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会議規則第７１条の規定に基づく合同委員会 

 

期 日  平成２７年６月１２日（金） 

時 間  午前１０時００分      

場 所  議   場         

 

１．開 会 

 

２．町長あいさつ 

 

３．合同委員会案件の説明 

  ＊総務厚生常任委員会所管 

   議 件 １ 

    説明事項 まちづくり総合戦略室設置条例制定について 

         機構改革に伴う今金町行政組織規則の一部改正（案）について 

 

    報告事項 今金・せたな風力送電線計画について 

 

４．その他 

 
○出席委員（１１名） 

１番 岸   徹 也 君     ２番 小 川 ひとみ 君 
３番 加 藤 三 明 君     ４番 向 井 孝 一 君 

     ５番 芳 賀 芳 夫 君     ７番 日 置 紳 一 君 
     ８番 村 上 忠 弘 君     ９番 川 上 絹 子 君 
    １０番 山 崎   仁 君    １１番 上 村 義 雄 君 
   （議長） 村 瀬   廣 君 
 
〇欠席委員（１名） 
     ６番 徳 田 栄 邦 君 

 

〇出席説明員 

     町       長            外 崎 秀 人 君 
     副 町 長            清 水   寛 君 
     教 育 長            中 島 光 弘 君 
     総 務 財 政 課 長            北 見 伸 夫 君 
     総務財政課長補佐            岸   貴 之 君 
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     まちづくり推進課長            山 田   薫 君 

     まちづくり推進課長補佐            山 田 哲 也 君 

     産 業 振 興 課 長            森   朋 彦 君 

 

○出席事務局職員 
     議 会 事 務 局 長            柏 田 泰 明 君 
     議 会 事 務 局 係 長            中 川 真 希 君 
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開議 ９時５５分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君）定刻より少し早いですけども、全員そろいましたので始めさせ

ていただきます。 

  ６月の定例会に向けた合同委員会の提案があり、きのうの議会運営委員会で行うこ

とになり、急きょ全員出席していただきましてありがとうございます。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちごあいさつを

お願いいたします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） おはようございます。 

  この間、議会の皆様におかれましては、第２回の定例会に向けましてそれぞれの常

任委員会でご審議賜ったことにつきまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。 

  本日、合同委員会をお願いしているところでございますが、案件につきましては、

まちづくり総合戦略室設置条例についてであります。 

  関連しまして、機構改革に伴う今金町行政組織規則の一部改正でございます。 

  また報告事項といたしましては、この間、情報をいただきつつ、その都度、情報説

明をしているわけでありますけども、改めて今金・せたな風力送電線計画についての

説明をさせていただきたいと思っておりました。 

  特に、１点目でございますけども、時々の情勢あるいは総合計画の策定等々の関わ

りの中から、常々どういう行政推進を行ったらいいかということでは、執行者として

悩みの多いところであるわけであります。 

  私が町長就任以来、このことについての大きな取り組みをした経過があるわけであ

ります。特に、平成１９年には、大変大きな機構の改革をいたしました。それまでに

は、１０課３局から６課３局という大きな機構改革であったわけでありますけども、

そのことがどういう事を意味するかといいますと、そのときの様々な議論なり意見な

りをいただいた部分があるわけでありますけども、先行きの見通しをどう見計らい、

機構改革をするかということであるわけであります。 

  加えて、もう１点は、職員がどんどん減少してきている。減少しなさいという国の

指導があったわけでありますけども、そういうことへの見計らい。加えて、特に減少

する中でも、事業の精査というものも当然必要なわけでありますが、ご存知のように

この間、決して事務量が増えているわけではございません。いまのところ大変職員が

少なくて、苦慮している状況には変わりないわけであります。 

  加えて、その後に国営の本部を設置したということで、室の設置により多くの職員

をそちらに移行しているわけでありまして、そういうことから大変、執行体制という

ものが難しい状況にあるわけであります。 
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  いま、まさに総合計画の後期計画の策定という時期でございますけども、これは

粛々と従前から進めていかなければいけないということで、様々な評価を含めながら、

精査をしながら取り組んできているわけでありますが、ここにきて、地方創生戦略計

画の策定ということが急がれているわけであります。新聞紙上でもいろいろなところ

の情報があって国あるいは道の段階あるいは市町村の段階でも様々な法令に特化し

たような体制を取っているわけでありますが、今金町におきましてもそのことに対す

る体制づくりをきちんと持っていかなければいけないという状況にあると判断した

ところであります。 

  取り分け、総合計画については、総体的な計画、後期計画になるわけでありますけ

ども、この地方創生戦略というものは、いわばプランも急がれますし、実行性も急が

れるわけであります。きのうも担当課の方で話をしたわけであります。町村会の臨時

町村会議の中でも話題になりました。今金町でもプレミアム商品券を行っていただく

ことに決定し、準備を進めているわけでありますけども、北海道から改めて１０億円

の財源が出たので、大至急取りまとめをしますので計画を出しなさいという指示がき

たわけであります。締め切りはきょうになっているわけでありますけども、その辺の

体制づくりをどうするか。時々の情勢、状況というものはすごく変わるわけでありま

して、そのときに１つの課でこれからも対応できるかと。地方創生戦略というものは、

具体的なものはまだ国から示されていないわけですけども、それに対応するためにも

きちんとした機動性のある組織体制を取っていく。加えて、各課の連携体制をとって

いくということから、今回提案しているところの室の設置をお願いしようとしている

ものでございます。 

  のちほど改めて、議員の皆様にということで所管を超えて、今回、合同委員会の方

にお願い申し上げたいと思っておりました。 

  もう１つでありますが、ジェイウィンドの関係でございます。 

  この間、申し上げております、電力というのは国民共有の、そしてこの町も様々と

協力をいただきながら恩恵をいただいているわけでありまして、原発がどうのこうの

という大きな課題・問題がありながらも、そこに向かって自然エネルギーの確保とい

うものも重要な要素ではないかなという認識を、この間、私も話をさせていただいて

いるところであります。 

  従前から、せたな町の町長、そして事業主体のジェイウィンドの方からも、こうい

う計画を持っているのだという話をいただきまして、議会の方にも知り得ている範囲

内の情報を今まで提供してきたわけであります。 

  その間、私の方からも見えない部分がありますので、早急に対応してくださいとい

うことで意見書も出した経過があるわけであります。５月にジェイウィンドの方から

大体の形が整いましたということで一定程度の計画をいただきました。このことに町

がどう対応するかということにつきましては、計画そのものの、事業そのものの協力

は全くやぶさかではない。あくまでも電力確保ということでは共有の大きな問題であ

るわけでありますから、そのことについては問題ないわけでありますけども、具体的
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にどういう形の中で、今金町として協力体制を取らなければいけないのかということ

