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令和２年白浜町議会第３回定例会 会議録(第２号) 

 

１．開  会 令和 ２ 年 ９ 月 １０ 日 白浜町議会第３回定例会を白浜町役場 

       議場において １０ 時 ００ 分 開会した。 

 

１．開  議 令和 ２ 年 ９ 月 １０ 日 １０ 時 ０１ 分 

 

１．閉  議 令和 ２ 年 ９ 月 １０ 日 １５ 時 ０２ 分 

 

１．散  会 令和 ２ 年 ９ 月 １０ 日 １５ 時 ０２ 分 

 

１．議員定数 １４名 

 

１．応招及び不応招議員の氏名 

   第１日目のとおり 

 

１．出席及び欠席議員の氏名 

   出席議員 １３名 その議席番号及び氏名は、次のとおりである。 

 

    １番  堀      匠       ２番  楠 本  隆 典 

    ３番  廣 畑  敏 雄       ４番  西 尾  智 朗 

                       ６番  南    勝 弥 

    ７番  小 森  一 典       ８番  丸 本  安 高 

    ９番  辻    成 紀      １０番  松 田  剛 治 

   １１番  溝 口  耕太郎      １２番  長 野  莊 一 

   １３番  堅 田  府 利      １４番  水 上  久美子 

 

   欠席議員 １名 その議席番号及び氏名は、次のとおりである。 

 

    ５番  正 木  秀 男 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名は、次のとおりである。 

 

事 務 局 長  濱 口  伊佐夫   事 務 主 査  坂 本  十志也 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により、議場に出席した者の職氏名は、次のとおりである。 

 

町    長  井 澗    誠   副 町 長  林    一 勝 

教 育 長  豊 田  昭 裕    
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富田事務所長              

兼農林水産課長  古 守  繁 行   日置川事務所長  石 田    健 

総 務 課 長  愛 須  康 徳   税 務 課 長  岩 城  祐 朗 

民 生 課 長  中 本  敏 也   住民保健課長  泉    芳 明 

生活環境課長  廣 畑  康 雄   観 光 課 長  寺 脇  孝 男 

建 設 課 長  玉 置  康 仁   上下水道課長  久 保  道 典 

会計管理者  玉 置  孔 一   消 防 長  大 谷  哲 也 

教育委員会              

教 育 次 長  榎 本  崇 広   教育次長補佐  城 戸    章 

総務課副課長  山 口  和 哉 

 

１．議事日程 

 

日程第１ 一般質問 

 

１．会議に付した事件 

 

  日程第１ 

 

１．会議の経過 

 

○議    長 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから白浜町議会令和２年第３回定例会２日目を開会します。 

 ただいまの出席議員は１３名です。５番 正木議員から欠席の届出があります。 

 日程に入る前に事務局長から諸報告を行います。 

       番外  事務局長 濱口君 

○番    外（事務局長） 

 諸報告を行います。 

 本日の議事日程はお手元に配布しています。本日は一般質問を予定しています。 

 次に、議案書の関係でございます。第１日の提案説明で、報告第７号 令和元年度公益財

団法人白浜医療福祉財団経営状況の提出について、提出資料の一部に誤りがあり、後日訂正

したものを配布する旨の報告を受けておりましたが、本日訂正された資料を配布しておりま

す。 

 休憩中に議会運営委員会の開催、閉会後に議員懇談会の開催をお願いします。 

 以上で諸報告を終わります。 

○議    長 

 諸報告が終わりました。 

 ご了承のほどよろしくお願いします。 

 これより本日の会議を開きます。 
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（１）日程第１ 一般質問 

 

○議    長 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 通告順に従い、順次、質問を許可します。 

 １３番堅田君の一般質問を許可します。 

 堅田君の質問は分割方式です。通告質問時間は４５分です。質問事項は、１つとして、ま

ちづくりについて、２つとして、観光振興施策についてであります。 

 初めに、まちづくりについての質問を許可します。 

       １３番  堅田君（登壇） 

○１３   番 

 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の発生から約９か月がたとうとしています。和歌山県内でも感

染者が発生したことにより住民の暮らし、地域経済に深刻な影響を及ぼしており、特に観光

の町、我が町白浜町の経済への打撃は大きく、危機的な状況にあることは周知の事実です。

こうした中、経済団体並びに観光関係者の方々のご協力、そして町と議会が一体となって多

岐にわたる議論を深め、特に海水浴場の開設や様々な感染予防対策を実施する様子は、大変

力強く感じたところであり、一層成果も上げることができました。大変評価するところであ

ります。本当にご苦労さまでした。厚く御礼申し上げます。今後も感染症予防対策の徹底、

そして快適で安心・安全なまちづくりの実現に向け取り組まれるようお願い申し上げます。 

 それでは質問に入ります。１つ目に、これからの白浜町のまちづくりについてお伺いしま

す。 

 全国的に人口が減少して高齢化が急速に進んでいくことは避けられないと何年も前から言

われています。ここ白浜町においても、平成１８年に白浜町と日置川町の合併により、人口

が２万４，０００人余りありましたが、現在では２万１，０００人ほどとなり、３，０００

人減少しております。 

 白浜町としてのまちづくりは、基幹産業である観光に重点を置いて計画されたものと思わ

れます。白浜町は自然豊かな景勝地、温泉、史跡や大型施設など国内外に誇れる観光スポッ

トが多数あります。また、南紀白浜空港や高速道路の南進により、町内に２つのインターチ

ェンジができるなど、首都圏や関西圏をはじめ、国内外より毎年多くの方々が訪れ、交流人

口の増加を感じるところですが、今年は新型感染症感染拡大により政府の緊急事態宣言の発

令をされるなど、人の移動が制限されることなどから、白浜町においても観光のみならず様々

な方面に影響が出たことは言うまでもありません。 

 今年の白浜の夏は関係機関と連携し、白浜ガイドラインに沿って感染予防と経済を回すと

いう難しい対応をしてきたところです。感染症収束には、全国的にもまだまだ先の見通しの

つかない状況でありますが、今後も事態を的確に捉えながら対応していただきたいと思って

います。 

 そこで質問ですが、白浜町だけではなく新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、

町の経済にも大きく影響が出ている状況にありますが、将来を見据えた白浜町のまちづくり



 4 

のビジョンというか長期的で計画的な視点から目指す方向をどうお考えか、お尋ねします。 

 ２つ目に、今までどおりの観光も必要ですが、その中に新しい情報の発信やニーズを的確

に捉えて取り入れて時代の変化に対応することで世界に誇れる観光の最先端の町になってほ

しいと思っています。 

 国際世界観光機構では、持続可能な観光の定義が書かれております。 

 訪問客、業界、環境及び訪問客を受け入れるコミュニティのニーズに対応しつつ、現在及

び将来の経済社会、環境への影響を十分に考慮する観光と書かれています。これを実現する

ためには、強力なリーダーシップが求められ、観光客のニーズに合った予防策や是正を絶え

間なく続け、高い満足度を提供できるようにしていかなければならないとあります。 

 白浜町のまちづくりを考えるとき、観光ばかりでなく、安心・安全であるか、環境に配慮

しているか、魅力的で時代の変化に対応しているか、そして何よりそこに住む人々に活気が

あり住みやすい町かなど、そういった点を踏まえ、白浜町が目指すべき町の将来像とその実

現に向けた基本的な方針を示したのが「白浜町長期総合計画」であり、また将来の都市計画

に関する基本的な方針をまとめたのが「白浜町都市計画マスタープラン」であると思います。 

 そこで、この白浜町都市計画マスタープランはどのようなものなのか、どういったところ

に重点を置いて策定されたのか、その経過も含めて説明を求めます。 

 ３つ目、この白浜町都市計画マスタープランは「きらめく魅力都市 白浜 快適なくらし

と上質なもてなしのまちづくり」を目標に掲げて計画され、上位計画である長期総合計画と

ともに将来像を掲げ、その実現に向けて取り組んできたことと思います。この白浜町都市計

画マスタープランが策定されておよそ１０年近くになりますが、内容の検証や見直しについ

てはいかがお考えでしょうか。白浜町都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２

の定めるところの都市計画に関する基本的な方針ですが、プランの中で、１つ目に土地利用

に関する方針、２つ目に都市計画道路や都市公園など都市計画に関する方針、３つ目に市街

地開発事業に関する方針の３つがあり、その中でも土地利用に関する計画について掘り下げ

ていきたいと思います。 

 土地利用に関する基本的な考え方は、少子高齢化と人口減少の中で、都市の拡大成長を前

提としたまちづくりではなく、都市機能を集約したまちづくりとなるべきで、市街化地域と

市街化調整区域との地域区分を定めず、都市計画区域や用途地域などによる適切な土地利用

の規制誘導を推進することで、集約的都市構造として効率的な市街地の形成を目指し、周辺

の市町と連携し、広域的な視点でのまちづくりに努めないといけないと思います。町として

も、土地利用の動向などを踏まえながら産業の活性化、適切な住環境の形成とともに、周辺

市町と連携し、都市機能を補完し合う広域的なネットワークの構築に努めるべきだと思いま

す。 

 特に白浜町においては、他市町と違い、ホテルや旅館等の宿泊施設の立地促進、観光資源

としての眺望や景観の保全など、観光の振興のために多様な土地利用の規制、誘導手法の適

用による魅力ある土地利用の促進に当たらないといけないと思いますが、この土地利用に関

する方針は用途地域や地区計画のことですが、これらについて指定の経緯と現在の指定状況

について、説明を求めます。 

 まちづくりを計画し、進めていく中で、土地利用の規制誘導を推進し、それにおいて産業

の活性化、快適な住環境の整備、風致地区などの保護など魅力ある土地利用を促していかな
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ければならないと思っております。 

 白浜町は自然豊かな山、川、海があり、それぞれ貴重で趣のある表情をしているところが

たくさんあります。そういったところから、町内の事業所さんのみならず、県外の大きな資

本もこの白浜町に注目しているところから、最近、白浜町において事業を始めようと考えて

いるが、土地利用による規制があり、なかなか新規事業を展開できないとの話も聞きました。 

 今の白浜町の用途地域の指定は、効率的な市街地の形成などに貢献したことと思われます

が、現在の用途地域の指定は、一部改定はしているものの、元は昭和４８年に用途地域の指

定をされたもので、今の人口減少、社会経済情勢の変化に対応できず、土地の有効利用がな

されない状況で、その結果、白浜町の発展の妨げになっているように思います。 

 国土交通省は、用途地域は地域における住居環境の保護または業務の利便の増進を図るた

め、市街地の類型に応じた建築規制を行うものであることから、あるべき市街地像に対応し

た安定的な枠組みとして定められるべきものであるが、土地利用の動向、公共施設の整備状

況の把握に努めるとともに、当該都市における都市計画上の課題に対応し、随時かつ的確な

見直しが図られることが望ましいとされています。 

 例としましては、市町村マスタープラン変更に応じて計画的な土地利用の誘導を図る場合

や、高齢社会にあって徒歩圏等の一定の地域内において病院、老人福祉センター等、都市生

活を支える様々なサービス機能を担う施設の整備、または機能更新を誘導するため、当該サ

ービス機能を提供すべき地区について、建築できる用途の範囲や建築物の密度等の見直しを

図ることが適切な場合とあります。 

 白浜町都市計画マスタープランが策定されて約１０年近く経過し、見直しにある時期の中、

白浜町が将来「魅力的なまち」「輝きとやすらぎのまち白浜」となるよう、今まさに用途地域

指定の見直しに着手するときであり、必要な時期ではないか。 

 以上、白浜町のまちづくりについて、質問します。 

○議    長 

 堅田君の質問に対する、当局の答弁を求めます。 

       番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

 おはようございます。ただいま堅田議員より、白浜町のまちづくりについてご質問をいた

だきました。 

 最初に、将来を見据えた白浜町のまちづくりのビジョンについてですが、本町では、各地

域が持つ個性を伸ばし、かつ一体的なまちづくりを住民の参画と協働により取り組むといっ

た趣旨により、中長期的な視点からまちづくりの方向性を示すための第２次白浜町長期総合

計画を策定しております。また、町の将来像を「輝きとやすらぎと交流のまち白浜」とし、

温かく触れ合いのあるまちづくりを基本に取組を進めているところであります。 

 まちづくりの考え方につきましては、将来ビジョンを掲げ、中長期的な展望を示すことが

何より重要だと考えます。そのため、長期総合計画においては、そのような町のビジョンを

示す役割があり、今後、進めていく施策の道しるべになるものだと考えています。 

 議員ご指摘の人口減少問題は大きな課題であります。当町におきましても、２０６０年に

は人口が現在の半数程度になるとの試算も出ており、人口減少問題を考えずに将来を見据え

たまちづくりビジョンは示すことができないものだと考えています。 
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 私は就任以来「白浜創生」「世界に誇れる観光リゾート白浜」の実現に向けてまちづくりを

