教員であると言わざるを得ません。また、この学校あけ

閉めチェックにより、小中ともに年間を通じて週末に学校があかない日がほとんどないことも見

えてまいりました。特に中学校では、部活動のあり方が教職員の負担感につながっていることは

別の調査でも明らかであります。今年度より両中学校ともに毎週水曜日を部活動休養日といたし

ました。部活動そのものを外部に委ねられないか、こういった点についても研究を始めたところ

であります。小手先の見直しでは対処できない現場の実態を感じております。学校というある種

特異な職場環境であることを加味しても、なお一層の校内での業務改善や勤務に対する教職員の

意識改革が必要であると認識をしています。

働き方改革が社会の大きな課題となりつつある今日、教職員の意識改革は喫緊の課題でありま

す。学校の多忙化の原因は極めて多様であり、現場の責任でないことも数多くあると考えますが、

一方で、多忙感や多忙化につながっている日々の業務や会合、研修等を意識的に見直す努力や学

校マネジメント改革等、学校独特の風土に風穴をあけていく実行力も現場教職員には求められて
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いると考えています。県教育委員会が進めております業務改善の取り組みとも連動しながら、多

忙感、多忙化の解消、勤務時間の縮減に教育行政としての責任を果たしてまいりたいと考えてお

ります。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君の再質問を許します。

長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ただいまの種々の答弁、ありがとうございます。再度伺わせてい

ただきたいことがありますので、よろしくお願いをいたします。

まず、法律の地方行政及び関係機関との認識の共有でございますけれども、西部地区では西部

地区人権・同和教育振興会議なるものが設置されておりますので、ここで認識及び施策の共有化、

こういうことは図れる体制にありますけれども、中部や東部がどういうぐあいになってるのか、

県レベルでの共有化はできるんだろうか、どうだろうかなというのでありますね、この辺、御承

知であればお聞きしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。今の議員さんおっしゃられますように西部地区

は振興会議なるものがありまして、行政、高等学校も含めた教育関係、運動団体の皆さん方とい

うことで、さまざまな連携をとりながら施策を進めております。中部、東部にはこの組織はない

というような現状であります。したがいまして、御指摘の点については県の教育委員会のほうで、

私が県の教育の方向性を言うわけではありませんけども、恐らく何らかの場面を通じまして、こ

のことについて研究がされていくものだろうというぐあいに思っています。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 共有化の幅ですね、取り組みの幅、これらを広げていくという意

味においては、やはり、私の希望ですけれども、南部町から働きかけていただいて先ほどの振興

会議に、実は私は思ってるんです、常々思ってるんですが、隣保館の担当者や有識者、それから

専門家などを加えていただいて、これが連絡協議会のような形になればいいなというふうに思っ

ています。こんな感じでぜひできたらいいなと思っております。ぜひこの辺を検討、働きかけを

やっていただけるとありがたいなと思ってます。いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。議員さんのおっしゃられるお気持ちといいまし

ょうか、そういうものは理解をいたしております。現在のスタッフといいましょうか、構成員の

中で、行政関係の研修であったり、あるいはＰＴＡ関係者への研修であったり、さらには教職員
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の研修会であったり、こうした事業を取り組んでおります。このたびの法律制定を受けまして、

この組織のあり方について皆さん方と議論をしながら、またそういう点についても意見交換をし

てみたいと、そういう提案については進めていきたいというぐあいに思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 長束です。ありがとうございます。

次に、個別のことについて再度お伺いをしたいと思います。

相談体制の充実ということで、先ほど町長からいろいろ御答弁をいただきました。いろんな自

治体によって、事情が各地域によって違うだろうというのは当然だと思いますけれども、基本は

実は同じだろうというふうに私は思ってまして、そこでですが、例えば相談体制の充実という意

味において、県下一斉に、相談員さんというのがおられますけれども、相談、その研修会を開催

されたらどうかなと。例えばいろんな基本的な項目があるわけですが、各地域によって偏重して

るわけですね。だからいま一度この法律ができたそのことによって、やはり姿勢を正すというわ

けじゃないですけれども、いま一度この相談のことについて研修会、こういうのをやられたらど

うかなというふうに思いますが、どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。木曜日でしたか、西部地区の同和対策協議会という