になるわけであります。その１つには、今金町で持っている公有の敷地があるわけで

ありますけども、そちらを利用したいと。このことも明確でなかったわけであります

が、改めてまた道なり国の関係の敷地もあるわけでありまして、その辺の調整を図り

ながら今金町に具体的にこのくらい使いたいという方向性が出てきました。 

  面積というのと距離というのは違うわけであります。どのくらいの距離でどのくら

いの面積があってというのは、まだ深くはわからないわけでありますけども、おおよ

そ約９キロメートルの今金町の町有地の敷地をお借りしたいというような状況であ

るわけでありまして、そのことについての計画。このことの前提はあくまでも私は、

いまは聞き置く段階でありますけども、以前から申し上げておりますように、事業主

体のジェイウィンドさんがそこの地権者あるいは地先の方々に、きちんと理解・了解

をいただいた中で整備をしてくださいと。そのことをもって、町としてはそのことに

対する協力支援の手続きをきちんと取らせていただきたい。当然、事前の説明という

ことも必要なわけでありますから、住民説明をする前にまず議会に説明しなければい

けないという役割を私は持っていますのでということで、本日この機会に情報をいた

だいた部分につきまして、議会の方に情報を出させていただきながら、このことをも

ってジェイウィンドの方で地先地権者の方に説明をしていただく形になっているわ

けであります。 

  何度も申し上げますけども、いずれにいたしましても電力の確保ということは喫緊

の重要な課題であるわけでありまして、そのことをもって私の方では、以前から申し

上げております、先ほども言ったように、やぶさかではないという言葉でいま留めて

いるわけでありますが、具体的な方向性が出てきた段階で、協力体制に向けた努力を

して参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  この後に、詳しく説明をさせますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） 徳田君より欠席の届出があります。 

  ただ今の出席委員は１１名で、定足数に達しておりますので、会議規則第７１条の

規定に基づく合同委員会を開会いたします。 

  議件１、まちづくり総合戦略室設置条例制定についてを議題といたします。 

  なお、機構改革に伴う今金町行政組織規則の一部改正案についても関連があります

ので、一括で説明願います。 

  理事者の説明を求めます。 

  総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 議件１、説明事項、まちづくり総合戦略室設置条例制

定について。 

  また、関連の機構改革に伴う今金町行政組織規則の一部改正案についての説明につ

きましては、岸総務財政課長補佐が行ないますのでよろしくお願いいたします。 
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  なお、資料につきましては、総務厚生常任委員会、総務財政課資料で行いますので

よろしくお願いたします。 

〇委員長（川上絹子君） 総務財政課長補佐、岸君。 

〇総務財政課長補佐（岸 貴之君） おはようございます。 

  私からは、議件１の説明事項、まちづくり総合戦略室設置条例制定について、機構

改革に伴う行政組織規則の一部改正案について総務財政課提出の総務厚生常任委員

会資料に基づいてご説明させていただきますので、ご用意をお願いします。 

  まちづくり総合戦略室設置条例案についてでございます。 

  条例の概要でございますけども、昨年末に国で閣議決定された「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」に基づき、人口減少の克服、地方創生の推進など喫緊の課題を抱え。

全力でこの課題に取り組み、今金町総合計画（後期計画）との整合性及び行政改革の

視点を持ちながら、その実現に向けた重点施策を強力に推し進めるため組織に新たに

『室』を設置するものでございます。 

  （１）条例の規定内容といたしまして、第１条で室の設置を規定しております。室

の名称は、まちづくり総合戦略室とし、第２条において、室の所掌事務を規定してお

ります。まちづくり総合戦略室の所掌事務につきましては、１．地方版総合戦略の策

定及び総合調整に関すること。２．総合計画及び政策推進に関すること。３．行政改

革推進に関することとなってございます。 

  総合計画及び政策推進に関すること、行政改革推進に関することの分掌事務につき

ましては、まちづくり推進課企画政策グループから移管することとなっております。 

  なお、施行日については平成２７年７月１日となってございます。 

  （２）では、グループの設置等に関する規則の規定内容でございます。 

  第１条でグループの名称を総合戦略グループとし、第２条でグループの所掌事務を

地方版総合戦略の策定及び総合調整に関すること。２．総合計画及び政策推進に関す

ること。３．行政改革推進に関することとしております。 

  第３条では、役職を規定しており、室長、次長、主幹、係長等となっております。 

  ただし、役職、職については、必要に応じ置くものとしております。 

  施行日については、こちらも平成２７年７月１日となってございます。 

  ２ページをお開きください。 

  機構改革に伴う今金町行政組織規則の一部改正案についてでございます。 

  改正の概要でございますけども、観光まちづくりによる交流人口の増加とそれに伴

う地域産業の活性化を目的とした「今金町人流創生プロジェクト」が平成２４年度か

ら始まり、現在、まちづくり推進課企画政策グループで進めている事業と産業振興課

商工観光グループで進めている事業が連動している状況にあります。 

  更に、現在、商工会を中心に進めている地域力再生プロジェクトは、商工・農業・

福祉・教育全般にまたがることと、地方創生戦略の中心事業となることから、産業振

興課商工観光グループの分掌事務をまちづくり推進課へ移管することで、事業の効率

化を推し進めるとともに、新規設置のまちづくり総合戦略室と連携のとれた体制にす
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るために機構の一部の改革を行うものでございます。 