進めてまいりました。また、町民や観光客にとって「住んでよし、訪れてよしの白浜町」「オ

ンリーワンの観光地」を目指す各種施策に取り組んでいます。まだ道半ばでありますが、今

後も長期総合計画の方針に基づき、実現に向けて取り組んでまいりたいと考えています。 

○議    長 

       番外  建設課長 玉置君（登壇） 

○番    外（建設課長） 

 おはようございます。 

 続きまして、白浜町都市計画マスタープラン策定の経緯についてご質問をいただいており

ますが、白浜町都市計画マスタープランは平成４年の都市計画法の改正により規定された市

町村が長期的な視野に立って定める市町村の都市計画に関する基本方針をまとめたものでご

ざいます。 

 白浜町では、平成１８年３月１日に旧白浜町と旧日置川町の２町が合併し、新たな白浜町

が誕生しました。その新町の都市づくりを進めるため、長期的な視点に立った都市の将来像

を明確にし、その実現に向けた道筋を明らかにするため、平成２３年３月に土地の利用方法

や道路、公園などの都市施設整備方針などを示し、町の将来像とその実現化方針を明らかに

した白浜町都市計画マスタープランを策定してございます。 

 また、近畿自動車道紀勢線南紀白浜インターチェンジや日置川インターチェンジの開設、

訪日外国人旅行者の増加など、町を取り巻く社会状況が変化したことから、平成２９年３月

にマスタープランの一部改正を行ってございます。 

 次に、白浜町マスタープランの内容の検証や見直しについてでございますが、白浜町都市

計画マスタープランは、先ほどと重複しますが、平成２３年３月の策定時においておおむね

２０年後の町の将来像を見据えながら、おおむね１０年後の道路や公園、市街地などに関す

る取組方針を示したものとして策定されました。現在に至るまでの間、マスタープランに掲

げられた方針に基づき、長期総合計画など上位計画や関連計画等との整合を図りながら、都

市計画の取組を進めてきたところでございます。 

 マスタープランの見直しについては、平成２９年３月に一部改正を行っておりますが、当

初の策定から１０年近く経過してございますので、社会情勢、状況の変化や総合計画などの

上位計画との整合も図りながら、現在の白浜町の実情に即した計画になるよう見直しを行う

必要があると考えてございます。 

 次に、白浜町の用途地域について、指定の経緯と現在の指定状況についてでございますが、

用途地域は都市計画法の地域地区の１つで、用途区分の混在を防ぐことを目的に指定されて

おります。住居、商業、工業などの市街地に大枠としての土地利用を定めるものでございま

す。 

 白浜町は緑豊かな山林丘陵地や美しい海岸線などの多くの豊かな自然環境を有しており、

これらを生かした観光リゾート地として発展してまいりました。当町にとってかけがえのな

い観光資源と住環境を無秩序な乱開発から守る必要性があることから、昭和４８年に白浜町

都市計画区域において、用途地域の指定を行い、その後、現在に至るまで土地利用の変更や

法改正に応じて何度か用途地域の指定、変更を行ってきたところでございます。 

 現在における白浜町の用途地域は、住居系５種類、商業系２種類、工業系１種類の合計８
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種類を指定してございます。また、用途地域のほかにも、用途地域を補完する特別用途地区

である娯楽レクリエーション地区、そして観光地区、高度地区、風致地区、地区計画を指定

してございます。 

 最後に用途地域の見直しについてでございますが、用途地域につきましては、これまで貴

重な自然や環境を守りながらまちづくりを進めてきた先人たちの思いや考えを基に決定され

てございます。現在に至るまで土地利用の変化など必要に応じて適宜見直しが実施され、継

続的、安定的な土地利用が行われてきたところであります。 

 用途地域の見直しにつきましては、環境の変化やニーズの変化に対応した快適な住環境の

形成や、町の産業の活性化を図るための産業、商業用地の確保などに努め、見直しや新たな

規制、手法の適用を的確に推進していく必要があるというふうに考えてございます。 

 議員より、今まさに用途地域の見直しが必要な時期ではないかとのご提言をいただきまし

たが、用途地域の見直しなどを含めた都市計画を進める上で必要となる、人口規模、土地や

建物、交通利用現況などの基礎的な調査である都市計画基礎調査が県においておおむね５年

に一度実施されており、その調査が昨年度に実施されたと報告がなされているところでござ

います。 

 都市計画法では、都市計画基礎調査の結果などを基に都市計画の変更の必要性を判断する

旨が示されており、また、国の都市計画運用指針においても都市計画マスタープランの変更

等に応じて用途地域の見直しを検討すべき旨も示されてございます。 

 このようなことから、白浜町都市計画マスタープランにつきましては、先ほど答弁させて

いただきましたように、見直しを行う方向で検討を行っているところでございますので、併

せて用途地域の見直しの必要性についても検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

○議    長 

 まちづくりにつきまして、答弁が終わりました。再質問を許可いたします。 

       １３番  堅田君（登壇） 

○１３   番 

 用途地域についての再質問を行いたいと思います。 

 白浜町都市計画マスタープランは平成２３年３月に策定され、平成２９年３月に一部改定

したとのことですが、全体の見直しについて今後行う方向で検討中とのことです。上位計画

である第２次長期総合計画が平成３０年に策定され２年が経過していますので、長期計画に

沿って見直すことになると思いますが、見直しに際して都市計画マスタープランを見直す組

織があるのか、またあるならどういったメンバー構成なのか、また定期的に協議されてきた

のかを伺います。 

 次に、用途地域の指定は、先ほど紹介しましたように、昭和４８年に用途指定され、当時

の先人たちの自然や環境への思いからの指定であったということで、土地利用の変化により

必要に応じて適宜見直しが実施されてきたということですが、適宜ということはその時その

場に具合のいいようにということで、全体的なものではなく、部分的に見直しがされてきた

ということだと思います。 

 昭和４８年というと、もう半世紀前となり、白浜町でも少子高齢化であったり人口分布、

人口の構成も変化してきています。また、交通インフラも変化しており、用途地域指定の見

直しをすべきだと考えます。用途地域の見直しとなれば、当局のみで見直すわけではなく、
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これもまたどういったメンバーで構成され、なぜまた昭和４８年から抜本的に見直しされて

こなかったか、どういった手法で今後見直しが進められ、全体的な変更が完成するのかを伺

います。 

○議    長 

       番外  建設課長 玉置君 

○番    外（建設課長） 

 議員より、白浜町都市計画マスタープラン及び用途地域の見直しに伴う組織構成について

のご質問をいただきました。 

 まず白浜町都市計画マスタープランの見直しに伴う組織のメンバー構成についてでござい

ますが、平成２３年３月の白浜町都市計画マスタープランを策定したときの体制です。各種

団体の代表者や学識経験者によって構成された策定委員会と庁内の関係各課職員で構成され

ます庁内検討部会が中心となり、また地域住民の代表により構成される地域別まちづくり会

議や住民や観光客のアンケート調査によるご意見を取り入れて策定してございます。 

 これらは計画策定のために組織されたものでございますので、その後定期的に見直しの協

議を行っているということではございませんが、都市計画に関する事項について調査審議す

る組織として、白浜町都市計画審議会がございます。その審議会は、学識経験者や白浜町議

会議員、関係行政機関など、現在は８名の委員で構成されてございます。 

 平成２３年の白浜町都市計画マスタープラン策定時及び平成２９年の一部改定時には、そ

の内容につきまして白浜町都市計画審議会より様々な提言をいただいており、今後の見直し

に当たりましても、同様に進めていく予定でございます。 

 次に、用途地域の見直しに伴うメンバーについてでございますが、用途地域見直しを行う

には、都市計画法の規定に基づき、都市計画を変更または決定させる手続が必要となります。

それを審議する組織は、先ほどもご説明させていただきました現在８名の委員で構成されて

おります都市計画審議会となります。 

 見直しにおける都市計画手続の手順を大まかに申し上げますと、まず見直しの対象区域を

抽出し、その区域の調査、検討、県との協議の上、まず素案を作成して、その後、公聴会や

住民の説明会の開催、案の公告、縦覧、都市計画審議会での審議を経まして、最終的に都市

計画の決定となります。 

 また、なぜ昭和４８年から今まで具体的な見直しがされてこなかったというご質問につい

てでございますが、用途地域の見直しは、昭和４８年に指定後、昭和６１年に地域全体にわ

たり見直しを行ってございます。その後、現在に至るまで必要に応じて何度か見直しを行っ

ているんですけども、これらにつきましては部分的なものが多く、また、定期的に全体的な

見直しを実施したということではございません。 

 用途地域などは長期的に目指すべき市街地像に対応した安定的枠組みとして定められるも

のであり、その見直しに当たっては過去の指定経緯等を踏まえ、慎重に行う必要があると考

えますが、町としまして、現在の用途地域の見直しの必要性と今後の見直し方法について検

討していく必要があると認識しているところでございます。 

○議    長 

 再々質問があれば、これを許可します。 

       １３番  堅田君（登壇） 
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○１３   番 

 今回の質問の趣旨である、用途地域指定の見直しには、見直しの対象地域の抽出と調査検

討、県との協議、公聴会や住民説明会、案の公告、縦覧、都市計画審議会での審議などと簡

単ではないということが分かりました。指定の見直しが必要となり、実行されるまでには、

長い時間と多くの調整が必要となることです。 

 しかしながら、白浜町に住む子どもたちが将来「魅力的なまち白浜」「輝きと安らぎのまち

白浜」に帰ってきたい、住み続けていたいと思えるまちづくりを計画できるのは、私たちの

責任だと思います。そういった意味を含めて、今建設課長からは、用途地域の見直しの必要

性と今後の見直しの方向について検討する必要があると認識しているとの答弁をいただきま

した。 

 用途地域の指定は、まさに白浜町が目指す将来のまちづくりの方向の意思を表していると

思います。人口減少、コロナ禍など日々白浜町を取り巻く状況が変化していく中で、その変

化や新しいニーズに的確に対応し、町の魅力をさらに高めて発信し続けることで、世界に誇

る「輝きとやすらぎと交流のまち白浜」となると考えておりますので、古い習慣にとらわれ

ることなく、新しい視点でよりよいまちづくりがオール白浜でできるよう、用途地域の見直

しについて最後に町長に考えを求めて、私の白浜町のまちづくりの質問を終わります。 

○議    長 

       番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 白浜町都市計画マスタープランは、これからのまちづくりの指針として目指すべき都市の

将来像とその実現に向けた取組の方向性を示したものであります。用途地域は将来像の実現

に向けた取組の方向性として、土地利用の基本となる制度でございます。 

 白浜町はいにしえの時代より温泉地として、また恵まれた自然環境により、関西屈指の海

水浴場、熊野古道などの歴史的価値の高い史跡や世界でも類を見ないジャイアントパンダの

飼育施設があり、国内、国外より多くの方々に訪れていただいております。これも我々の先

人たちが貴重な自然や環境を守りながらまちづくりをしてきた賜物であり、我々はこれを後

世に引き継ぐ義務があると考えております。 

 高速道路の開通などの交通網の整備や、今回のコロナ禍による生活様式の変化など、社会

情勢の変化は著しく、白浜町を取り巻く環境は日々目まぐるしく変化をしています。古い考

えや慣習にとらわれるのではなく、その環境の変化に対応し、新しいニーズ等を的確に捉え、

守るべきは守り、変えるべきは変えることで、新たな町の魅力を創出することで、白浜町が

持続的に発展し、より魅力あるわが町白浜になると考えております。 

 本日議員よりご質問いただきました都市計画マスタープランや用途地域等につきましては、

まちづくりの基礎となるものでありますので、その現況についての検証を行い、的確な見直

しを実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議    長 

 以上で、まちづくりについての質問は終わりました。 

 次に、観光振興施策についての質問を許可します。 

       １３番  堅田君（登壇） 

○１３   番 
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 今年は新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、大部分の国の経済活動が深刻なダ