ものに私も委員として参加しておりまして、そこの席でもこの相談員の問題が出ました。多様な

問題があって、極めて個人的な方へ、自分は実はあのときに差別を受けたとかですね、こういう

問題についてはなかなかこの地域の中では表に出せない時代になってきてるなという意見が、こ

の前そこでもあったところでございます。時代とともにその相談内容や課題も変わってきておろ

うと思いますし、今、私の所属しますここの部門でお声をかけてそういう研修会ができるのか、

または教育委員会が所属してますそういう部門でやるべきなのか、検討はしながらも多様なとこ

でそういう勉強会というのは必要だろうと思いますので、もし現在そういうのが積極的にやられ

てないのであれば、県西部単位ぐらいでやっていただくということは声かけはしてみたいと、こ

のように思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 長束です。ぜひ声かけをしていただければありがたいなと思いま

す。

それで、実は相談員への相談というのが、地区によって話しづらいというのをちょっと伺って

おります。これを充実させるために、各地区にといいますか、その人員増加するようなお考えは
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ないでしょうかね。話しづらいちゅうのが実は根底にあって、相談したいんだけど話せないとい

うのが切実な、先ほど町長も表面に出したくないというのは多分その辺から来てるのかなという

気はしますが、他町村においては全地区におられます。南部町だけが兼任ということですのでね、

この辺についてお聞かせいただくとありがたいなと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 長束議員に今お聞きしましたことは、私も聞いております。ただ、直接

人件費にかかわる大きなお金の動く問題でございますので、私の町長の一存だけでできる問題で

はございませんで、いろいろな多様な御意見も聞きながら実態を調査すると、このような答弁で

御勘弁いただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） そうしますと、２つ目の必要な教育、啓発の実施でございますけ

れども、行政職員がどのように周知しておられるのか不明でございますけれども、法律そのもの

は長いものではございませんので、まず職員の周知徹底という観点から、朝礼時に読み合わせみ

たいなことをされたらどうかなと思ってますが、いかがでしょうか。法律自体は第６条までしか

ございません。紙、このＡ４、１枚に入りますので、ゆっくり読んでも５分程度だと思います。

行政の各課、それから出先機関でもあわせて実施していただくと、取り組みの幅が一層深さを増

すかなというふうに思ってます。もう既に取り組んでおられたら、その辺の状況もあわせてお聞

かせいただくとありがたいと思います。どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。議員のおっしゃることもよくわかりますが、この今

回の部落差別解消法の考え方としては、障がい者、障がい差別の防止に関する法律ができており

ます。それからヘイトスピーチの問題に関する防止、それとこの部落差別というものは３本立て

だというぐあいに私は認識しております。したがいまして、部落差別ばっかりのことではなくて、

全てこの３つについて行政職員は少なくとも十分な認識は必要だろうと、このように思いますの

で、総務課で研修だとか何らかの研修とあわせてだとか人権研修も含めて、ぜひこの３つの法律

についての周知徹底を図りたいと、このように思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ありがとうございます。ぜひ研修で広めていただきたいと思って

おります。

もう一つ、学校教育の中で若い先生方の同和教育に関する理解、これが十分ではないんではな

－７２－



いかというような御意見も一部ございます。これについては適切な対応をお願いしたいなと思っ

ております。また、南部町では人権会議を設置してさまざまな取り組みを、先ほど町長からも御

答弁ありました、法律制定を絶好の機会と捉えて、講習会、研修会、追加的な活動を、積極的と

なるように期待をしております。ぜひよろしくお願いをしたいと思います。

そこで、部落差別をなくす基本計画、平成２８年から３２年までの実は３年、４年か、これは。

実はその前に１５カ年の取り組みがございますが、それの最終期間ということでございまして、

法律制定されたことでの追加対応、こういうことも入れ込んでいただくと非常にありがたいとい

うふうに思いますので、ぜひお願いをしておきたいと思っております。

それからもう１点、同和問題等に関する差別事象に対しての対応マニュアルというのが新しく

このたび制定されておられますが、職員の対応はもとより、行政関係ですね、出先機関、どこに

電話等の問い合わせがあるかもしれません。そういう対応する必要があるというふうに考えます

ので、しっかりとこの辺を研修していただいて対応がとれるように、ぜひお願いをしていただき

たいということです。このあたりについては計画的には入ってますでしょうか、お尋ねをいたし

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。先ほど今、対応マニュアルの関係で御質問

いただいております。教育委員会のほうでも出先機関たくさんありますし、施設のほうを指定管

理者にもお願いをしてる施設もあります。その辺で、やはり指定管理者の方にも毎年最低１回は

そういう対応マニュアルに基づいてのきちっとした研修、対応を、誰がかわってでも同じような

対応ができるような格好にお願いをしておりますので、引き続き指定管理者、あと出先の関係も

同じような体制で取り組んでいきたいというふうに考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、唯清視君。