  規則の規定内容でございますけれども、改正前、改正後にアンダーラインを引いて

ございます。 

  第４条において、下記の表のとおり、産業振興課商工観光グループを、まちづくり

推進課へ移管いたします。 

  ３ページをご覧ください。 

  第５条において、課及びグループの分掌事務を規定しております。 

  先ほど、まちづくり総合戦略室設置条例案で説明いたしましたとおり、まちづくり

推進課企画政策グループの１．総合計画及び政策推進に関すること。２．行政改革推

進に関することは、まちづくり総合戦略室総合戦略グループへ移管いたします。 

  産業振興課商工観光グループの１．商工鉱業行政の企画及び総合調整に関すること。

２．企業誘致に関すること。３．労政に関すること。４．観光振興に関すること。５．

水産振興に関することの５つの分掌事務につきましては、全てまちづくり推進課へ移

管することとなります。 

  なお、施行日についてはこちらも平成２７年７月１日となってございます。 

  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君） ４番、向井です。 

  今回、機構改革に伴って、商工観光がまちづくりにいくということなので、私は大

賛成でございます。 

  常日頃からそうあるべきかなというふうに思っておりましたが、今回具体的に条例

改正を含めて出てきましたので、私は今金町にとっては大変よろしいことだなという

ふうに思っております。 

  そこで、これはあれですよね、それぞれの所管の抱えるもの、きちんとそこで区分

けをして、今度は総務の方に入るということですね。 

  そのことだけちょっとお聞きしたいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） お答えをいたします。 

  産業振興課で所管をしている商工観光グループを、まちづくり推進課にグループご

とそっくりと移行するということでありますので、そのような観点からは、総務厚生

常任委員会の所管に変わっていただくということが筋かなというふうに考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 上村君。 

〇１１番（上村義雄君） １１番、上村です。 

  総合戦略の対策室を設けるということは、当然、今年度中にそういう部分の企画等

の部分があるわけですから、それは了解するわけですけども、それに伴っての機構改
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革をするということで、いま説明のあったとおりでございますけども、そうなると、

産業振興課で残るのは農林業関係だけですよね。そうであれば、この機構改革をする

のであれば、当然、それの直接関わる部分、そうすれば農林振興課という形に名前を

変えてもよろしいのでないですか。 

  特に、この農林業というのは、今金は特に農業のまちだという。そして福祉のまち

だという部分ではきちんとわかりやすくした方がいいのでないですか。機構改革する

というのであれば。 

  特に、農業関係については今金の基幹産業としての大きな財政的な支えにもなり、

税務の部分でもＪＡがその負担を、徴収の部分がなされている。そういうことから考

えれば特に、ここの産業振興課という名前で残しておくのが妥当なのかどうか。 

  いまのこの対策室のために全部商工観光、そしてこの企業誘致等もそれらも全部ま

ちづくりの中に入るわけですから。入るのがだめだというわけではないのですけども、

わかりやすい方向にした方がいいのでないかと思うのですけどもいかがですか。 

〇委員長（川上絹子君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 上村委員のご質問にお答えいたします。 

  観点の部分であろうと思っております。 

  平成１９年に機構改革をしたときは、商工観光課というものがまだ当時は立ってお

りました。しかし、それをグループ制を施行したことによって、当時農林課の部分に

商工業も産業の一環ということで含めた中で産業振興課という名前にしたという経

過があります。これは委員の仰るとおりでありますけども、今回、産業振興について

は特別異を唱えるものではございませんが、しかし大きな目的は別に変わるわけでは

ございません。いま進めている商工観光の部分がまちづくりで一緒に所管することが、

i プロ等々を進めている中では連動がしやすいということも含めた中での今回の提案

であります。 

  農林振興課なり農業課なり、昔のような名前にする方がなじみがあるというご指摘

も私共の中でもなかったわけではございませんが、しかしあえて産業振興課の名前、

既に定着をしている部分であろうと思っておりますし、根幹が別に揺らぐものでもご

ざいませんので、このまま進めさせていただきたいということでの今回の提案でござ

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 当然その商工観光グループがまちづくりにいくわけですから、

人員もいままで担当している人員もそちらに動くわけですよね。そうすると農林振興

の部分だけしか産業振興課に残らない。特にいま国営でもって４名ですか、国営の方

のあれに移動しているわけですよね。農林振興課で、では本当に今金町の、先ほども

言いました、経済の５０億円、６０億円、それに波及する効果というものは、今金町

にとって基幹産業だと言ってあれしているわりには、今度は役場のその産業振興課と

して残る、やるのは農林だけだ。そうしたら人員も縮小になる。国営の事業でもって

そっちに分散していっているから本当にいま農家に関わる部分での行政の職員とい
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うのは非常に少なくなっている。そうでなくてもいろいろな部分で、これから特に農

業に関してもいろいろな、それこそ国、道の方から変化球が流れてきたときに、それ

を対応するのになかなか苦慮するというふうな部分が出てくるのだろうと思います。 

  ましてやこの総合戦略の部分での中では、端的に３年か５年だけで済むということ

ではないのですよね。要するに努力義務が課せられているわけですし、人口減を食い

止めるという１つの問題がある。それから仕事をつくるという。人口を減少させない

でそこの地域が自分達で考えて生きる方向性をつくっていく。それを継承するという

ことになっていくわけですから、３年や５年で済む問題ではないと。それから総合計

画との兼ね合いということであれしましたけども、総合計画は１０ヵ年の後期５年の

部分。これはいろいろなことを考慮しながらやっていかなければならないことでしょ

うけども、このいまの地方創生の対策室を設けてあれするというとことは、今金の今

後の進み方、生き方、まちのどういう方向でいくのだということをつくっていく。そ

れに向かって検証もしていくという。人口は減少させない方向にいく。そのためには

どうするのだということになっていくわけですから、この部分で充実させるというこ

とは私も賛成です。こういう形でもっていくということには異論を唱えるわけではな

いのですけども、ただ基本的にある、いまの今金にある農林業というものが、今金の

現在を経済の基盤をなしているということ。こういうことも考慮しながら職員の配置

も減らすのではなくて、逆に適切な人員配置をしていくくらいの農林業の部分につい

ては、配慮があっていいのかなというふうに思うのですけども、再度そこら辺り。 

〇委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 私の方から、答弁をさせていただきます。 

  先ほど申しました、平成１９年の大改革をやったときでありますけども、元より私、

町長就任以来、農業、商業、建設業、様々な生業の「業」が付くものがあるわけであ

りますけども、基本的には全部連動するものであって、そこで切れ目のあるものでは

ない。常々使っている地域産業だと。農業だとか商業だとか言わないようにしましょ

うという話をさせていただきました。そういうことから、特化するということでは非

常に今回もわかりやすいのですね。委員仰るように、残るのが農林業だから農林業で

いいのでないかなという思いは当然あろうと思いますし、私どももわかりやすければ

そういうことがいいわけでありますけども、いま私が申したような状況の中を考えま

すと、将来を考えますと、まず１つはこの戦略室も、いつまでもある戦略室ではない

という認識を私なりに持っています。まずは委員が仰るとおり、当面することを１年

の中あるいは２年の中できちんとした計画をつくりなさい。そのための特化した業務

を担わなければいけないということが１点あるわけであります。あわせて、その戦略

計画というものも、総合計画に包含されるものでありますから、そこと切り離してで

きることではないのだということからあわせ持ってやっていこうということで、特化

するものでありまして、この総合戦略室がいつまでもということには、私はならない

だろうと思っております。 

  長くても２年あるいは３年の形の中で、ベースができたら、委員さんの仰るように、
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国は５年間くらいはこの形の中で応援すると。それまでのベースつくりなさい。つく