メージを負い、ＷＨＯはパンデミックを宣言しました。それにより、ロックダウンや入国制

限、オリンピックの延期など、人類が経験したことのない事態に陥りました。日本でも店頭

からトイレットペーパーやマスクの買占めにより、売切れ状態が続いたり、３密、ソーシャ

ルディスタンス、ステイホーム、ＰＣＲ検査、クラスターなど聞き慣れない言葉が私たちの

日常にも飛び交うこととなりました。 

 観光を基幹産業とする白浜町においても、春休み、ゴールデンウイークと経済的に重要な

時期に町から人が消えました。特にゴールデンウイークでは、白良浜への入場禁止、周辺駐

車場の閉鎖などにより、今まで見たことのない白良浜となりました。 

 冷え切った白浜の経済を復活させるべく、経済団体や経済機関の協力により、様々な意見

や考え方のある中、海水浴場の開設を７月２３日に行いました。その開設から連日多くの海

水浴客が白良浜海水浴場を埋め、あのゴールデンウイークは何だったのかと思うほどでした。 

 しかし、ここに至るまで、白良浜でのあらゆるイベントが中止になりました。砂まつり、

トライアスロン、ビーチラグビー、ビーチアルティメット、そして例年２回の花火大会、熊

野水軍埋蔵金探しほか、浜を利用したものだけでもこれだけあり、それ以外の会議やイベン

ト、祭りなども中止という結果になっています。 

 そこで質問です。３月の地元紙には、３月の時点で５億円の経済損失があったとされてい

ましたが、感染が始まってからこの８月までの経済状況をどう感じているのかをお尋ねしま

す。 

 ２つ目に、白浜町はコロナ感染拡大により、３月に１億３，８００万円の経済対策を発表

し、その中の旅行宿泊券の提供として、ネット予約を対象とした最大５０％割引で、上限２

万円、３，６００万円規模の対策を打ち出しました。これはコロナ感染症の収束を見据えて

計画され、７月１５日より県内在住者に限りネット予約が始まり、８月からは国の外出自粛

の段階的緩和の目安に沿って、県内から全国へと広げました。この経済対策の名前も「ふた

たび みたび南紀白浜」として、配布してきたところですが、８月時点でのその人気といい

ますか、売行きはいかがなものか、伺います。 

 続きまして、コロナウイルス感染症の影響はスポーツ合宿の受入れにも影響が出ていると

思いますが、平成３０年の実績によりますと、１年間で１万３，０００人がこのスポーツ合

宿補助金を利用していました。その年の４月から８月の実績を見てみますと、宿泊延べ人数

は７，３６０人でこの時点で年間の半分以上の利用があったことになります。このスポーツ

合宿事業補助金も今年度は１，０００万円を予算に上げており、多くのスポーツ合宿、ＭＩ

ＣＥ、スポーツ大会の開催でお客様が白浜町にお越しになり、観光振興や地域振興の発展に

寄与すると計画してきたところです。 

 そこで分かる範囲でいいので、今年の現時点でのスポーツ合宿補助金の利用実績と今後の

予約状況を伺います。 

 次に、南紀白浜観光局と白浜観光協会の一本化についてお尋ねします。 

 南紀白浜観光局が設立されたのが、平成３０年４月のことで２年と５か月がたちました。

ちょうど２年前の９月議会の一般質問で、私は観光局の組織や運営、事業などについて伺い

ました。内容的には白浜観光協会と類似した事業もあることから、すみ分けなどについて答

弁を求めたところです。事業内容も重要ですが、運営するに当たって補助金に頼らない独立
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採算できること、利益を上げることの難しさもあるということでした。これについては理事

さんや旅行エージェントとも協力しながら、１円でも多く収入を頂けるよう頑張っていくと

の答弁でしたが、その後はどうなりましたか、伺います。 

 次に、南紀白浜観光局は加速化交付金を受け、その後地方推進交付金を平成３１年まで予

算の２分の１を交付されてきましたが、今年度からはそれも終わり、白浜町の補助金のみの

運営となっております。その補助金額は４，１００万円です。それと白浜観光協会の補助金

４５３０万円、観光振興等特別宣伝補助金が１，３００万円の合計が９，９３０万円です。 

 多額で増加した観光補助金について、観光局と観光協会の一本化の話が以前から出ており

ますが、一本化に向けた検討委員会が２週間に一度程度開催され、協議されていると、過去

に答弁がありました。また、今年の予算審査特別委員会では、副町長が、来年の１月ぐらい

には方向が決まって、令和３年４月１日から一本化という組織でやっていきたいとの答弁が

ありました。 

 今、コロナ感染症拡大の状況において委員会が定期的に開かれ、十分な協議がコロナ感染

予防対策をしながらいかに進められているのか、新年度の４月に一本化できなければまた１

億円近い補助金が必要となるでしょう。一本化しても単純に町からの補助金が半分の５，０

００万円で済むとは思っていません。それぞれの組織には会員さん、事務員さん、今までの

慣例、財産等など簡単に調整できるものではないと思います。 

 現在、予定の計画に向かって進捗状況はどうかを伺って、白浜町の観光施策の質問といた

します。 

○議    長 

 堅田君の質問に対する、当局の答弁を求めます。 

       番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

 ただいま堅田議員より、白浜町の観光施策についてご質問をいただきました。 

 まず１点目の新型コロナウイルス感染症による町への影響についてでございますが、議員

がおっしゃるとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、国全体が深刻なダメージ

を負いました。町内でも宿泊のキャンセルや大型観光施設の休園、休館がございました。こ

うした危機的状況を踏まえ、町としてもスピード感を持って次々と緊急経済対策を打ち出し

てきたところであります。 

 また、町内で感染者が出ないよう、町民や観光客の皆様お一人お一人への感染防止対策の

徹底、経済団体の各施設においての衛生管理の徹底などを行いました。今後も新型コロナウ

イルス感染症が完全に終息するまで、引き続きご協力をお願いしていかなければならないと

考えております。 

 白浜温泉旅館協同組合からの宿泊者数の統計報告によりますと、宿泊者は今年２月から

徐々に減少し始め、対前年度比で見ますと、３月は３３．８％、４月は８．９％、５月はか

なり厳しい数字で３．３％まで落ち込みました。その後、７月は４８．２％、８月は７０．

６％と徐々に持ち直してきたものの、まだまだ厳しい状況に変わりはございません。 

 本来であれば、多くの観光客が大型観光施設や海水浴場などへお越しいただくことにより、

宿泊施設や飲食店などの消費が増え、経済的効果が現れてまいります。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響による町全体としての経済損失につきましては、白浜
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温泉旅館協同組合に加盟、営業しております２３施設の１月から８月までの宿泊者数は、前

年の７１万７，５０５人に対し、今年は３２万５，２９２人で、対前年度比４５．３％とな

っております。このように白浜温泉旅館協同組合の宿泊者数だけを見ましても、非常に大き

な経済損失であったと認識しております。 

 全国的にも新型コロナウイルス感染症が収束していない状況の中、まずは感染拡大の防止

を図るための徹底した対策を講じていくことが必要です。今後もイベント等の中止など、地

域経済に対する影響もございますが、県や近隣市町、関係団体等と引き続き連携し、全力で

対応してまいります。 

 そのほかのご質問につきましては、担当課長より答弁申し上げます。 

○議    長 

       番外  観光課長 寺脇君（登壇） 

○番    外（観光課長） 

 それでは、２点目以降のご質問につきましては、私のほうから答弁させていただきます。 

 まずプレミアム旅行券等販売促進事業につきまして、答弁申し上げます。 

 新型ウイルス感染症の影響により、国内の観光産業、地域経済が危機的な状況の中、町で

は第１弾から第５弾にわたり、緊急経済対策の補正予算を提案し、これまで取組を進めてま

いりました。 

 特にプレミアム旅行券等販売事業につきましては、早い段階から南紀白浜観光局と準備を

進め、途中、緊急事態宣言等の影響により販売の延期を余儀なくされましたが、「ふたたび み

たび南紀白浜」キャンペーンと題して、旅行代金の割引クーポンを配布し、７月１５日から

は県内限定の販売、８月は全国販売に展開してきたところでございます。 

 キャンペーンの概要といたしましては、インターネットでの予約販売とし、割引クーポン

も２，０００円から２万円までの６段階の価格を設定し、南紀白浜観光局と町とで協議しな

がら月別に宿泊原資を配分してまいりました。販売状況につきましては、８月２１日の段階

の数字でございますが、７月分は設定枚数１５６枚に対し約８１％の利用があり、取扱額と

しましては約６２６万円、８月分は設定枚数５５５枚に対し約８５％の利用があり、取扱額

としましては約１，９７２万円ございました。８月分を居住地別で見ますと、大阪府が約３

５％、和歌山県が約１０％、兵庫県が約９％、奈良県が約８％となっており、近距離での旅

行が多いという結果となりました。 

 このように、利用枚数、取扱額を見ましても、大変好評であったと捉えているところでご

ざいます。 

 町内経済や観光客の回復にはまだまだ時間がかかると思われますが、引き続き町の経済対

策や秋冬に向けた観光振興策等の取組を国や県、関係団体等と連携しながら進めてまいりた

いと考えてございます。 

 次に、スポーツ合宿等誘致事業費補助金の現時点での利用実績及び今後の予約状況につい

て答弁申し上げます。 

 今年度のスポーツ合宿等の受入れに関しましては、やはり新型コロナウイルス感染拡大の

影響が大きく、８月末までの集計ではスポーツ合宿１件、宿泊延べ人数１２０人、補助金額

１２万円、ＭＩＣＥ２件、宿泊延べ人数２９１人、補助金額２５万９，０００円で、合計３

件、宿泊延べ人数４１１人、補助金額３７万９，０００円となっております。 
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 堅田議員のご質問の中では、平成３０年度の実績をおっしゃっておりましたが、直近であ

る令和元年度の実績と比較をいたしますと、４月から８月までのスポーツ合宿、ＭＩＣＥ、

スポーツ大会の合計は、件数８３件、宿泊延べ人数が９，３１５人、補助金額が８５１万６，

０００円でしたので、約９６％の大幅ダウンとなっております。 

 また、今後の予約状況につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で９月以降、既

に６件のキャンセルがございますが、現時点での予約件数は、スポーツ合宿が８件となって

おります。 

 町といたしましては、新型コロナウイルス感染防止対策に引き続き取り組みながら、スポ

ーツ合宿、ＭＩＣＥ、スポーツ大会での多くのお客さんを白浜町へ取り戻し、観光振興、地

域振興の発展に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、南紀白浜観光局の収益事業について答弁申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、補助金に頼らない独立採算の取れる組織として運営できるようにな

れば大変すばらしいと思います。収益事業につきましては、南紀白浜観光局では、一昨年ブ

ルーインパルス展示飛行のイベントで行った有料観覧席の販売や、昨年はまち歩きマップ、

グッズ商品の販売、受託事業など、商品に付加価値をつけて販売を行っております。また白

浜観光協会では、昨年２回の花火大会において有料観覧席の販売や夏の白良浜海水浴場での

パラソルや浮き輪の貸出しなど、収益事業に取り組んでいるところでございます。 

 販売企画や利益を上げることの難しさなど、課題はまだまだ多くございますが、関係団体

とも協議しながら白浜町へお越しいただく多くの観光客の皆様に買っていただける商品の企

画や開発に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

 最後に、南紀白浜観光局と白浜観光協会の統合の進捗状況について答弁申し上げます。 

 南紀白浜観光局と白浜観光協会の統合につきましては、これまでの協議を引き継ぐ形で本

年度より統合協議会を設置し、また６月より新たに統合協議拡大委員会を設置いたしました。 

 まず、統合協議会では、現在、新団体での事務局体制、職員の給与及び事務分掌を中心に

協議を進めており、今後、これらに加えまして、新団体での令和３年度事業計画案及び予算

案を協議していくことになります。 

 また、統合協議拡大委員会では、新団体の事業内容、会員、理事、部会の役割や団体とし

ての合意形成の考え方など、組織体制について協議を進めているところでございます。こう

した項目は、新団体の根幹をなす内容であり、別に協議する必要があると判断し、当該委員

会を設置いたしました。 

 このように、南紀白浜観光局と白浜観光協会との組織統合に係る協議につきましては、令

和３年４月の統合に向け、南紀白浜観光局と白浜観光協会、そこに町が加わり、毎週のよう

に統合協議会もしくは統合協議拡大委員会を開催し、協議を重ねているところであり、双方

にとっての課題等の抽出や課題解決に向けての話合いを進めているところでございます。 

 町といたしましても、南紀白浜観光局と白浜観光協会の組織が一本化され、発展しながら

さらなる観光振興につながるよう、取組を進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議    長 

 答弁に対して、再質問があれば、これを許可します。 
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       １３番  堅田君（登壇） 

○１３   番 

 先ほどの答弁の中で、７月１５日より「ふたたび みたび南紀白浜」のネット予約の割引

クーポンの配布が予定どおりの配布状況ということで、経済対策がうまくいっていることだ

と思いますが、一方では、スポーツ合宿については前年比９６％減、コロナの影響がはっき

り出ているんじゃないかと思います。政府のＧｏＴｏトラベルキャンペーンが実施されて、

その宿泊費用の補助もある中で、「ふたたび みたび南紀白浜」は好調なのに、スポーツ合宿

の利用は９６％減、これは一体どういうことだと当局側としては理解しているのか、答弁を

求めます。 

 そしてもう１点、南紀白浜観光局と白浜観光協会の統合についてですが、６月から統合協

議拡大委員会が設置され、毎週のように協議を進めているとのことですが、歴史ある観光協

会とできて間もない観光局では、会員の在り方や事務局の体制、独立採算の取れる収益事業

など調整に時間がかかると思います。 

 来年の４月には統合するかどうかには、時間がなく、もしできないとなればそれぞれに来

年度も補助金が必要となります。課長の答弁の中では、一本化に向けて取り組んでまいりた

いとありましたが、期限があるので諸問題は残るのかもしれませんが、まずは一本化して、

その後に問題を解決していくしかないと考えます。 

 南紀白浜観光局の理事長である副町長がいらっしゃいますので、最後に来年４月への一本

化へ向けて進んでいると考えてよろしいのか、答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  観光課長 寺脇君 