○総務課長（唯 清視君） 総務課長です。先ほど申されました研修なんですが、ことしの８月

の下旬には予定しておりまして、職員に研修する予定でございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ３つ目の部落差別の実態に係る調査ですが、１２月の定例会でも

質問しましたけれども、差別に関する意識、これが一般地区においても必要ではないかなという

ふうに考えております。町長からも答弁がありましたように、定点観測というようなことも考慮

に入れたものとしていただくと非常にありがたいなと思っております。

また、前回の実態調査、平成２３年ですかね、これですが、このときの結果では、実態調査で
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は、差別体験者が３ ５％、その前の実態調査よりも ５％悪化しておった実態がありました。

したがいまして、この差別の実態を明らかにすべきではないかなというふうに私は考えておりま

す。すなわち、どのような差別を受けたのか、匿名で差別の内容を聞き取りをして、項目ごとに

まとめて今後に生かせるようにすべきと考えております。実態調査については、先ほど平成３０

年に向けて実施をするというお答えをいただきました。この辺につきましてもぜひ県のほうとあ

わせて、地区ばっかりじゃなくて一般地区の方も、実際にそういう被害といいますか、差別を受

けておられるというのをお聞きしておりますので、ぜひその辺も考慮に入れていただくとありが

たいなというふうに思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 陶山でございます。先ほど申しました先週の木曜日のその会議で、実態

調査いつするのかということを県の担当者にも問いかけましたけれども、もう少し整理をしたい

と。いわゆる国が言い出してきておりますので、国と歩調を合わせて全国規模でこういう傾向が

あるということをするときに、県としてはその方向を同じものにしておきたいという思いもある

ようでございます。町としましては、とにかく３０年度にはしなくちゃいけないので急いでくれ

というぐあいに申し添えておりました。そういう状況もあるということをお含みいただきながら、

必要だと思っていますので、ぜひ前向きに進めたいと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 次に、働き方についてでございます。

先ほどいろいろ御回答をいただきまして、比率ですね、正職員が１２３名、それから非正規の

方が５３名、プラスアルファで１３名ということでございます。この比率が、私ちょっとわから

ないので教えてほしいんですが、こういうのはあるべき姿なのかどうか、何か決め事でもあるの

かなというふうに思ってますが、本来は全ての職員が正規であるべきだろうというふうに思いま

すが、そうもいかない事情だろうと思いますが、であるならば、処遇の改善につながる制度、こ

のたび何か提案、議会に議案として上がっておりますが、処遇の改善につながる制度、こういう

ようなものに設定できないか、私はぜひ設定していただきたいなと思っておりますが、５年間働

いても、あるいはそれ以上の経験があっても同じ給料の人、それから５年間を過ぎるとまた３種

から１種に下がると、こういうような、このたび、保育士さんですね、この春に処遇改善されま

したけれども、水平展開でどの職種でも適用されるべきではないかなというふうに思ったりして

おります。この辺についていかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、唯清視君。
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○総務課長（唯 清視君） 総務課長です。特に非常勤職員の処遇改善につきましては、３月議

会で一般職の非常勤職員の報酬改正を行ったところであります。また、さらに本議会におきまし

て特別職の非常勤職員の改定も予定して、既に上程しております。それから３月議会におきまし

て、一定の条件下の非常勤職員について、育休についてもとれるように条例改正したところでご

ざいます。以上のように処遇改善を図っております。御理解いただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） もう１点、ちょっと聞きたいんですが、この非正規職員から正規

職員、あるいはこういう約束があるかどうかわかりませんが、準職員みたいなものは、こういう

登用というんですか、採用というですか、そういう方策はないのかな、どうなのかなという気が

してまして、その辺を聞かせてください。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、唯清視君。

○総務課長（唯 清視君） 総務課長です。非常勤職員等を正規職員にできるかどうかという御

質問でしょうか。これは法律上、規定がないことを申し添えておきます。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 長束です。大変ありがとうございました。