ったあとはそれぞれの次につながるような形を取りなさい。そこで戦略室が必要だと

いえば、総合戦略に組み込んで、あるいは企画調整だとか、まちづくりの中でやって

いくことは、私は可能ではないかなと。そのときに改めて考え直す必要があるのでは

ないかという思いを持っています。そう考えた場合に、いま当面する部分の中で、課

の中でも、委員の仰る通り、農業の部分を考えますと、農協の方でいまプロジェクト

を含めて調整をしています。農協に国からの様々な事業がきている中で、農協の方に

受託している事務もあるわけでありますけども、それらに対するものについては２年

後を目安にして、今金町の方で受けることの話をしております。当然、職員を充足し

なければいけない。単純には現段階では１．５人くらいですけども、２名くらいの体

制を整えなければいけないのではないかという話を事務方を含めて、私の方も組合長

なり専務の方とは話をして、いまの状態の職員体制の中では非常に今後の農林業対策

も難しいものがあるということの見解は一致しているところであります。 

  ただ、将来的なことを考えていただいて、加えて現実的な問題もあるわけでありま

すけども、先ほどの説明の中にありました。例えば商工会で取り組んでいる、地域力

再生のプロジェクト、これは様々な分野がまたがってやっているわけでありまして、

いま産業振興課の部分の中では、実行性がある形が取れるかといったら、そこも含め

て様々なところが入っているわけでありますから、実行力を高めるため。加えてまち

を売り込むという事業にも当然踏み込んでいきます。さらに、いままちづくりの方で

人流プロジェクトということで若い方々が一生懸命いろいろなアイディアを出しな

がら交流なり、様々なものを生み出そうという努力をしているわけであります。ここ

に連動するような形を取っていかなければ、この商工会で抱えているところのプロジ

ェクトを私は実効性を高めていくことはできないのでないかと。 

  もう１点、町長の重点政策の中で、選挙で述べて参りました。改めてこの機会に、

町内の若い方々、農業者、商業者を含めて若い方々の窓口をきちんと設けながら、様々

な支援体制を取れるような形を取っていきたい。プラス、そういう若い方々が独自の

様々な事業なり運動を起こす場合に支援体制を取っていきたいということも、活字で

言明しているわけでありますけども、その辺のチャンスというのは、私はここにある

のかなと思っておりました。いま若い方々が結集しているまちづくりあるいは商工観

光の方に結集している若い方々のチカラを、ここに集めながら地域の戦略でもって、

これを本物にしようという商工会のプログラムと合致する部分があるわけでありま

すので、当面はそこに地点を置いた形の中で取り組みたい。 

  もう１点、大きな課題があるわけでありまして、まちづくり含めて、どこの自治体

もそうであります。取り分け産業振興の中で、農業の中でも考えなければいけない、

農業の振興策の最大の目的は何かといいましたら、私は所得確保だという認識を持っ

ています。様々な手法、方法があるわけでありますけども、その１つに独自化という

問題・課題に取り組まなければいけないという、今金町には大きな問題もあるわけで

ありますけども、農協とも相談してプロジェクトでも話をしていますけども、なかな
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か農家としても人手が足りない状況の中で、そこまで目を向けていく形はなかなか難

しい状況にある。しかしながら、行なわなければならないという状況にあるのですよ

ということでは、見解は一致しているわけでありまして、そう考えた場合に、都度、

都度ということではわかりやすい機構ということも必要なわけでありますけども、私

はそういう要因を残しながらの産業振興という大きな括りの中で、いまはこの段階で

こういう形になりますけども、次のステップにつなげるための形の中では、地域産業

という言葉を私は残しつつ、特にいまは委員が仰るとおり、ベースは農林業であるわ

けでありますけども、農林業を主体とした中での地域産業振興を図っていくための課

はそのままの名称として残させていただきたいという思いで、今回は規則の改正をし

たいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 上村君。 

〇１１番（上村義雄君） それぞれの観点から捉えていかなければならない部分だとい

うことは認識するわけですけども、ただこの総合戦略が作って出したらそれで終わり

ということにはならないというふうに私は認識しているのです。 

  これは、いま町長は２、３年の対策室を作って出してあれしたら、対策室は解散し

てまた元のそれぞれの課に戻っていく。そしてそれのつくり方でいくのだというふう

な表現で聞いていたわけですけども、私はこれからの今金の生きていく方向性、これ

は行政だけがやるわけでなくて、私たち議会がそれを承認するだけでなくて、今金町

全部の中の知恵を集めた中でその今金の生き方というのを決めていくのはこの地方

創生の部分で、その対策室がいまできたのだろうというふうに私は認識しているわけ

です。 

  なぜそれを言うかというと、検証しなければならないのです。実際に計画を組んで

やった。これは道・国に提出するわけですけども。しかし、今金は今金の知恵を出し

て、今金はこういう生き方をしますという方向性をつくるわけですから。そうすれば

そういう計画を組んであったけれども、実際はどうなのですか、努力した結果はどう

なりましたという、努力義務も課せられるし、検証もしていく。要するにこれは総合

計画なんかとも同じですよ。計画組んで実行して、そのあとの反省をし、ではどうす

るかというふうな形になるのだろうというふうに、私はこの地方創生の部分では、今

後の大きな流れの、今金の生き方というものが決められていくのだろうというふうに

思います。 

  国としても６０年先までの総合戦略という形を取っているようですけども。私は６

０年のその先はわかりませんけども、しかしいま生きている私たちは、次の未来のた

めにどういう形が今金にいいのかということをつくっていくための今のステップ、い

まのスタートラインだろうというふうに思うわけだ。 

  それから、役場でやらなければならない部分を農林課の役を、ＪＡの方に委嘱して

やってもらっているという部分もあるようです。本来はＪＡは経済団体ですから。農

業者の出資金で、農業者の組合でやっているわけですから、そこに委嘱するというこ

ともそれはありでしょうけども、本来は行政は国から、道からその予算的なものの部
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分についてはくるわけですから、それは行政の部分できちんと受けるような体制を整