○番    外（観光課長） 

 議員ご指摘のスポーツ合宿等の大幅な落ち込み関しましては、その利用者の大半が学生で

あることから、新型コロナウイルス感染症の影響により学校やクラブ、サークル等の活動に

制限があり、合宿旅行等そのものが控えられているのではないかと推測されるところでござ

います。 

 スポーツ合宿以外の一般的な宿泊に関しましては、家族旅行であったり友達同士、個人旅

行など国が実施しているＧｏＴｏトラベルキャンペーンや和歌山県の「蘇りの地、わかやま

キャンペーン わかやまリフレッシュプラン」によりコロナ禍ではありますが、旅行需要が

喚起され、宿泊者数の増加に結びついているのではないかと考えているところでございます。 

○議    長 

       番外  副町長 林君（登壇） 

○番    外（副町長） 

 白浜観光協会と南紀白浜観光局の統合について、ご答弁申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、事務局体制や会員の在り方、組織体制における合意形成の仕組みな

ど、調整の必要な項目が多岐にわたりまして、それらについて現会員にご理解いただかなけ

ればならないことを考えると、確かに時間を要しますが、今のところ統合のスケジュールに

変更はなく、予定どおり今まで以上に推進力のある観光団体として来年度当初から新たに始

動できるよう、しっかりと協議を進めてございます。 

○議    長 
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 答弁に対して、再々質問があれば、これを許可します。 

       １３番  堅田君（登壇） 

○１３   番 

 今はウィズコロナ、アフターコロナと言われていますが、これからの観光は今までのよう

な観光行動ではなくなると考えています。白浜町もポストコロナに向けて新しい観光戦略を

立てられるよう提言して、私の一般質問を終わります。 

○議    長 

 観光振興施策についての質問を、終わります。 

 以上をもって、堅田君の一般質問は終わりました。 

 暫時休憩します。 

       （休憩 １０ 時 ４８ 分  再開 １０ 時 ５７ 分） 

○議    長 

 再開します。 

 １２番長野君の一般質問を許可します。 

 長野君の質問は、一問一答方式です。通告質問時間は６０分です。質問事項は、１つとし

て、鳥獣害対策について、２つとして、避難所運営についてであります。 

 はじめに、鳥獣害対策についての質問を許可します。 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして質問を行います。 

 まず、初めに質問事項１、鳥獣害対策についてお伺いいたします。 

 近年、シカやイノシシ、サル等の野生鳥獣による農林漁業被害が全国各地で深刻化してお

ります。その被害範囲は中山間地域に限らず、平野部や一部の市街地にまで及んでおり、今

や鳥獣被害は農村部に限らず全国的に問題となっております。本町の被害額を鳥獣別にお伺

いいたします。イノシシ、サル、シカの３年間の被害額を年度別で答弁を求めます。 

○議    長 

 長野君の質問に対する、当局の答弁を求めます。 

       番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

 長野議員から、鳥獣害対策についてご質問をいただきました。 

 本町における有害鳥獣による被害は、シカ、イノシシ、サルが中心となっております。被

害金額はシカによるものが最も多く、次いでイノシシ、サルの順となっておりますが、ご質

問いただきました鳥獣別の被害金額や捕獲件数は後ほど担当課長から答弁させていただきま

す。 

 有害鳥獣駆除の取組につきましては、野生鳥獣が農林水産物に被害を与え、捕獲以外の防

除対策を実施しても被害を効果的に防止できない場合として、町から鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律に基づく許可を出し、猟友会の会員の方々に従事いただいて

ございます。 

 有害鳥獣による被害を軽減させ、白浜町鳥獣被害防止計画を達成するには、狩猟者の育成

や確保が不可欠ですので、今後も引き続き猟友会や農業者の方々と連携し、農作物の被害軽
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減に取り組んでまいります。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 本町の野生鳥獣による農作物の被害額についてでございますが、まずイノシシは平成２９

年度１１７万１，０００円、平成３０年度７３万８，０００円、令和元年度８１万円、サル

については平成２９年度８７万円、平成３０年度４７万円、令和元年度３１万円、シカにつ

いては平成２９年度９３万７，０００円、平成３０年度１６３万１，０００円、令和元年度

１５６万円でございます。これらは農家からの報告や猟友会からの聞き取り、現地調査等に

よるものの積み上げですので、実際はこれよりはるかに大きな被害が生じているものと認識

してございます。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 次に、２点目、有害鳥獣駆除で捕獲されたイノシシ、サル、シカ、３年間の捕獲数は年度

別でお伺いいたします。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 有害鳥獣駆除で捕獲された捕獲数でございますが、イノシシは平成２９年度４７５頭、平

成３０年度２４２頭、令和元年度２６１頭、サルにつきましては平成２９年度３５頭、平成

３０年度５７頭、令和元年度３６頭、シカについては平成２９年度１，３０５頭、平成３０

年度１，１４３頭、令和元年度１，１１２頭でございまして、イノシシ、シカについては減

少傾向となってございます。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 若干減っているということでございます。 

 それでは、３番目、それぞれの地域の猟友会も大変高齢化しておると思いますが、現在の

猟友会の会員数とこれまでの推移について当局の答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 猟友会の会員数は、ここ数年は７０後半での横ばい傾向にありましたが、昨年から病気や

お亡くなりになられたりしまして、現在は白浜分会３７名、日置分会３４名、合計７１名と

なっております。 

 会員の平均年齢は６３．４９歳で、７０代がやはり一番多く２９名なのですが、２０代１

名、３０代６名、４０代９名、５０が５名と、若い世代の方々も最近増えてきてございます。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 
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○１２   番 

 次に４点目、若い世代も増えているとのことでありますが、有害鳥獣駆除の今後の対策と

後継者対策について、町長にお伺いいたします。 

○議    長 

       番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 有害鳥獣駆除の対策としましては、狩猟登録者を増やし、捕獲体制を整えることが何より

重要であることは言うまでもありません。これまで行ってきた町広報による呼びかけはもち

ろん、農家自身による捕獲を進めることも大きな効果につながる取組であると思います。被

害届をいただいた農家の方々や新規就農者への狩猟免許の取得を推進していきたいと考えて

おります。 

 本年２月には、老朽化した田辺市の紀南射撃場が整備され、研修施設も整いました。この

整備には当町から負担金を支出していますが、これらの施設の効果も期待しながら、引き続

き狩猟免許取得支援事業を活用し、狩猟免許取得者の増加や猟友会の会員確保に努めるとと

もに、猟友会の力をお借りしながら新規免許取得者の指導、育成にも努めてまいりますので、

議員にも引き続きご指導いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 鳥獣害対策は継続していくことが、大変重要であると思います。今後も捕獲、防護対策、

狩猟者の育成に加え、集落に寄せつけない環境対策など、地域ぐるみによる被害対策として

取り組むことが大変重要であると思います。 

 これで、鳥獣害対策についての質問を終わります。 

○議    長 

 以上で、鳥獣害対策についての質問は終わりました。 

 次に、避難所運営についての質問を許可します。 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 続きまして、質問事項の２、避難所運営についてお伺いいたします。 

 その１点目、町の開設する避難所は２１か所であると思いますが、私の地元椿地区では、

椿小学校と椿園が避難場所になっていますが、今まで８年間で避難された方は何名なのか、

年度別で答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 おはようございます。ただいま議員より、８年間の椿小学校、椿園への避難人数について

ご質問をいただきました。 

 平成２３年からの数字を申し上げさせていただきたいと思います。この年は白浜町にも大

きな爪痕を残した台風１２号の上陸もあり、町内２１か所で４４６世帯、１，０７６人の避

難者を受け入れているところです。椿小学校においては９世帯２４人、椿園は１５世帯２４
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人となっています。 

 平成２４年度、平成２５年度はどちらも避難者はありませんでした。 

 平成２６年度は椿園に７世帯１４人、平成２７年度は椿小学校に５世帯１１人、平成２８

年度はなく、平成２９年度は椿小学校に１世帯５人、平成３０年度は椿園に１２世帯１６人、

令和元年度は椿園に２世帯３人となっています。 

 以上です。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 続きまして２点目、椿小学校へ避難される方が少ないと思います。なぜ少ないのか。その

原因は避難所まで行く県道が朝来川の氾濫で通れなくなり、大変危険になるからであります。

数年前に避難している人、職員が氾濫で帰れない事象があったと思いますが、このことにつ

いてどのような話合いをしているのか、当局の答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 議員ご指摘のとおり、平成２６年度に朝来川の増水により道路が冠水し、椿小学校から職

員が帰ることができないということがありました。このときについて対策について、話合い

はできていない状況であります。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 続きまして３点目、先ほどの答弁に、帰れないこともありましたが、対策については話合

いができていない状況とのことでありますが、避難場所等を開設したとき気づいた点や問題

点の話合いの場を設けているのか、いないのか、答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 避難所等を開設した後の問題点については、場を設けてまでの話合いということはできて

いませんが、資機材の不足や避難者からのご意見などは、避難所に配置された職員、施設管

理者、区長さん等から情報をいただき、早期に解決できるものについてはその都度対応をす

るように努めています。 

 今後も問題点については避難所の開設を担当する各部署より報告を受けるとともに、情報

の共有と解決を図っていきたいと考えています。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 再質問させていただきます。避難所等を開設した後の問題点の場を設けて話合いを行うま

では至っていませんとのことでありますが、職員が帰れない、避難した人が帰れない事象が

あったことを知りながら対策についての話合いができていないとは、大変驚きであります。 
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 報・連・相という言葉がございます。報告、連絡、相談であります。小さな問題点、課題

点があれば、その都度検証しなければならないと思いますが、当局の答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 議員ご指摘のとおり、災害、台風一過と言おうか、過ぎて大きな被害がなければそのまま

ということではなく、避難所を開設するに当たっては、その後、議員からご指摘いただいて

いるようなことはきちんと協議の場を持つ、また、避難所に行った職員等と危機管理室が連

携して情報を共有するということは本当に大事だと思います。 

 昨今、たくさんの災害、特に当地域では大きな台風も襲来しておりますので、今議員から

ご指摘いただいたことは肝に銘じて今後きちんと課題解決に取組を進めていきたいと思いま

すので、ご理解をよろしくお願いします。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 ぜひとも課題解決等々で話合いの場を設けていただくことを希望いたします。 

続きまして、４点目、椿小学校体育館の避難場所を今後見直す考えはないのか、当局の答

弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 椿小学校においては、体育館という大きな施設は、大規模災害においては有効と考えてい

ます。ただし、近年の避難者数の減少と先ほども答弁させていただきましたが、避難環境の

問題から、現在は椿小学校体育館から校舎内の職員室に変更し、避難時の環境は向上してい

ると考えています。 

 町が開設する避難所の見直しについては、地元自治会のご意見もいただき、避難所の変更

や災害種別による指定等を協議していきたいと考えております。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 避難環境の問題から、椿小学校体育館から校舎内の職員室に変更し、避難環境は向上して

いるとのことでありますが、私は避難場所の環境を伺っているのではなく、避難場所へ行く

県道が朝来川の氾濫で道路が冠水し、通れなくなり、大変危険なので、今後見直す考えはな

いのかと質問をしているのですが、当局の答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 ご指摘のとおり、災害規模等によって、朝来川が平成２６年、過去にも増水し、冠水した

という状況がありますので、椿地区の場合は、先ほども申し上げたとおり、椿小学校と椿園

の２つの避難所があります。時によっては今議員がご指摘の椿小学校のほうに行けないとい
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うことも十分考えられますので、その時と場合によって避難所を使い分けしたいと。今後、

大きな災害が来たときには、台風だけの災害とは限りませんので、椿小学校も現在のところ

は避難所として位置づけて、臨機応変な対応を考えていきたいと思っていますので、ご理解

のほどをよろしくお願いします。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 臨機応変に対応し、災害種別による指定等を協議していきたいとのことでありますが、早

急に協議をしていただきたい。 

 その理由として、近年、地球温暖化に伴う気象現象の極端化により、今後、災害が多発さ

れることが強く懸念されます。これまで大丈夫だったことが今後も大丈夫であるという保障

はないと思います。災害リスクの高い地域に居住している住民の啓発はもちろんのことであ

ります。 

 繰り返される災害を断ち切るためには、これまでの常識にとらわれない取組が不可欠であ

ると思いますので、避難場所については災害種別による指定等、早急に協議していただけれ

ばと思います。 

 続きまして、５点目、コロナ禍対応の避難所運営について、お伺いいたします。 

 新型コロナ対策を徹底すれば、人の間隔を１メートルから２メートル空けなければ避難所

の収容人数が減少するのは明らかであります。これに対処するために、避難所を増やす一方

で、避難所に避難する人数を減らす取組が必要であると思うが、避難所の指定を増やす対策

の検討がなされているのか、答弁を求めます。 

 また、避難所以外への避難の取組について、併せて答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 長野議員より、コロナ禍対応の避難所の取組についてご質問をいただきました。 

 避難所内で新型コロナ対策としてソーシャルディスタンスを取ることにより、避難所の収

容人数が約３分の１から４分の１まで減少すると考えます。 

 ６月にもご質問をいただきましたが、民間施設等の使用をした避難所増加対策については、

現状進んでいない状況ですので、町有施設等で対応したいと考えています。 

 避難所の収容人数の減少対策としましては、６月の広報や町のホームページに、住民の方々

には一般避難所以外、例えば親戚や友人宅等を頼る分散避難をお願いしているところです。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 続きまして６点目、避難所運営での課題について、お伺いいたします。 