そうすると、処遇の改善しかないということでございますね、そういう意味でいうと。条例改

定して非正規職員の処遇を改善していくと、こういう手法しかないということでございますね。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、唯清視君。

○総務課長（唯 清視君） 非正規職員を正規職員にということですが、非正規職員の方が公務

員試験を受けられて正規職員になることは可能であります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） 長束です。次に、職員の残業の実態、この辺を、いろいろござい

ましたけれども、いろんなばらつきがあろうかと思いますが、ぜひ平準化、あるいは土日にイベ

ントが多い職場とかこういうところは代休がとりづらいだろうと思います。代休取得時に代替の

職員がその職務を消化できるように、できるだけやっていただきたいなと思っております。また、

担当の職場の仕事の負荷が、もうその課の皆さんの共有化されてるかどうか、共通認識っていい

ますかね、いわゆる本人がホウレンソウみたいな、報告、連絡、相談みたいな、そういう仕組み

が、仕組みっちゅうか、日常の動きがそういうふうになってなければ、ぜひそういうふうにして

いただきたいなと思っておりますので、仕事が要するに一人で抱え込まずに楽しくできるように、

私がいなくてもあの人にお願いしとけばできるかな、１００％できなくても３割ぐらいやっても
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らっても十分助かるわけですから、そのようなことが皆さんそのチームの中で協力できてやって

いただけたらいいなというふうに思います。ぜひ御検討いただきたいと思ってます。

それから、先ほど教職員の労働実態についてお聞かせいただきました。大変苛酷な、一部の方

という御説明がございましたけれども、この辺をふだんから改善していただけたらなというふう

に思ってます。学校の先生は、どこまでが仕事でどこまでが残業かそうでないかというのがわか

りづらいだろうと思いますが、これが改善されて、先生本来の一人一人の生徒や児童に向き合っ

てこその先生だろうと思ってます。先生の一言や先生の助言で生徒の将来にいわゆる結びつく心

というですか、養われることを思えると、先生のそうした精神的な余裕といいますか、ゆとりと

いいますか、子供たちに向き合える状態を、とっても大事なんではないかなと、そういう心が大

事だなというふうに思ってますので、焦らず一つずつ改善していっていただきたいなと思ってま

す。ぜひお願いをしたいと思います。狙いとするのは、その改善が進んで、先生同士がお互いに

気軽に相談し合えて働きやすい楽しい職場になって、それができていくと、子供たちにさらに寄

り添って一緒に学校生活を過ごせる、これが一番ではないかなというふうに思うんで、ぜひこの

辺の改善を進めていただけたらと思ってます。

時間が余りありませんので、すいません、最後の３点目の里地里山ですが、私は、今現在農業

をやっておられる、山もそうですけれども、その方たちが何年続けられるかということを考えま

すと、今のうちに伝承できることはやっておかないといけないなというふうに感じております。

けさ方からたくさんお話がありました。営農集団あるいは法人化、こういうお話ありましたけれ

ども、これの限界があるというふうに私は思っております。そういう組織は、広い場所やあるい

は固まってる農地だとか条件の割といいところが取り組みやすいんですけども、なぜかいうと大

きい機械が入ったりします。ところが、大きい機械が入りづらいところ、狭い田んぼ、山合いの

田んぼ、細い田んぼ、こういうとこは敬遠されております。したがいまして、こういうところは

どんどん耕作されていかない、そういう傾向にあります。そして荒れていっております。その周

囲のあぜやけた、そして小川、水が入ってる。そういうところも当然荒れていきます。私はね、

２０年後、５年ぐらいはわかりませんが、２０年後には、現在の耕作放棄地、これが倍以上にな

るんじゃないかなというふうに危惧をしております。いや、もっとふえるかもしれませんね。い

わゆる里地里山の景観が崩れていく、こういうことですね。田んぼの今現在平地でも耕作放棄地

が発生しているような状況ですから、当然周囲の山も人の手が入らなくて荒れるがままの状態が

進んでいく、こういうのが見えてきます。

そこで、どうやって農山村文化の営みを伝承、継承していくんだろうかというふうに考えるん
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ですが、一つの案としまして、各地でいろいろやられてもいますが、農業の体験というのを保育