えていくことが、私は５０億円、６０億円という大きな今金町の農業の産業としての

基盤を持っているのであればあるほど、そういう部分を、連携を取っていくことは大

切だと思います。しかし、その国、道からきた部分をきちんと行政がそれを捉えてい

くということも、これが私は昔の馴染んでいた農林振興課という、それが産業振興課

に、町長はその部分で、今後の部分ではそういう部分の産業の部分で、商工も含めて

６次化とかそういういろいろな部分を含めて、この産業振興課というのを残しておき

たいのだという意味合いのようですから。それはあえてなったかといったらそうすれ

ということに私は申し上げるわけではないですけども、この総合戦略の、いまスター

トラインに立つ部分で、そういうことを腰かけではない、本格的な捉え方で行かなけ

ればならないということを申し上げているわけですけども、いかがですか。 

〇委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 私の考えと、委員さんの考えは決してかみ合っていないわけで

はないと思っています。方向性は一緒だと思っています。 

  ただ、当面どうなのだということになるかと思いますけども、私としてはこういう

ものを設置する前には見通しはどうなのだということを伝えていかなければいけな

い。いつまでもという話にはならないでしょう。私も当然任期があるわけであります

から、任期の中できちんとした整理をしていかなければならないという思いがありま

すので、言明はしませんけども、国も含めてそうですが、いまのプランづくりが最大

の大きな山場だなと。それをきちんと整理することによって今度は実効性を高めてい

かなければいけませんので、計画をつくったら実行すると。その実行部隊の方に今度

は余力を、そちらの方によけていかなければいけないという体制を取るとすれば、私

は重要な役割というのは２年なり、３年なりということになるのではないかなと。 

  委員さんが仰るとおり、なんでもそうであります。検証というものは付き物であり

ますけども、都度、その検証はしていかなければならない。しかしその検証のために

この戦略室を設置する。それだけの大きな事務量があるかといったら、私はいままで

のまちづくり推進課の方で、総合計画の検証等々を含めたものをやっておりますけど

も、十分次のステップとしては成し得ていく要素があるのではないかなと。あえて特

化しなくてもいいのではないかという思いを持っておりますので、できる限り、どち

らかというと、検証よりも実効性を高めるための仕組みづくりの方に念頭を置くこと

が望ましいということで、いつまでもということではなくて、見通しとしては２年な

いし３年くらいの見通しで考えたいということを先ほど述べさせていただいたこと

でございますので、是非その辺のご理解をいただきたいと思います。 

  町の事務的なものですけども、農業関係の様々な国の補助事業、国から下りてくる

事業そのものは、何よりも農家の方々の事情徴収あるいは調整を含めて、最も身近な

ところで調整機能を果たした方が望ましいということが、この間、きているものもず

いぶんあります。そういう中でも１つ、やはりなかなか農協の職員体制も厳しくなり

まして、非常にその体制づくりも苦慮しているという話を伺っている中で、できまし
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たら国からきている事業、補助事業そのものについては、町の方で考えてもらえませ

んかという流れもありまして、わかりましたと。その辺については町も努力しますと。

ついては、１．５人くらいのウェイトをかけてやっているわけですから、それをやっ

たらすぐ職員を採用して形を取るということにはなかなかなりませんので、少し待っ

てくださいと。農協そのものの事情を知っています。国営の北地区が始まりますので、

いま南地区の担当ということで関わっていますけども、北地区もやるとそれだけ事務

量が増えるわけであります。そこに対する人員なんかの要請も室からも当然あるわけ

でありますけども、全体の中で少し辛抱してくれと。そういう動きの中で、これから

職員体制というのは、各課含めてそうですけども、大変な状況にあるわけであります。

プラス専門職等の問題もありまして、こちらの方も要請しております。国営について

は、言いましたように、また新たに来年度充足されますし、そういう体制をお願いし

ながら進めているわけでありますが、今金独自の職員体制も考えていかなければいけ

ない。そう考えた場合には、いま言ったように、何よりも農林業という非常にわかり

やすい部分がありますけども、そこだけで終わるものではない。農林業と人も６次化

に向けたあるいは様々なプロジェクトに向けた形の中で、私がいる間は、是非農業だ

とか商業だとか観光だとかということではなくて、地域産業という捉え方で狭間をな

くして、なんとか視点を考えて連携体制を、あくまでも考え方だけでも共通認識を図

るために、この地域産業というようなイメージでこれからも行政運営をさせてもらい

たいなということを考えておりますので、どうぞご理解いただければと思っておりま

す。 

〇委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  以上で、議件１の質疑を終わります。 

  次に、その他についてを議題とします。 

  今金・せたな風力送電線計画について、理事者の説明を求めます。 

  まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） おはようございます。 

  私からは、せたな大里地区風力発電計画に伴う今金・せたな風力送電線計画につい

てご報告いたします。 

  配布資料につきましては、事業者の株式会社ジェイウィンドせたなより、資料提供

されたものであります。 

  始めに経過について少し触れさせていただきます。 

  この計画に関しては、以前、地元自治体として環境及び景観への配慮や、地域住民

の方々の意見を踏まえ、地下埋設を原則とした方法の要請や、地下埋設時における地

表面の電磁波の影響も懸念されることから、十分な説明に留意することなどについて、

今金町から事業者に対して申入書を提出いたしました。 

  その後、町の申入書に対し、事業者から再度調査、技術検討、事業検討を進めると

いうような内容の回答があったところであり、申入書及び回答書の内容については議

員の皆様には、昨年１２月開催の合同委員会で報告し、町の広報紙や回覧にて住民に
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情報提供したところであります。 