 ７月に感染症予防観点を踏まえた避難所運営の訓練をされていましたが、避難所での新型

コロナ対策の影響は職員体制にも及ぶものではないかと思います。避難所開設の事前準備、

避難所開設に要する時間は今まで以上に増えると思いますが、必要な職員体制の配置につい

て、答弁を求めます。 
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○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 避難所運営における職員の体制についてご質問をいただきました。 

 避難所では、密閉・密集・密接が重なりやすく、避難者だけでなく職員においても感染リ

スクが高まりますので、避難所に配置する職員の感染予防の備品と避難所の衛生管理を意識

していただくため、ご指摘のあったように運営訓練を行ったところであります。 

 議員がご指摘のとおり、避難所開設には、普段に比べ時間を要するため、避難情報の発令

時間から逆算し、早めの開設準備の判断を必要と考えています。また配置する職員について

は、各部署で交代を含め、配置する職員、人数を調整しているところです。各避難所には１

人から２人程度が現状でありますが、業務と準備するものが増えるため、開設時の増員の要

請を考えているところです。 

 なお、新型コロナウイルス感染症予防対策として、隔離スペースの確保が可能な白浜町中

央公民館、農業研修会館、清掃センター、日置川拠点公民館の計４か所を指定し、保健師の

巡回派遣を調整しています。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 配置する職員については、各部署で交代を含め人数を調整、また、業務と準備するものが

増えるため、開設時、増員の要請とのことでありますが、現時点でどのような調整をされて

いるのか、答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 現時点ですぐに今のところどうのこうのというので協議はできていないというのが現状で

すが、この間のように台風という災害であれば、数日前から進路も含んで白浜町が台風の関

係で避難所を開設するということがおおむね事前に分かるということがありますので、その

時点で、きちんと各部署の職員のほうに増員なり逆算した準備ということは心がけるように、

取組は考えているところです。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 早急に、今気象状況はテレビ等でも天気予報で事前に台風等の災害が分かりますので、そ

うしたことを踏まえて事前に準備等をしていただければと思います。 

 次に、隔離スペースの確保可能な白浜中央公民館、農業研修会館、清掃センター、日置川

拠点公民館の４か所を指定とのことでありますが、４か所すべて耐震が確保されている施設

なのか、答弁を求めます。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 
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 この４つの施設について耐震ができているかどうかということで、今すぐに答弁はできな

いところもありますので、調べて答弁のほうはさせていただきたいと思っています。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 ちょっと重要なことなので。すぐ分かると思います。 

○議    長 

 答えられる範囲で。詳細はもし間違えた答弁をされると困るので、今の分かる範囲で。 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 白浜中央公民館と清掃センターは耐震のほうは大丈夫ということで、農業研修会館、日置

川拠点公民館については耐震化ができておりません。申し訳ございません、農業研修会館は

耐震をしていないということになります。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 やはり、この４か所の指定というところであって、水害とかだけではないんですよね。地

震もあろうかと思いますので、そうしたことも考えていただいて、じっくり、しっかりと避

難所の４か所については考えていただきたいと思います。 

 ９月８日のマスコミ報道によりますと、過去、最強クラスと予想された台風１０号に備え、

九州では一時約２０万人が避難所に身を寄せたそうであります。一方で、新型コロナウイル

ス対策で定員を制限した避難所では、定員超過や避難先を変更せざるを得ない事態となるな

ど、混乱も起きたとのことであります。福岡県久留米市は、今回、避難所の数を５０から６

３か所に増やし、検温などを担当する受付職員を２倍以上に増やしたそうであります。 

 コロナが終息しない中、７月の訓練を生かし、課題、問題点があれば、早急に検証するこ

とが大変重要であり、今後、実効性を高める訓練を実施することが望ましいと思います。 

 続きまして、避難とは難を避ける行動のことであります。避難所に行くことだけが避難で

はありません。コロナ禍であろうとなかろうと、風水害時の避難については、基本的な考え

は何も変わらないと思います。コロナ禍で災害時の避難に関心が高まっている今だからこそ、

改めて住民一人ひとりに災害時の避難について考えていただき、対策を推進する行政自身も

災害時の避難の在り方を再認識する必要があると思いますが、町長の見解をお伺いいたしま

す。 

○議    長 

       番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 議員のおっしゃるとおり、避難は難を避ける行動のことであり、自宅が安全であれば避難

所に行くことがリスクかもしれませんが、災害の危険がある地域で逃げ遅れるようなことが

あってはなりません。事前にハザードマップ等を活用し、身の回りの災害リスクを把握して

いただくことも重要であります。 

 新型コロナウイルス感染症は今なお感染拡大を見せており、白浜町としても各課において
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対応に苦慮しているところであります。避難所を開設する立場としては、避難所での感染予

防対策、感染者が出たときの対応など、考えられる対策をあらかじめ講じておかなければな

らないと考えています。避難所においても、新型コロナの対策として、非接触型の体温計や

配置職員用のフェイスシールド、ガウンの購入、消毒、清掃用として次亜塩素酸水生成器を

導入し、配付しているところであります。 

 また、隔離施設のある中央公民館、農業研修会館、清掃センター、日置川拠点公民館の４

施設に優先して間仕切り資材を購入致しました。今後も、町が開設する避難所すべてに敷マ

ットや間仕切り資材の追加購入を予定しており、備蓄品の拡充等に取り組んでいるところで

あります。 

 引き続き、感染症対策、災害時の避難対策について、町の広報やホームページ等で啓発、

周知に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議    長 

       １２番  長野君（登壇） 

○１２   番 

 自宅が浸水する可能性のない場所、土砂災害の危険がない場所、マンションの上層階の場

合には在宅避難ということも重要であります。まずはハザードマップ、防災マップ等で自分

の家の安全性を確認して、自宅以外に避難すべきかどうかを検討し、その上で自分の家が危

険な場所にあるならば、より安全な場所に早めに避難することが重要であろうかと思います。

新型コロナウイルスの感染リスクに関わらず、いざというときにどう行動すべきか、一人ひ

とりがあらかじめ考えておくのが大変大事なことだと思います。 

 毎年のように発生する激甚水害、今年はそれに加えて新型コロナウイルス対策も求められ

ます。今回の台風は進路や規模がある程度予想できる台風であったが、九州豪雨の原因とな

った線状降水帯のように急速に発達して予測が難しい場合もあります。 

 ハザードマップで自分の住む地域の危険度を確認し、避難情報に注意を払う、日頃からこ

うした防災の基本を徹底するため、また命を守るためには迅速な避難行動を習慣づけること

が非常に大切なことだと思います。 

 このことを申し述べさせていただき、私の質問を終わります。 

○議    長 

 避難所運営についての質問は終わりました。 

 以上をもって、長野君の一般質問は終わりました。 

 暫時休憩します。 

       （休憩 １１ 時 ２９ 分  再開 １２ 時 ５８ 分） 

○議    長 

 再開します。 

 教育委員会、榎本教育次長が午後から欠席でございますので、城戸教育次長補佐の出席を

許可しています。 

南議会運営委員長から報告を願います。 

       ６番  議会運営委員長 南君（登壇） 

○６    番 

 休憩中の議会運営委員会の協議の結果をご報告いたします。 
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 本日は、私、南まで一般質問を行い、その後、散会することになりましたので、ご了承を

いただきたいと思います。 

 次に、本日までに提出のあった要請書の取扱いについては、議会運営委員会で協議の結果、

配布にとどめるということになりましたので、お手元に配布しています。 

 本日、散会後に議員懇談会を開催しますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、報告を終わります。 

○議    長 

 委員長報告が終わりました。ご了承のほどお願いします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 １４番 水上君の一般質問を許可します。 

 水上君の質問は、一問一答方式です。通告質問時間は６０分です。質問事項は、１つとし

て、町の行政課題について、２つとして、新たな企業誘致とテレワークの推進についてであ

ります。 

 はじめに、町の諸課題についての質問を許可します。 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 それでは、通告に従いまして、一般質問させていただきます。 

 まず最初に、町の行政課題についてですが、町内の幼児園保育園の中で、耐震基準に満た

ない園舎は昭和４９年に建設された湯崎保育園のみで、老朽化が進み、大変心配である。こ

れまでに床や外壁のひずみ、ひび割れや雨漏れをバケツで受けて、その中で卒園式や入園式

をしたこともありました。補修された箇所もありますが、今後予想されている東海・東南海・

南海地震の発生がいつ起こるとも限らない中で、何年も町の考え方、また対処を求めてきま

した。やっと今年度建設予算が計上されましたが、入札不落だったと報告を受けました。 

 建設予定時期が遅れるのか、保育環境の整備については、園児の安心・安全のために早急

な判断と対応を求めます。 

 現在の進捗と今後の考え方はいかがでしょうか。お尋ねします。 

○議    長 

 水上君の質問に対する、当局の答弁を求めます。 

       番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

 ただいま水上議員より、湯崎保育園の建設に関するご質問をいただきました。 

 湯崎保育園に関しましては、議員からもございましたように、現園舎は昭和４９年に建築

され、既に４６年が経過していることから、近年では建物自体の老朽化が目立つようになり、

設備関係を中心に修繕を重ねている状況にあります。特に、保育室の床や窓枠のゆがみなど

不具合箇所が見られることに対しましては、過去の一般質問におきましてもご指摘をいただ

き、必要に応じ修繕を行うなど、保育環境の場として支障をきたさないよう対応してきたと

ころでございます。 

 町といたしましては、地域での安心・安全な保育環境の確保、また、子育て世代への支援

は大きな行政課題として捉え、湯崎保育園の将来的な方向性を検討した結果、現有地である

旧県立白浜なぎさホーム跡地を県から無償貸与させていただき、新園舎建築について本年度
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当初予算に建築工事費を計上し、入札を執行いたしました。しかしながら、先ほど議員から

ございましたように、入札が不調に終わったということでございます。 

 その後、建設予定地に隣接する住民の方から、工事に対する要望もございまして、その対

応を含め、調整を行っているところでありますが、一定の整理ができましたら、改めて議員

の皆様にご報告申し上げたいと思っておりますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上

げます。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 数年前から、保護者の声は、町は実際危機感を持っているのか、白浜町は本当に考えてく

れているのか、子どもたちの安心・安全のため本当にやる気はあるのかと、いまだ変わらず

聞こえてきます。園児たちと保育士を守る命の問題です。管理責任を問われていることを伝

えて、進捗を期待し、この質問を終わります。 

○議    長 

 以上で、町の行政課題についての質問は終わりました。 

 次に、新たな企業誘致とテレワークの推進についての質問を許可します。 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 次に、新たな企業誘致とテレワークの推進について、お尋ねします。 

 まず白浜町のＩＴオフィス２棟と民間事業者が１１月に開所する第３ＩＴオフィスの報告

を受けていますが、ほかの企業誘致に向けた現状と、これまでの企業誘致促進条例に沿った

実績、また事業を停止されたケースなどはあったのか、事業所の定着率はどうだったのか、

お尋ねします。 

○議    長 

       番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 ただいま水上議員より、新たな企業誘致とテレワークの推進についてご質問をいただきま

した。 

 議員ご承知のように、当町ではＩＴオフィスを中心とした情報関連企業の誘致に力を入れ

ており、第１オフィス、第２オフィスの両施設で１０社の企業が入居、現在は満室状況とな

っています。また、現在民間事業者において第３オフィスとなる「アンカー」の整備も進め

られており、１社入居企業が決定しているところであります。 

 ご質問の企業誘致に向けた現状や実績等につきましては、担当課長よりご説明申し上げま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 当町では、白浜町企業誘致促進条例に基づき、町内に事業所を新設、増設または移設する

事業者に対して優遇措置を講ずることにより、企業誘致を促進しているところであります。

対象事業所は、宿泊施設、文化・体験施設、試験研究施設、地域産業の高度化施設、製造施
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設を対象としており、現在まで累計１８件の企業を承認したところであります。そのうち承

認取消しが３件、事業廃止が２件となっています。また、昨年度については宿泊施設２件、

本年度が製造施設１件を新たに承認したところであります。 

 事業所の定着率は約７０％となっています。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 事業着手、その前の取消しの理由は何でしょう。３件ともに開業までに至らなかったのか、

また事業廃止２件の補助金返還の町への戻し入れはどう処理されるのか、お尋ねします。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 承認取消しの３件につきましては、事業着手に至らなかった事業や正社員を３人雇用でき

なかったため承認取消しを行ったものであります。 

 また事業廃止となりました２件の取扱いについては、単年度ごとの交付申請に基づき審査

し、交付決定をしているものであり、不正行為を除き各年度で交付した助成金の返還は求め

ていません。なお、廃止年度以降の助成金の支給も行っていないということです。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 企業誘致のメリットは、税収のアップと雇用の拡大による地域の活性化につながる。また、