園のときから、保、小、中、高校生でそれぞれ内容の違う目的を持って継続的に体験してもらう。

私が勝手に言ってるんですけど、名づけて南部里地里山農学校なるものをつくって、ここで体験

してもらおう。この学校には、山合いの狭い田んぼ、それから山の手が入っていないところ、竹

の生え放題、こういうところを実習体験に使用して、いいところはたくさん登録されておりまし

て、年間を通じて実習体験を作業をしていただく。土づくりから収穫までをやり通す実習作業で

す。当然、肥料や消毒、草刈り、これらも体験してもらいます。この中で、これをやる上におい

て、里地里山はどうやって形成されてきたのか子供たちの年代とともに理解が進むように、そし

て将来の担い手につながっていかないかなというふうに私は思うようなところでございます。子

供のときに体験したことは、皆さんも御承知だと思いますが、一生忘れません。やり方などは地

元の専門農家や農業指導員、こういう指導のほかに、今現在いろいろやっておられますコミュニ

ティースクールなどとの連携もしていただいて、そういうこともやられたらいいのかなというふ

うに思っております。

もう１点、農業の専門家や経済界、学者などの知恵をいただいて、山合いの田んぼでも十分に

米以外の作物で収入金額の見込めるものがないかです。例えば最近でいうと、何かようわかりま

せんが、珍しいパプリカなんかがあるようでございますけど、パプリカだかとか、最近はやりの

ズッキーニっていうのが何かはやってるようですけど、サツマイモも何か違ったサツマイモもあ

りますね。こういうような、その他たくさんあると思いますけど、こういうようなものの栽培な

んかですね。そして、それらを生産する起業する人の発掘、これが大変だろうと思いますけども、

場所があって、つくれるものがあって、売れるもの、これがあれば生産は可能でございますから、

起業する人が出てくるんじゃないかなというふうに思ったりもしております。これをどうしてや

っていこうかというのを、里地里山起業研究会みたいなのをつくってやっていきゃあいいかなと

思ってます。今、里山デザイン機構ですか、そこなんかとタイアップしてもいいのかなと思った

りもしております。

拙い案でございますけれども、どうでしょうかなということです。いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。昔「限界集落株式会社」という小説がありましたけ

れども、まさにさっき言われた話を聞いて思い出しました。私は同様に、そういう多様な農業の

営み方によって、私はまだまだ可能性はあると思います。そういうことをしないと間違いなく集

落も滅びますし、地域が滅んでいく。そのことをどうやって皆様と危機を共有してアイデアをお
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互いに話し合うのかっていうところが、急がなくちゃいけないところだろうなと思っています。

むら・まち何とかという事業を今、振興協議会が、南さいはくがやってますし、賀野の振興協議

会もやってると思いますけども、米子の皆さんを集めてイベントをやって楽しかったねではなく

て、小さな田んぼの中で、そこを使って何が食べたいのかという町の人たちのニーズに合ったも

のをやはりこっちもつくらなくちゃいけないと。残念ながら、南部町でつくっているお米の品種

なんて３種類ぐらいなものだったんです。全国の中には何百種類というお米があるでしょうし、

その中のほんの一部しかやはり今までの流通上の中でつくらなかったし、つくれなかったし、つ

くろうという気もなかったわけでして、まだまだそういうところに新たな展開があると思うんで

す。今言われました消費者たちは、スーパーで多様な野菜を食べておられると思います。それが

もう顔の見える範囲で、あの人がつくった野菜が、自分のためにつくってくれたというんであれ

ば、やはり一定のお金をいただいてそれに応える。それがやはり町と村との交流ではないかなと、

このように思ってます。

そういうことをぜひ一つ一つの集落の皆さんと話し合いたいんですけど、なかなか体も身もも

ちませんので、ぜひとも一定の振興協議会等の皆さんと集まる機会をぜひとも早急つくりまして、

そういう話をしながら、またアイデアを持ち寄りながら、将来にわたって集落やこの里地里山が

続きますように最大の努力をしていきたいと思っています。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ありがとうございました。

町長も今言われました。何もしなければやっぱり里地里山は、初めに述べましたように崩壊し

てまいります。里地里山に指定していただいたわけですから、これを維持、継続していくために

も、その施策と、私が思ってるのは経済的なやっぱり裏づけが要るだろうというふうに思ってお

ります。

ここで、ぜひ町長に汗かいてほしいのは、県及び国、ここに指定を受けた、南部町ばっかりじ

ゃなくてほかにもたくさんあるわけですから、ほかの自治体さんとも協力していただいて、もう

ぜひこの予算要望していただいて、こういう施策にこういうものを使いたいんだというやっぱり

活動が活発にできるように働きかけを、対外折衝を町長にしていただきたいなというふうに思っ

ております。どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） そういうネットワークもとても大事だと思います。私が一番焦っており