  この間、申入書等の意見を踏まえて、事業者で協議された事項について、改めて今

金町に対し事業計画について説明がありましたので、ご報告をさせていただきます。 

  資料２ページをお開きください。 

  上段の計画概要につきましては、以前にも報告しておりますとおり、内容は変更し

ておりませんのでのちほどご確認をいただき、下段についてはこれまでの経緯、今後

の予定でありますので、あわせてご確認をいただきたいというふうに思っております。 

  資料３ページをお開きください。 

  Ａ３の折込をしているものでございますが、風力発電計画の全体図であります。 

  左上の青枠が風車建設対象区域であり、そこから下にオレンジの線が伸びておりま

すので、送電線のルートであります。せたなから今金のルートでございます。 

  オレンジ線は、ケーブルの地下埋設を表し、途中、青い丸い点がある箇所が鉄塔架

空線の箇所を示しております。 

  今金町の町有地、旧国鉄跡地を活用するにあたっては、今金町の申入書並びに地域

住民の意見を踏まえ、送電線については原則埋設をして計画変更しておりますが、河

川横断箇所については、技術的にケーブル埋設が困難であるため、鉄塔での横断線と

なっております。図面では４ヶ所となっております。 

  ルートについては、神丘地区、種川地区は町有地、旧国鉄跡地。町内は町道神丘７

号線から道道南通線に埋設し、最終的には国道２３０号線を通り、北電連係送電線へ

接続するルートとなっております。 

  資料４ページをお開きください。 

  左上が町有地、旧国鉄跡地等未舗装部分の管路敷設図となっております。下段が歩

道部分の管路敷設図となっております。右側が車道路肩部分の管路敷設図となってお

ります。 

  町道、道道の道路敷地の地下埋設については、ほとんどが車道の路肩部分の埋設で

あり、歩道の埋設については道道の寒昇地区の一部分となる計画であります。 

  資料５ページをお開きください。 

  河川横断箇所４ヶ所に設置する鉄塔図であり、鉄塔地上高は約２３メートルから２

７メートルであります。 

  ６ページをお開きください。 

  各種項目ごとに工事行程表を記載しておりますが、当初説明においては２９年の３

月に運転開始予定としておりましたが、今回、３０年３月に運転開始予定を変更とな

っています。 

  資料にはございませんが、電磁波の影響等については事業者の回答にあったとおり、

地下埋設及び河川横断の送電線からの電磁波は、国内基準並びに国際的なガイドライ

ンと比べましても、１０分の１から１００分の１程度となっており、今回想定してい

る送電線においては絶縁性の高い被覆ケーブルによる埋設になるため、影響がないレ

ベルであることなど、改めて事業者から報告がありました。 
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  なお、電磁波等の住民不安に関しましては、事業者において十分な説明に留意する

ことなどについては、町から再度要請をしたところであります。 

  また、今回の配布資料をもって町有地の旧国鉄跡地の沿線の神丘地区、種川地区の

住民を対象に説明会を開催する予定としておりまして、日程等については今後も自治

会長とも相談をさせていただきながら進めていくことをあわせてご報告とし、資料の

報告をさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  岸君。 

〇１番（岸 徹也君） １番、岸です。 

  いまの説明にあたりましては一定の理解をいたしました。 

  そこで、数点確認したいところがあるのですけども、まず行政からの送電線計画の

報告の際のやり取りの中で、こういう言葉が出てきます。町民の理解が得られなけれ

ば、これをお貸しするということにはならない。これというのは旧国鉄跡地のことだ

と思うのですけども、そういう答弁がございます。 

  まず確認なのですけども、その町民というのはどういう範囲、どういう方を指すの

かというのが１点。 

  そして町民の理解が得られなければの理解。理解というのはどういうことなのか。

これは誰が、いつ、どういう形で、要するにプロセスですね、ボールを投げるのか、

プロセスの部分。 

  そしてもう１つが、何をもって理解とするのか。町民に対して住民投票でも行うつ

もりなのか、どういう形でそれを理解とするのか。 

  その点をちょっと確認したいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） ３点になりましょうか。 

  まず、町長も前段のあいさつの中で申し上げておりますが、私どもも協力をするこ

とはやぶさかではないと。これはもう最初の頃から申し上げておりました。 

  それはやはり地先、送電線が旧国鉄跡地を通るという形になりますと、その地先の

住民の方々に不便・ご迷惑をおかけする状況の中では話は成立しないというのが私ど

もの認識の第１点でありますので、そちらの方々の理解・了解を得てほしいというこ

とです。 

  理解ということは、通ってもいいのではないかと。財産としては町の財産でありま

すけども、しかし私どもが一方的に進める話にもなりませんので、そのことにつきま

しては実施者であるジェイウィンドの方の、あなた方のご努力でお願いしますという

ことであります。 

  町の財産でありますから、いま岸委員が仰ったように、住民投票のような言葉も出

て参りましたが、しかし特別、問題がなければ普通は町の財産は物の大きさ、金額の

多寡に応じて議会の同意を求める、もしくは物によっては私どもも絶えず議会の方に
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報告をしながら進めておりますので、それをもって良しとすれば、私どもは物事を進

めていく。この中でやっております。 

  この２つでよろしいですか。 

〇委員長（川上絹子君） 岸君。 

〇１番（岸 徹也君） ありがとうございます。 

  町民、特に若い夫婦であるとか、お母さん方がいま一番不安に思っていることとい

うのは、電磁波に対しての問題なのですね。 

  そこでその計画にあるこの通り、南通ですか、ここの通りなのですけども、私は一

度電磁波測定をしてみたのです。そのときはほとんど数値というのは上がりませんで

した。０に近いです。これ単位はミリガウスですけども。これが工事後にどのくらい

の変化がありますよというふうに、業者から何かそういう話というのは聞いているの

かどうか、ちょっとその点を知っていればお聞かせ願いたいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 具体なポイントを上げての調査を町は当然しておりませんの

で、承知はしておりません。ただ、先ほど課長の方からも説明いたしましたが、国内

基準、国際基準、当然ありますので、それらをクリアした中で物事は進めていくとい

う説明を受けております。 

  ですから、事の一番最初のときに、向こうから話があった中では、オランダ通りを

通してほしいという話がありました。これは全く私どもの管轄するエリアを通るわけ

ですから、地先の住民の方々の不安は当然で、あの頃から電磁波の問題というのは結

構出ておりましたので、当然、理解・了解が得られなければ成立はしませんと。です

からそういう努力はしてほしいし、してくださいということであります。 

  ですからどこのポイントにおいても、沿線の方々が不安があれば当然それらについ

て問い合わせしていただき、もしくは私どもを通じて業者に問い質しをし、回答をつ

まびらかに申し上げることが、当然なされていくことだと思っております。 

  現段階で私どもが１点、１点の資料を持ち合わせているわけではございません。 

〇委員長（川上絹子君） 岸君。 

〇１番（岸 徹也君） 私も、このＷＨＯの資料なんかも見てみまして、それに対して

は発がん性の病気であるとか、そういう動物実験のことが書いているのですけども、

それに対して電磁波の因果関係があるとまでは言えないと。そういう指摘になってい

るのですね。 

  しかし、予防的な考え方にたって、磁界についての安全指針をつくったり、予防の

ための磁界の測定、こういった対策を各国に勧告はされていると。そういう状況なの

です。 

  民間の事業だからこれ以上何も自治体はできないということではなくて、町民の困

難さというものを自治体は共有していただいて、人間と電波というものが共存できる

ための自治体としてのできる仕組みの枠というものを拡大していただきたいという

ふうに私は思っています。 
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  経済が町民の健康であるとか、命より優先されるということがないように検討を重