地方創生先行型交付金、加速化交付金、推進交付金、拠点整備交付金など国からの交付金が

あるようで、全国で約８割の自治体が企業誘致に積極的に取り組んでいると報告されていま

す。 

 地方自治体が今後の重点産業分野として考えている業界には、食・環境、エネルギー、健

康・医療・介護、情報通信などが上位で、地方もこれからの成長産業に目を向けていること

が伺えます。 

 これまで地方自治体の企業誘致は主に大手企業の工場、支店の開設を目的とすることが多

かったようですが、白浜で言えば企業誘致条例を策定した平成１８年頃には宿泊施設の閉鎖

やどんどん増える空き保養所の活用を主に推進して、雇用に結びつけてきたと思います。 

 ところが、最近は税制改正などで企業の本社機能ごと誘致できるチャンスが大きくなって

いて、通信インフラを整備し、魅力的な企業を誘致することができれば、地方が活性化し、

ビジネスチャンスがもっと広がる可能性があります。東京の一極集中から地方への分散を国

は数年推奨して、税の助成もあります。 

 先日、企業の地方移転、本社や支店移転を報道で取り上げていました。東京から栃木へ社

員２５人ともに移転して、コストの３割削減したことや、北海道へ移転した会社は、東京は

密で環境のよい地方のほうが仕事の効率が上がると言います。 

 政府機関も地方都市への分散を検討していると数年聞いています。 

 町内では２０１６年にクラウドサービスとパッケージソフトウエア製品の開発企業が東京

から本社を白浜に移転されています。立地環境は緑に囲まれた場所で、見学させていただき
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ましたが、社員に話を伺うと、８５名の方が働いていて、そのうち地元雇用は約８５％で、

離職者も少なく働きやすい環境だと言います。このように地方移転され、地元に貢献されて

いる好事例です。白浜のＩＴビジネスオフィスへ支社機能を移された企業も、生産性が向上

していると報告されています。 

 白浜町も今後企業の本社、支店の移転を進めるために、研究し、実現できるように体制を

つくり、もっと積極的に働きかけたらいかがですか。お尋ねします。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 現在、企業誘致の取組については、町と県が一緒になって取組を進めている現状です。特

に都市部の企業への営業活動については、町担当者において実施することが困難であるため、

和歌山県の担当者に協力をいただいています。 

 全国的には、議員ご指摘の税制改正の影響や働き方改革、新型コロナウイルス感染拡大の

影響による企業における本社機能の地方への分散移転やテレワークを主体とした働き方など、

大きく情勢が変わってきており、地方自治体の体制づくりは非常に重要なものになってくる

ものだと考えています。 

 白浜町としましても、体制の強化の必要性は感じていますが、今後も現在の体制を基本と

しつつ、より一層県との連携を図ることで、企業誘致を推進していきたいと考えています。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 国が２０１９年を目標として、まち・ひと・しごと創生戦略を進めてきました。多岐にわ

たるが、白浜町での検証、成果はどうであったのか、お尋ねします。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 ただいま議員より、白浜町まち・ひと・しごと創生の総合戦略についてご質問をいただい

たところであります。急激な人口減少に歯止めをかけ、持続可能な人口動態の中長期的な展

望を示す白浜町人口ビジョンに掲げた目標を達成するための基本的な方向や具体的施策を取

りまとめたものになります。成果については、総合戦略における重点施策を国における地方

創生交付金を活用した取組を実施してきました。 

 主なものは、雇用を見据えた先進的観光ビジネス推進事業として、行政、観光関連事業者、

観光客をつなぐ中間支援機能として、白浜版ＤＭＯの設立や、周遊型観光開発の整備、体験

型ツーリズムの強化、通年型観光リゾート地のブランド化、水産資源を活用した水産ブラン

ドの普及を進めることによる、地域経済効果の創出と雇用の促進や、地方への人の流れを推

進するための白浜町ＩＴビジネスオフィス整備事業として、ＩＣＴ関連企業の誘致を通じた

移住・定住の促進、若年層の雇用機会の拡大や人材育成を図ってきたところであります。 

 両事業とも、観光客数や体験型観光受入数、新規雇用者数、企業誘致数といった計画目標

を掲げ、ほぼ目標値を達成しています。また、人口の推移を見ましても、人口ビジョンで掲

げている目標値に沿った動向を示しており、総合戦略における施策が一定の成果を上げてい
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るものだと考えているところです。 

 白浜町まち・ひと・しごと総合戦略につきましては、計画期間を１年延長し、今年度末で

終了するため、現在見直し作業を実施しています。今後も、この総合戦略に掲げる施策につ

いては、国の交付金等を活用し、地方創生の取組を推進していきたいと考えていますので、

議員のご理解をいただきたいと思います。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 ＩＴビジネスオフィスの誘致による一定の成果、経済効果は承知しています。観光入込み

数などは平成２６年に３２０万人と報告されていたものが、平成３１年の目標値は３４０万

人としていました。目標値に近いと今報告も出ていましたが、町なかの観光関連従事者の実

感としては、数年横ばいである。また数年厳しい経済環境の中である実態と乖離してはいな

いか。説明のあった各種計画の数値目標とはどのようなものであって、達成しているとする

達成率はどうなのか、お尋ねします。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 ただいま議員より、達成率についてご質問をいただきました。 

 第１目標として、観光客数で平成２８年度現状値３３２万３，３９３人を、平成３１年度

に３４２万６，０００人、第２目標として、体験型観光受入数が平成２８年度現状値４，８

９７人を、平成３１年度は１万人にするといった計画目標を設定したところであります。 

 実績値については、平成３０年度末現在の集計値となりますが、観光客数３５２万１，８

１８人、達成率については１０２．８％となっており、第１目標は達成している状況です。

ただ第２目標である、体験型観光受入数については４，１６７人、達成率４１．７％となっ

ており、受入態勢の拡充といった課題があり、目標値の達成には至っていないという状況で

す。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 県の発表では、人口は２０１０年に１００万２，１９８人だったが、今後２０４０年には

７１万人で、高齢化率は約４０％になる。さらに２０６０年では、５２万人と推計されてい

ますが、県の長期人口ビジョン、まち・ひと・しごと戦略では、少子高齢化が進む将来、２

０６０年には２人で１人の高齢者を支える７０万人の人口を確保するためには、安定した雇

用、県への新しい人の流れをつくる、少子化を食い止める、安全・安心な暮らしの実現、時

代に合った地域をつくるとしていますが、白浜町の人口は１９７５年の２万６，６１７人を

ピークに減少していますね。今後の長期展望と居住意向を持てるまちづくりの視点で、町が

しなければならない課題があるかと思いますが、考えを伺います。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 
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 白浜町人口ビジョンにおいては、２０１０年に２万２，６９５人であった人口が何も施策

を講じなければ２０６０年に約半分に当たる１万９７１人になると予測されているところで

す。当町では、少しでも人口減少に歯止めをかけるために、白浜町総合戦略を策定し、施策

を講じることで、２０６０年の人口１万４，５０７人を確保する目標を掲げています。本年

の目標値は２万８２６人と設定しており、現状値は７月末現在で２万１，０３５人となって

おり、ほぼ目標値どおりの人口推移を示しています。 

 人口減少問題は子育て、教育、福祉、交通、雇用、移住・定住施策など様々な関連施策を

総合的に展開させてかないと歯止めをかけることはできないと考えていますが、白浜町とし

ましてはすべての産業においての振興、働く場所の確保が第一の課題であると考え、その取

組が進まなければほかの施策も人口減少に歯止めをかけることはできないのではないかと考

えています。 

 長期的な取組にはなりますが、一次産業や観光産業の振興をはじめ、新たな産業誘致にも

取り組んでいきたいと考えています。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 国は第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略を新たに策定していますが、白浜町も検証か

ら町の特性に合った見直し、改定が必要であると思います。 

 また、これからはＩＴツール導入、またテレワーク導入について、中小企業、小規模事業

者を対象に国は推進し、助成もあります。コロナ禍で一層広がったテレワークは今後時代の

ニーズかと思います。 

 ＩＴ活用などによる業務効率化や柔軟な休暇取得の促進により、課題であった残業の削減、

休暇の増加を実現している企業の成功事例があります。新しい働き方や暮らし方が雇用の安

定や移住に結びつき、テレワークの導入にはメリットがあると言います。災害や感染症の蔓

延時にも、通常と同じように地方や海外との業務を継続できて、社内では通勤や移動時間の

大幅なコスト削減につながる。今回の感染症拡大時に導入された企業も多く、プライべート

も充実し、労働意欲の向上、仕事への満足度が上がると報告もされています。 

 白浜町も事業所などへのＩＴ活用、テレワーク導入や環境整備に企業誘致にもつながる奨

励金を考えてはいかがでしょか、お尋ねします。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 議員より、ＩＴ活用、テレワーク導入をする事業者への奨励金を出してはどうかというご

質問をいただきました。 

 テレワークの導入等に対する事業者への支援については、議員ご指摘のように、現在国に

おいては働き方改革推進支援助成金の制度があります。これは、在宅またはサテライトオフ

ィスにおいて、就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対してその実施に要した費

用の一部を助成するものであります。 

 また、都道府県や政令都市の一部においては、国の助成金に上乗せする形で助成を行って

いる自治体もあります。ただ地方と都市部の企業では、テレワークに対するニーズや環境、
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職種などが異なり、白浜町の企業活動においてテレワークのニーズがあるかといったところ

が検討する必要があると考えています。 

 また、都市部の企業では、テレワークの受け皿となる拠点の整備を求める企業が多く、今

後もオフィス環境の整備を中心に取組を図り、企業誘致につなげていきたいと考えています。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 現在県と共に進めているＩＴ企業誘致には、紀南が選ばれる理由があると言います。 

 まず最高のロケーション、東京から１時間の立地とオフィス賃料は東京や大阪の５割以上

割安で、全国２位のＷｉ－Ｆｉスポットや安全なネットワークがあり、充実した奨励金、雇

用奨励、また通信補助や賃貸料、航空運賃の補助などがあり、手厚い。これらの活用から現

在生産性の向上も報告されています。 

 そこで、白浜町企業誘致条例は平成３４年３月３１日限り、失効するとあります。あと２

年、最初の条例制定から約１５年、多様なニーズを調査し、時代の流れに沿う見直しをされ

てはいかがでしょうか。新たな白浜町企業誘致条例について、お考えを伺います。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 企業誘致条例の今後についてのご質問をいただきました。 

 企業誘致条例については、新たに３人以上の正社員の雇用や事業を行う目的で新たに土地

もしくは建物を購入するといった条件があります。そのため、ＩＴオフィス利用企業のよう

な財産を取得しない企業は対象外となっているところです。 

 議員ご指摘のように、本条例を制定してから長い年月も経過しており、その後企業ニーズ

や環境も大きく変化してきていると認識しています。例えばＩＴオフィスの入居企業を見ま

しても、テレワークを行うためのサテライトオフィスやワーケーションといった利用形態が

増えてきています。今後、さらに情報関連企業の誘致を推進していくには、現在県で制度化

されているオフィス賃料補助や通信補助、航空運賃補助などの補助制度を検討していく必要

があると考えていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 県で制度化されているオフィス賃料補助や通信補助、航空運賃補助などの補助制度を検討

すると今説明されました。今後、町としても上乗せ助成なども検討課題にあるのか、お尋ね

します。 

○議    長 

       番外  総務課長 愛須君 

○番    外（総務課長） 

 県において制度化されている補助は全国的に見ても非常に手厚い補助となっています。た

だ３年間適用の補助となっていますので、４年目以降については補助がなくなる状況であり

ます。白浜町としましては、現状の補助制度への上乗せという形ではなく、より長期間白浜
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町で事業継続していただくため、県の補助対象とならない４年目以降の補助について検討し

ていければと考えています。 

○議    長 

       １４番  水上君（登壇） 

○１４   番 

 最後に、町内では、中小事業者が多く、大手のような整備には遅れがあります。町として

も今後のテレワーク推進には通信機材や接続費用などの支援や導入研修などとメリット、デ

メリットを調査し、これからのニーズをしっかりつかんでＩＴ推進の町として、町なかの事

業所や各諸団体への支援を期待して、この質問を終わります。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議    長 

 新たな企業誘致とテレワークの推進についての質問は終わりました。 

 以上をもって、水上君の一般質問は終わりました。 

 続きまして、３番 廣畑君の一般質問を許可します。 

 廣畑君の質問は、一問一答方式です。通告質問時間は６０分です。質問事項は、１つとし

て、新型コロナについて、２つとして、富田中学校体育館にエアコンの設置を、３つとして、

各兵器廃絶宣言の町としての行動についてであります。 

 はじめに、新型コロナについての質問を許可します。 

○議    長 

       ３番  廣畑君（登壇） 

○３    番 

 新型コロナについてということで、幾つかの点についてお尋ねします。 

 医療機関や高齢者施設等の勤務者、この方々に対するＰＣＲなどの検査の実施についてで

あります。 

 新型コロナウイルス感染症での無症状の方が感染を広げています。６月末に千葉県松戸市

の老人ホームで集団感染しました。１例目は職員の感染経路は不明であります。６月２５日

に体調不良で早退し、受診しました。医師は様子を見ると、すぐにＰＣＲ検査を実施しませ

んでした。３日後に再受診し、次の日にようやく検査して陽性が分かりました。検査が遅れ

た結果、１例目の感染が判明する前に２例目の職員が発症しました。その間に施設内に感染

が広がった、このような可能性があります。 

 無症状者からの感染が拡大し、医療施設や高齢者施設でクラスターが発生していることか

ら、厚生労働省は県に８月１８日の行政検査の範囲について、事務連絡で、「感染者が多数発

生している、またはクラスターが発生している地域（保健所管内）に存在する医療施設や高

齢者施設等に加えて、当該地域（保健所管内）が生活圏域にある者が勤務、入院、入所する

施設を含めて考えて差し支えない」、このようにしております。 

 また、与野党でつくる医師、国会議員の会のＰＣＲ検査数の抜本的拡充要請や、国民世論

に押されて２８日の安倍首相の辞任会見で、政府は、新型コロナウイルスの新たな対策パッ

ケージを公表しました。季節性インフルエンザとの同時流行に備え、新型コロナの検査能力

を１日２０万件程度まで拡充させることなどが柱になっています。新型コロナの検査能力は

現在１日当たり最大約５万９，０００件、政府は抗原検査の簡易キットを大幅に拡充するな
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どで２０万件程度まで引き上げるとしています。検査能力の向上に伴い、多くの感染者がい