ますのは、１年に１歳ずつ皆さんが年をとっていきますので、一日も早く地域の中で、地域は捨
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てたもんじゃないということを、どうやって人を動かさせてお金にしていくのかということ、や

はり残念ながらお金がなければ地域は維持できません。蛍がきれいだったねでは蛍は守れないと

思いますし、オオサンショウウオがすごいねでは地域は守れないと思うわけです。先日来たイン

ドの富裕層の話をしましたけども、南部町ではそれだけのすばらしい財産があると。富裕層はお

金を使ってでも南部町に来たいという状態をつくれるかどうかだと思いますね。お金をどうやっ

て落とさせていくのか。蛍を見に来た人たちがどうやってお金を落としてくれるようにするのか。

そういう仕掛けと、やはり農業や林業という一番大きな基盤というものを捨ててはなりませんの

で、そういうことをどうやって継続させていくのか、知恵も絞りたいですし、もしそういうネッ

トワークができるものであれば、ぜひそちらのほうにも汗を流したいと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） ありがとうございます。ぜひ町長に頑張っていただきたい、汗か

いていただきたいと。

それともう一つ、里地里山とは直接関係ないかもしれませんけれども、関連で、町道の草刈り

でございます。いろいろ今お願いをしてると思いますけれども、地元の集落の方たちがやってお

られるんですけども、とっても高齢化されて、刈る長さが長い、場所が大変いうようなことで、

そこでちょっと私が勝手に考えたんですけども、自衛消防団による草刈り応援隊、こういうのを

つくったらどうかなと思って。ボランティアが一番望ましいんですけれど、これだと多分参加が

非常に少ない。そこでやっぱり手当を出して町内全域の草刈りを実施する計画、この里地里山に

かけて、里地里山の景観を守る定め、こんなようなことを、さらにつくってやったらどんなもん

かなというふうに私は思ったりしてます。何かきっかけが欲しいなと思ってます。どこでも年寄

りが頑張ってるんです。大変なんですよね、ちょっとやればいいんですけど、たあっ、長いです

よね、あの町道の間の。非常にそれを見て大変だというふうに気がつきましたので、ここにちょ

っと加えさせていただきました。どうでしょうかね。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長です。町道の草刈りにつきましては、町道林道作業員で行

ってるところもございますし、それからふれあいサポート事業ということで燃料支給と除草委託

ということで行っておりますが、このふれあいサポートにつきましては、ちょっと制度の充実だ

とか見直しだとかということが行政要望を通じて届いておりまして、少し見直しをしていくべき

時期になってきているのかな、それは集落の高齢化に伴って作業をする方が大変負担になってき

ているということがありますので、そういう行政要望にお応えする形での見直しというのを前向
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きに考えていきたいと思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 終わりです。いいですか。（発言する者あり）

長束博信君。

○議員（４番 長束 博信君） すいません、時間がオーバーしそうでございます。最後に、まと

めといいますか、時間がないんで。

最初に戻りますけれども、部落差別解消法の制定、施行に伴い、認識共有と積極的な活動の推

進において、南部町がその旗振り役をぜひともお願いをしたい、要望です。

それからまた、働く職場環境の改善には、日々改善、改革の目、働く人の目線を持って取り組

んでいっていただきたいなというふうに思ってます。それが地域への波及効果となって、町から

の働き方改革につながっていけばいいなというふうに考えます。

それから、里地里山の維持、継承には国の力強い後押しが必要だというふうに私は思いますの

で、町長には粘り強い交渉をぜひともお願いをしたい。

南部町に暮らす人たちを大切にして、活気ある町となるように、そして安心な環境と暮らし、

これをつないでいく、こういうまちづくりを目指していくことを確認して、私の質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で４番、長束博信君の質問を終わります。

自席に帰っていただきますように。

これをもちまして本日予定しておりました一般質問は終わります。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会議を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といた

します。

明日２０日も定刻より本会議を持ちまして、引き続き一般質問を行う予定でありますので、御

参集をお願い申し上げます。

以上で終わりにいたします。どうも御苦労さんでした。

午後３時４５分散会
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