ねて、取り組みを進めていただきたいというふうに思いまして、私の質問を終わりま

す。 

〇委員長（川上絹子君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） はい、仰るとおりです。 

  町民の健康に不安を及ぼすような状況の物事を私どもは進めようとは思っており

ませんし、当然、住民の不安を解消してこの事業を進めてもらうということを業者の

方にも申し上げておりますので、その点の不安もしくは疑問等々がありましたら、先

ほども申し上げましたが、業者に直接という形もなかなか難しい部分があるのであれ

ば、私どものまちづくり推進課の方を通じて、ジェイウィンドの方にお伝えを申し上

げ、ご回答を申し上げる。こういう作業を進めて、そして皆様の理解、それこそ先ほ

ど申し上げました皆さまの理解・了解をいただいた中で、町が協力できる、できない

の判断を最終的にさせてもらいたいと思っております。 

  是非、その点でご理解を賜りたいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） いろいろとご意見、心配、当然あるわけでありまして、この間、

そういうことから、情報を知り得るために議会の方にも情報提供なり、こういう報告

をしているわけであります。何よりも、いま議員が仰るような形の中での心配ごとが

当然あるわけでありますから。 

  ただ、もう１点は町長が、こういう形の中でやぶさかでない、きちんと整った段階

で支援体制、協力体制を取りますということの裏打ちされるベースはなんなのだとい

うことになると、道道なり国道なり国、道も直接関わるわけですね。この事業には。

町の部分だけではないわけであります。そう考えますと、我々もより議員さんの仰る

法律だとか様々な基準だとかいうものが当然あるわけでありますから、そちらの方で

も貸したりするための判断は仰がなければいけないし、その判断をもって国なり道の

様々な施設あるいは敷地なりを提供することになるわけであります。その辺の情報な

んかもいただきながら、見解なんかももらいながら町の判断をしていく。今金町独自

だけの判断ということには、私はなかなかなっていかないと。あくまでも国、道もい

ま聞いている範囲の中では、いま計画しているところの敷設の部分についても、電磁

波については国内、国際基準を満たしている状況、なおかつそれよりも下回る形の中

で行うということの見解を示しているわけでありますから、町長としてはそれ以上に

どうなのだと、具体的な数字はどうなのだということには、なかなか研究できる形で

はないのではないかなと。町長が求めるジェイウィンドに対してはそのことをもって、

きちんと基準を満たすような形の中で行っていくという計画がなければ、町としては

認めることはできませんという考え方はきちんと私は踏まえて持っておりますので、

これからも国、道、様々な機関との調整を図りながら、この事業についての支援体制

を取っていきたいと考えております。 
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〇委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  上村君。 

〇１１番（上村義雄君） １点だけ。 

  送電線をあれするには当然変電所を経なければならないのだろうというふうに思

うのですけども、その変電所はどの辺にできるのか。どこを想定してあれしているの

か、そこら辺り１点だけ。 

〇委員長（川上絹子君） まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 資料の３ページをお願いいたします。 

  Ａ３の折込しておりますページです。 

  国道２３０号線をとおりまして、送電線があります。それに接続するために中里地

区を旧国道敷地を遠回りしながら、中里地区に連係変電所予定地というふうに記載し

ておりますので、そちらの方に変電施設を建設し、そちらから北電の送電線に連係す

るという形になっております。 

〇委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） １０番。 

  こういう場面でいろいろな質疑をすることによって、再生可能エネルギーに対して、

何か異論でもあるようなふうに捉えられるとまずいので、それは私も再生可能エネル

ギーの活用というのは、町長が冒頭に仰ったようなこととは同じスタンスで考えてい

きたい。これは日本の国中がそう思っていることですから、できるだけそういうこと

をこれから普及していただいて、私たちも電気がないと生活できないという中ですか

ら、是非そういうことでは私たちも考えていきたい。 

  しかしこの件に関しては、以前から疑問に思うところもあるので、改めて確認と質

疑をしたいと思います。 

  まず、この事業というのは、町長が先ほど仰ったのですけども、せたな町からも要

請があったと。せたな町というのは、この風力発電を推進しているまちです。 

  これは以前から風車をつくり、洋上発電までしながら、今回は大里地区に大規模に

つくるということでは、推進しているまち。そこから要請を受けたとしても、今金町

はこのことに対して、いわゆる推進する立場なのか。 

  先ほど言った、再生可能エネルギーは推進する。しかし、この事業というのは、公

共か非公共かといったら、非公共だという話です。非公共ということは、公共であれ

ば、国有林でもいろいろな最短距離で電線を走らせてやるというのができるのでしょ

うけども、非公共という意味合いを考えると、非常に難しい。地元の合意が必要にな

ってくる。特にこういう街の中を通るという場合には。 

  先ほど言ったように、せたな町は推進する立場。今金町はやぶさかではないという

のですけども、このせたな町につくる風力発電を一緒に推進する立場かどうかという

ことをまずお聞きしたいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 
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〇町長（外崎秀人君） お答えいたしますけども、うちは推進部隊ではないと思ってい

ます。あくまでも協力体制とせたなから言われたので、やぶさかではないという言葉

を使わせてもらっています。 

  うちが関わる部分ではない。協力をしてください。協力をすることについてはやぶ

さかではございませんけども、そのためにはきちんと、先ほど言った地先、地権者含

めて関係するところのご理解をきちんといただくことによって、私の方では協力体制

を整えることができますよという話をさせてもらっています。 

〇委員長（川上絹子君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） そのことは以前からお聞きしているとおりですので、全くぶ