たり、クラスターが発生したりした地域では、医療機関や高齢者施設に勤務する人、入院患

者らの定期的な検査実施を都道府県に要請する、このようにしております。 

 ご存じのように、過日、田辺保健所管内でクラスターが発生しました。ダイニングバーと

食堂で、また医療福祉施設でも感染者が出ました。医療福祉施設で３番目に感染が確認され

た方は、体調不良で検査前から休んでおられてクラスターにならなかった。休んでいなけれ

ばクラスターになった可能性があります。 

 国の事務連絡や８月２８日の発表に基づいて、感染症が医療機関や高齢者施設等に勤務す

る職員に、国が拡大する抗原検査も含めた２０万件の検査を使って、定期的に行政検査を実

施するように県に要請すべきではないですか。また、実施されるまで、医療施設や高齢者施

設の職員が社会的検査として新型コロナの検査を行う場合、町が補助金を出すようにしては

いかがでしょうか。 

 さらに多くの人と関わる高齢者施設、病院、学校、保育所などの職員は、体調不良になっ

た際はクラスターが起こらないように、すぐに職員にＰＣＲ検査、抗原検査などの行政検査

を行う体制をつくるべきではないですか。 

 新型コロナの感染状況を捉えてどのように対策を講じるのか、お尋ねいたします。 

○議    長 

 廣畑君の質問に対する、当局の答弁を求めます。 

       番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

 ただいま廣畑議員から、新型コロナについてということで、医療機関や高齢者施設等の勤

務者のＰＣＲ検査の実施について、ご質問をいただきました。 

 廣畑議員がおっしゃるとおり、８月１８日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推

進本部から発出された、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するＱ＆Ａについて

や、８月２８日の安倍首相の記者会見での、新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組

の中で、検査体制の根本的な拡充として、季節性インフルエンザ流行期を踏まえた検査需要

に対応できるよう、国が都道府県に対し指針を示し、地域における外来診察の医療提供体制

と検体採取体制を踏まえて、早期に新たな検査体制整備計画を策定するよう要請するとあり

ます。 

 また、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、その

期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者全員を対象に、一斉、定期的な

検査の実施を都道府県等に対して要請するとされているところであります。 

 ９月１日の仁坂知事の記者会見では、和歌山県におけるＰＣＲ検査体制の拡充について方

針が発表され、検査体制の拡充などをさらに強化したいと発言されており、和歌山県におい

ては、感染者を早期発見し、早期隔離するとともに、陽性者の行動履歴を徹底的に調べて、

次の感染を事前に抑制していくということをずっとやってきております。 

 このようなことから、新型コロナウイルス感染症の検査体制については、廣畑議員のご提

言に沿うような形になっていくと考えております。 

 町といたしましては、今後も、国や県の動向に注視し、保健所など関係機関等と連携を図

りながら、新型コロナウイルス感染症に関する必要な啓発等に取り組んでまいりたいと考え
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ております。 

○議    長 

       ３番  廣畑君（登壇） 

○３    番 

 答弁をいただきました。しかしですね、町が関わる医療や福祉施設などに関わらずに、工

夫を凝らして万遍なく臨時交付金などの活用について取り組んでいただきたい、このように

思います。やはり医療福祉施設だけではないというふうなこともありますので、そういった

点についてよろしくお願いしたいというふうなことであります。こういうことを申し上げま

して、この質問については終わります。 

 新型コロナの２つ目であります、特別定額給付金の申請と支給について、お尋ねします。 

 特別定額給付金の申請が８月１７日に終了しました。ほとんどの住民が申請して給付され

たと思いますけれども、申請がなかった方もおられたと思います。そのような方の人数につ

いて、いかがですか。 

 また、そのうち住民登録をしている、白浜町に住んでいただいておる外国人に対してどの

ように知らせ、申請されましたか。外国人の方についてはやはり今まで観光などでインバウ

ンドに対する観光面でもいろいろ取り組んできましたし、住んでおる方もたくさんおられる

ように思います。そうした観光など様々な業界での取組がされている中で、申請書の説明に

不備についてなかったかということをまずお尋ねしたいと思います。 

 また、ある高齢の方は、給付金のことを聞いて、楽しみにしていましたが、申請書が届か

ずに給付されずに亡くなられたというふうなことであります。基準日と申請書の送付日など

改善できませんか。あるいはまた、こうした方に対する町の救済措置、このことについて、

必要があるのではないのかな、このように思いますが、こういった点についてお尋ねをいた

します。 

○議    長 

       番外  住民保健課長 泉君 

○番    外（住民保健課長） 

 ただいま廣畑議員から、特別定額給付金の申請と給付についてご質問をいただきました。 

 特別定額給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、４月２

０日に閣議決定され、当町におきましても、町民の皆様方に可能な限り迅速かつ的確に給付

金をお届けできるように、５月１日に住民保健課内に特別定額給付金室を設置し、取り組ん

できたところでございます。 

 特別定額給付金につきましては、４月２７日を基準日として、基準日において白浜町に住

民基本台帳に記録されている方を対象に、１人１０万円を給付する事業でございます。当町

におきましては、５月１１日にオンライン申請の受付、５月１８日に申請書の発送及び窓口

申請の受付を開始し、５月２８日に第１回目の振込をしたところでございます。先月の８月

１７日に申請書の受付を終了し、１万１，０８０世帯、２万１，０９８人の方に２１億９８

０万円を給付したところでございます。対象世帯に対する給付率につきましては９９．４％

となってございます。 

 未申請の方々につきましては、７月１日と７月２８日の２度申請期限到来及び申請をして

いただけるよう、お知らせ文書を送付し、最終的には４４世帯、４４人の方が未申請であり
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ました。 

 廣畑議員ご指摘の外国人の方につきましても同様にお知らせをしたところではございます

が、日本語によるお知らせであったため、検討を要するところでございます。 

 また、お一人世帯の世帯主の方につきましては、総務省特別定額給付金室からの回答で、

基準日以降申請前にお亡くなりになられた場合、受給権がないものとみなすとなっており、

そのような世帯が１８世帯ございました。 

 基準日と申請書の送付日についてのご指摘につきましては、ゴールデンウイーク期間中も

町民の皆様方に可能な限り迅速に申請書をお届けできるよう、申請書を発送の準備に取り組

んでまいりましたので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議    長 

       ３番  廣畑君（登壇） 

○３    番 

 外国人の方に対する周知については、白浜町内に住まわれている方もおられると思います

し、もちろん事業所で働いて、そういったところから相談を受けたとかいうふうなこともあ

ったと思いますけれども、根本的には町としての取組として、日本語だけではなしに、何ら

かの外国人がアクションを起こせるような、そういう通知書であってほしいなというふうに

思います。今後、そういう方に対し周知するというそういう取組、このことに期待をしまし

て、このことについて終わりたいと思いますけれども、そうした町長に外国人の方、インバ

ウンドというふうなことで今までコロナまでは来ていただいて、観光で取り組んで、そうい

う接待、おもてなしもしてきたというふうなこともありますし、やっぱり働いておられる方

がかなりおられますので、そうしたことについて町、町長としての考え方をちょっとお聞か

せいただいて、この項を終わっていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議    長 

       番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 このたびの特別定額給付金につきまして、外国人の方で、ほんの僅かではございますけれ

ども、申請することができなかったと。何度かこちらからも日本語による文書で申請用紙は

送らせていただいておったんですけれども、なかなかそういった重要な書類だというふうに

受け止められなかったのかもしれません。そしてまた周りの方々も気がつかなかったという

こともあって、残念ながら申請には至らなかったという、これは事実としてはもちろん我々

も認めるんですけれども、結果論でございますので今からそれを認めるというわけにはいき

ませんし、今後、どういった形で外国人の方々にも町からの重要な案内ですとか書類を、今

後配付して、そしてまた知らせていくということができるかどうか。 

 特に今回は外国語といいましてもやはり英語だけではござませんし、中国語、韓国語、そ

の他の外国人の方もいらっしゃるかも分かりませんので、その辺りは今後の将来に向けての

課題とさせていただきたいと思いますし、当然庁内でも協議をしながら、一定の方向性を出

していきたいというふうに思っております。 

○議    長 

       ３番  廣畑君（登壇） 

○３    番 
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 町長から答弁をいただきました。そうした今後の取組にも期待しまして、このことについ

て、コロナについてこれで終わります。 

○議    長 

 以上で、新型コロナについての質問は終わりました。 

 次に、富田中学校体育館にエアコンの設置をの質問を許可します。 

       ３番  廣畑君（登壇） 

○３    番 

 それでは、２つ目の富田中学校の体育館にエアコンの設置をということで、質問させてい

ただきます。 

 富田中学校の新体育館の建設が進められていますけれども、完成が延びているところであ

ります。県下でも一番古い体育館で、一番新しい体育館として生まれ変わろうとしておりま

す。新築の構想、設計したときには新型コロナはありませんでした。また、そういう中で今

年の夏の暑さ、全国的にも異常であります。台風の超大型化、今回九州方面、東シナ海、朝

鮮半島を向いて抜けたわけでありますけれども、こうした大型化の中で建設されております。

新型コロナ禍の中、中学生たちの体育授業やクラブ活動、また地域の避難所としての機能も

併せ持つそうした体育館にエアコンは必要ではないですか。富田地域での避難所として、ウ

ィズコロナの時代、分散避難なども想定しながら学社連携であるとか、地域に開かれた学校、

そういったことで今までも取り組んできたわけなんですが、普段使わなくとも災害時に必要

と思いますが、いかがでしょうか、お尋ねします。 

○議    長 

       番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 廣畑議員から、建設中の屋内運動場、富田中学校体育館へのエアコンの設置についてご質

問をいただきました。 

 現在工事中の富田中学校体育館につきましては、付帯設備としてエアコンを設置する計画

は、その使用頻度、設置工事費、設置後の維持管理経費等を複合的に勘案し、設置する計画

予定はございません。 

 しかしながら、最近酷暑化している夏の時期は、学校授業や避難所開設時の避難者用とし

て、たとえ使用頻度が短期間でも酷暑対策が必要とも考えております。よって、当面の夏場

の避難所対策として、今般の地方創生臨時交付金制度を活用いたしまして、町立小中学校の

すべての体育館に可動式の冷風機、スポットクーラーということですけれども、そういった

ものを設置することとなりました。 

 多目的活用とするために、通常時は学校教育用として、災害時には避難所として開設する

体育館については、避難者用として使用する予定でございますので、ご理解を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議    長 

       番外  教育長 豊田君 

○番    外（教育長） 

 廣畑議員より、富田中学校体育館へのエアコンの設置についてご質問をいただきましたの

で、答弁申し上げます。 
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 学校の施設におきましては、同じように温暖化の影響による対策として、昨年度より予算

の確保をいただき、各教室に冷暖房機を整備することができました。今年の夏休み短縮に伴

う８月の授業におきましては、窓の一部を開放しながら冷房するという新型コロナウイルス

の感染対策を講じながらも大きな支障もなく、授業を実施することができました。 

 議員ご指摘のように、富田中学校に限らず、体育館に冷暖房機を設置できれば最善である

と思いますが、先に町長からご答弁がございましたが、学校体育館に冷風機を整備する予算

を確保いただきましたので、速やかに整備に努めているところでございます。 

 学校体育館への冷房設備の整備につきましては、今後の気候の状況や国県の動向、そして

児童生徒の健康状態や活動状態など、学校と連絡を密に取りながら注視してまいりたいと存

じておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議    長 

       ３番  廣畑君（登壇） 

○３    番 

 今年、昨年度末からの今までにない教育環境の下、ぜひ補助金などを活用しながら、今後

ともしっかり取り組んでいっていただきたいというふうに思います。 

 このことについてはこれで終わります。 

○議    長 

 富田中学校体育館にエアコンの設置をの質問は終わりました。 

 次に、３点目の核兵器廃絶宣言の町としての行動をの質問を許可します。 

       ３番  廣畑君（登壇） 

○３    番 

 核兵器廃絶の町としての行動をということで、質問をいたします。 

 白浜町は核兵器廃絶宣言の町です。２０１７年、国連で核兵器禁止条約が１２２か国の賛

成で成立し、３年がたちました。条約の発効まであと６か国と報道で知りました。その６か

国の批准で５０か国になると。そしたらこの条約が成立、発効するということであります。 

 この条約は、核兵器の全廃と根絶を目的として起草されました国際条約であります。核兵

器の開発、実験、製造、備蓄、移譲、使用及び威嚇としての使用の禁止並びにその廃絶に関

する条約というふうなことでありまして、もちろんこの条約は我が国はまだ賛成もしていな

いし、国会などで国の中ででも議論されていません。この条約について、今後、戦争での唯

一の被爆国としての我が国であります。町長、国に対してこうした取組について賛成をして

批准するように働きかけていきませんか。また、毎年行っている原爆写真展を串本町などか

ら資料をお借りしてビキニ被ばくや戦争犯罪などの告発する展示など、膨らませていきませ

んか。このことについて、お尋ねします。 

○議    長 

       番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 ただいま、廣畑議員より、核兵器廃絶宣言の町としての行動について、ご質問をいただき