れていない話なので、それは私もそう思います。 

  ちょっとお聞きしますが、図を見て思ったのですけども、既設の発電ありますよね、

風車。この図を見ると。ここで発電した電気はどの線を使って北電に送っていたのか。 

  いま大里地区でつくった電気というのは、既存の風車で発電をした電気と同じ系統

で送れないのかということ。いま言っているのは新たに送電設備をつくるということ。

これ、いままで、技術的に接続が困難ということなのですけども、この辺がいままで

ある風車で起こした電気を送る施設で活用できないのかと。それができるのであれば

こういう話にはならないと思うのですけども、まずここはどうですか。 

〇委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 私としては、町長の立場の中でいろいろなところでいろいろな

話題になって、先日も臨時町村会が終わってから、南の方はほとんどやっていますの

で、いろいろなそういう話をしていました。 

  ずっと以前から、北海道で様々なレベルの中でもこういう話題があった中で、国的

にも要請をしていますのが、自然エネルギーということで、北海道各地でもって計画

をしていますが、ただ計画が実行できない大きな要素は何かといったら、いま議員が

仰るとおり送電網の整備がないのですよ。いくら電力を起こしたいという計画があっ

ても、肝心、要の送電網が整備されていないものですから、それについての実効性が

伴っていかないということが多きな、日本中含めて北海道最大の風力発電を含む自然

エネルギーの問題であるわけであります。 

  そこにかかる経費は数年前に積算しても、何千億円という。それは様々なルート、

日本海ルート。日本海の方にずっと送電網をつくってください。あるいは道央から含

めて、道北含めて、あるいはオホーツク含めて、いたるところでもって送電網の整備

がなければ、これからの対応ができないという情報、話は、私は聞いているわけであ

りまして、そう考えた場合に、このこともなるほどと。いま議員が仰るような形の中

の、改めて民間が主体でもって事業を起こす場合は、北電のあれがままならない状況

にあるのだなと。それから単独でもって、しかしながらこの北方連係の方に結び付く

とすれば、独自に売電行為を起こすとすれば、そこは北電網というのはなかなか目い

っぱいなものだから、新たにつくらざるを得ないと。本来ならばつくる理由は何もな

いのです。議員が仰るとおり使わせてもらえばいい。電気の送電網というのは、共有
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される部分が当然あるわけでありますから、それでクリアできるのかなという認識を

私は持っていましたけども、それがままならないので新たに独自に。国の求めている

のは、電力を起こす方々が主体的に送電網を整備しなさいと。連結する大きなところ

までは自由にやってください、受け入れますよと。でもその自由にやるところのお金

がないものだから、全ての計画が止まっている部分があるわけであります。目いっぱ

いの状況にあるということを前提で、私はジェイウィンドさんは独自に送電網を引っ

張りながらも行いたいのだという判断に至って、今日にきているのではないかなとい

う認識で私は捉えておりました。 

〇委員長（川上絹子君） まちづくり推進課長、山田君。 

〇まちづくり推進課長（山田 薫君） 先ほどの前段の山崎委員の、既設の電気の流れ

といいますか、その質問にお答えいたします。 

  資料３ページをご覧いただきたいと思いますけども、左上が先ほど申しました、今

回新しくつくる青色の対象区域の下に既設の風車があります。この電力につきまして

は、下の兜の橋付近に北桧山変電所というところが、この図面にはないのですけども、

兜の橋のところの北檜山変電所、そちらの方に接続して、北電の運用のもと今金の南

町の変電施設に電気を送り込んだりとか、そのまま南の方の大成、熊石等々のルート

を通って、民用で電気の流れをつくっているということで、先ほど説明を受けました

ので、報告をさせていただきます。 

  それで、この変電所につなげないのかという話なのですけども、この変電施設の容

量が一杯でありまして、ここには接続できないというふうに北電からも言われている

ということで報告を受けております。 

〇委員長（川上絹子君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 私がいまいろいろなことを聞いていますけども、結果はもう

わかっているのですよ。要するに地域住民の合意をいただきながらまちとしてはやぶ

さかではないというのはわかって、疑問だから聞いているのですから、それは誤解し

ないでください。だめだとかと言っているのではないのですから。ただ、理解を深め

ていかないとこのことは推進もできないし、後退もできないと思うのですね。ですか

らその意味で答弁していただきたいと思うのですけども、これ以前、埋設でなくて架

空線でやるのだと。埋設になると工事費が倍になるのでできないと言っていた。説明

の中で。倍になるからできないと言っていたのだけど、今回埋設でやるというのであ

れば、最初からできたのかどうかということ。埋設は倍するからできないのだ。でも

いまここにきたら埋設でやりますというのは、できなかったのはできるのでしょうと

いう話ですよね。この辺の積算はどうなっているのですか。 

〇委員長（川上絹子君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） その辺のことについては私は責任を持ってお答えはできない

ですけども、恐らく経済効果を求めた中で業者として架空線で運んでいく方が安価で

あるということであったというふうに聞いております。 

  ただ、種川地区なり神丘地区なりでそれなりの説明会をした中で、いろいろな支障
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もしくは景観、いろいろなことが言われましたということをもって、地下埋設という

ふうに作業を切り替えて今回提案しているものだというふうに認識しております。 

〇委員長（川上絹子君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） いろいろ疑問はありますけども、それはのちに説明会があれ

ばその中で聞くというのも手ですから。 

  １つ、これ考え方を聞きたいのですけども、町はやぶさかではないという姿勢を示

しながら、説明は事業者にあると。しかし、町民がどういうことを思うかというのは、

やはり生の声も聴く必要がある。私はそう思う。説明会でもあれば、できれば町の職

員でも同行して、このことをやるか、やらないか。やるという姿勢でも、やらない姿

勢でもなく、事務方として立ち会うという必要が私はあるような気がするのですけど

も、いかがですか。 

〇委員長（川上絹子君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 仰るとおりだと思っております。 

  そのように、説明会が今後開催されるときには、まちづくりの人間を、いま窓口と

してやらせておりますので、同席をさせるように努めます。 

〇委員長（川上絹子君） 他に質疑ありませんか。 

  以上で、その他の質疑を終わります。 

  その他、皆さんからご意見ご質問ありませんか。 

  理事者側からありませんか。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） なければ、以上で、本日の合同委員会を閉会いたします。 

  ご苦労様でした。 

 

閉会 １１時０９分 
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