ました。 

 白浜町は日本国憲法の平和精神に基づき、核兵器の廃絶を願い、永遠の平和社会を築くこ

とを誓い、合併後の平成１８年１２月に「核兵器廃絶・平和の町」を宣言いたしました。 
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 戦後７４年の歳月を経て、オバマアメリカ合衆国前大統領が現職の大統領として初めて被

爆地である広島への歴史的な訪問を行ったことで、平和への思いや非核に対する関心が世界

的に高まりを見せ、国連総会では核兵器禁止条約制定の交渉開始に向けた決議が採択された

ところであります。 

 このことは、核兵器のない世界に向けたまさに第一歩と思っており、各国協調の下、核廃

絶に向けさらなる前進を期待しているところでございます。 

 核兵器禁止条約の批准に対する国への働きかけにつきましては、町が加盟しております平

和首長会議より、内閣総理大臣に対し、核兵器廃絶に向けた取組の推進に関する要請文が提

出されてございます。加盟する全国の自治体とともに、恒久的な平和、また核廃絶への取組

がなされているものと思っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 また、原爆写真展の拡大につきましては、本写真展は、従来民間の団体において実施して

きたものを諸事情により町が協力しているものでありますので、引き続き現状の取組を継承

してまいりたいというふうに考えておりますので、何とぞご理解のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○議    長 

       ３番  廣畑君（登壇） 

○３    番 

 今日の核兵器禁止条約の運動、これは核兵器の使用がもたらす壊滅的で非人道的な結果に

対する認識、核戦争だけは絶対に起こしてはならない、こういう国際世論の到達点と言うべ

きものだと認識しております。 

 核兵器の廃絶についての町民の意識の涵養とそして国民世論の形成のためにも、もう一歩

踏みだした取組、民間の協働での企画にも取り組んでいただいていけないかということを提

言しまして、このことについての発言を終わりたいと思います。 

○議    長 

 核兵器廃絶宣言の町としての行動をの質問は終わりました。 

 以上をもって、廣畑君の一般質問は終わりました。 

 暫時休憩します。 

       （休憩 １３ 時 ５５ 分  再開 １４ 時 ０７ 分） 

○議    長 

 再開します。 

 ６番 南君の一般質問を許可します。 

 南君の質問は、一問一答方式です。通告質問時間は６０分です。質問事項は、フィッシャ

ーマンズワーフ白浜と指定管理者であった和歌山南漁協の疑問点についてであります。 

 フィッシャーマンズワーフ白浜と指定管理者であった和歌山南漁協の疑問点の質問を許可

します。 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 早速ですが、質問に入らさせていただきます。言葉を省略する場合がありますが、漁協と

は和歌山南漁業協同組合、施設とは白浜町漁業振興施設フィッシャーマンズワーフ白浜、株

式会社とは、湯崎の漁業組合の人たちが中心となってつくった株式会社フィッシャーマンの
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ことですので、よろしくお願いいたします。 

 まず１番目として、漁協がこの施設の指定管理を受ける折、議員に配られた資料によると、

施設の責任者としてそれぞれ漁協の職員の名前が出ていますが、これは間違いございません

か。お聞きします。 

○議    長 

 南君の質問に対する、当局の答弁を求めます。 

       番外  町長 井澗君（登壇） 

○番    外（町  長） 

 南議員から、フィッシャーマンズワーフ白浜と指定管理者であった和歌山南漁協の疑問点

ということで、ご質問をいただきました。 

 平成２５年６月１３日の全員協議会の説明資料に、和歌山南漁協から提出された事業計画

書がございまして、その中の組織、人員計画において漁業職員の名前が記載されております。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 ２番目の質問です。浮桟橋の指定管理料について、平成２５年度から２７年度の町よりの

指定管理料の振込は漁協名義の口座に入っているのか。また、各年度の振込月日は。指定管

理料月額３２万円は、組合員が潜水し、日当１人４万円で計算していますが、漁協からどの

ような形で清掃した組合員に支払われたのか。また作業時、町の職員が立ち会っていますが、

誰が立ち会ったかの確認のサインもありません。なぜ町に書類が残されていないのか、お聞

きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 町からの指定管理料は、平成２５年度は平成２５年８月２３日と２６年５月２３日、平成

２６年度は平成２６年６月１３日と平成２７年５月１日、平成２７年度は平成２７年５月２

５日と平成２８年４月２８日、いずれも和歌山信漁連の和歌山南漁業協同組合名義の口座へ

振り込んでおります。和歌山南漁協から組合員への支払いについては、平成２５年度と平成

２６年度は直接本人の口座へ振り込み、平成２７年度は担当の株式会社フィッシャーマンの

口座へ振り込んでから組合員に支払われたと聞いてございます。 

 町の職員の立会については、当時の担当者からは業務をしているかいないかの確認を行っ

ていたもので、それを文書に残すという認識は当初はなかったと聞いてございます。 

 以上です。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 なぜ確認書を残していなかったのか、不思議で仕方ないです。これからそういう機会がご

ざいましたらきちっと残していただきたいと思います。 

 続いて、３番目に入ります。海洋体験コーナーも３００平方メートル以上ありますが、施

設使用の売上げが１人１，０００円ということなんですが、これはありますけども、漁協直
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営と言いながら、ダイビングの売上げがなぜゼロに等しいのか、お聞きしたいと思います。

ちなみにダイビングのダイビングベイのホームページ等では、料金表も明示されております。

お答えをお願いいたします。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 海洋体験コーナー、ダイビングベイの売上げについてでございますが、まずダイビングを

するお客様は大体どこかのダイビングショップに申し込んでいただいて、それから当町を訪

れる形式が一般的でございます。ダイビングベイのホームページ等に料金表が示されている

とございますが、直接ダイビングベイに来られて、そこで、今日は潜りたいというふうなお

客様がおられましたら、それはダイビングベイの売上げということになってくるんですが、

そういったお客様はほとんどございません。それから、それでまた潜るとしましても、機材

とか、あといろいろなものは直接本人さんが持ってこられるわけではない、こちらのショッ

プで用意するということになりますから、万が一おられましても、ほとんどがそういった経

費を取られますので、ほとんどの少ないお客様からいただくというふうな金額というのは自

然と減ってまいります。 

 それからまた漁船による海洋体験をされたお客様、こういった方も何人かおられるんです

が、これも当初、この時期に、開業当初からは利用料金のすべてをお客様からいただくんで

すが、それが乗船していただいた漁船への委託料というふうな形で漁師の方々に直接お渡し

して差額を取っていなかったということなので、その売上げとして計上しておらず、海洋体

験室利用料以外の売上げはほとんどないということが現状であったということでございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 今のお答えなんですけれども、売上げがゼロに等しいのなら、この施設をつくった意味が

分かりません。そこで、安全講習をしたり、装備、着衣などの実技指導をしているはずです。

そういう漁協からの計画もございますので、間違いないと思います。目の前が海のダイビン

グベース、魚たちと遊んだ後はシャワーと温泉でと言っています。収益性の全く見込めない

ダイビングベイだと思います。お答えは結構です。こういう事実、売上げがゼロということ

で、今まで推移してきています。 

 ４番目、屋上のバーベキューコーナーの屋根増築部分の工事代金や什器、備品等の漁協の

初期投資費用の予算はいつの漁協の理事会で承認されたのか。協定では漁協の初期投資費用

は運営者持ちとし、その後、その費用を町に請求しないとの協定があるのは間違いございま

せんか。後日とは永久にとの意味と理解していますが、それでよろしいのでしょうか。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 和歌山南漁協からは、平成２５年７月１３日の理事会において、フィッシャーマンズワー

フ白浜に関することは株式会社フィッシャーマンに一任する旨が承認されてございますので、

理事会には諮らなかったと聞いてございます。 
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 それから、協定では漁協の初期投資費用は運営者持ちとし、後日その費用は町に請求しな

いとの協定があるのは間違いないかとのご質問でございますが、株式会社フィッシャーマン

が指定管理者になられました平成２８年度からの協定書第６条第２項に、「乙（指定管理者）

が自己の事情により本業務を実施するために施設の改築等、施設の現状を変更しようとする

ときは、あらかじめ甲（白浜町）の承認を受けた場合に限り、乙の責任と費用負担によりそ

れを実施するものができるものとする。ただし、乙が改築等をした部分については、その権

利を将来にわたり主張することはできないものとする」という規定がございまして、将来に

わたりということですので、先ほど後日ということなんですけど、将来にわたりということ

でございますので、ご質問のとおり永久にと解すると思います。 

 ただ、今回のご質問にあります和歌山南漁協が指定管理者のときのお話でございましたが、

そのときの協定書にはそのような記載というのはございませんでした。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 ちょっと事実だけを、今までの経過の事実を述べたいと思います。 

 この初期投資費用は、漁協のお金だと今まで説明を受けてきております。漁協のお金でな

いので理事会の承認が必要なしというのは、漁協でなく株式会社のお金だと思います。それ

は当初の説明と違います。そのお金を町と直接の契約していない株式会社の口座に振り込ん

でおりますが、これは確かでございました。また、いろいろ疑問な点がありますけれども、

最後のほうの質問で、関連があったらこのことをもう一度お聞きしたいと思います。 

 ５番目に入ります。納付金（月額８万円）、温泉代等、平成２５年から２７年度の各年度の

町への支払日はいつですか。未払いがあれば漁協の書類に未払い分として残していると思う

んですが、いかがでしょうか。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 納付金の納付日は、平成２５年度分については平成２６年４月３日に、平成２６年度分に

ついては平成２８年１月２９日と２月２２日、平成２７年度分については平成２８年３月１

５日に納付されてございます。温泉代の納付日は、平成２５年度は全額町が負担してござい

ますので、納付はなく、２６年度分、ここから半額負担というふうな格好になっているんで

すが、平成２８年２月２２日、平成２７年度分については平成２８年３月１５日と、納付さ

れてございます。 

 ですから、和歌山南漁協からは、平成２６年度分の納付金と温泉代につきましては、平成

２６年度中に支払いがなされなかった、いわゆる未払いがございますが、漁協の書類には残

されてはいないというふうにお聞きしてございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 これも一部ですけども協定違反だと思います。 

 次に入ります。６番目です。３年間の漁協直営のこの施設の決算はいつの理事会で承認を
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受け、町に提出されたのか、お聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 こちらのほうは理事会に諮られていないというふうに聞いてございます。 

 その理由といたしましては、先ほど答弁させていただいたように、和歌山南漁協からは平

成２５年７月１３日の理事会、こちらのほうでフィッシャーマンズワーフ白浜に関すること

は株式会社フィッシャーマンに任せる旨が承認されているということでございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 平成２５年度から平成２５年７月１３日の理事会で施設のことは株式会社に一任というこ

とは、漁協が初めからまったくタッチしていないということが分かっております。 

 この決算は漁協だと今まで説明を受けてきました。また、決算の町への報告は漁協の理事

会の承認を得てから町の方に報告すると、ずっと我々は説明を受けてまいりました。また、

収支報告も、町は相手方、漁協との信頼関係が大切と言って、なかなか報告しなかったと思

います。そういう事実はございます。 

 ７番目に入ります。漁協は株式会社フィッシャーマンに出資もせず、役員も漁協から派遣

していないのは事実ですね。それをお聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 事実でございます。準組合員の株式会社フィッシャーマンが担当したというふうに認識し

てございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 ８番目に入ります。漁協が平成２８年度以降、町との指定管理を延長しないと町に組合が

正式に申し入れた日はいつでしょうか。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 平成２８年２月２日でございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 ３月が期限でございますね。遅いと思います。 

 協定がなければ、協定がないというふうなことを聞いております。いつまでに延長の申込

みの協議をするとかしないとか、そういうことがないと聞いております。なかったというこ

とは、３月の末までにどちらかが言っても、極端な話、３月の２０日過ぎとかに言っても別



 42 

に協定違反ではないと思います。 

 しかしながら、こういうことが起こったら次の公募もできませんし、どういうふうにする

という対策もできないと思います。なぜこういう協定を結ばなかったんですか。 

 リヴァージュなんかは１年前に双方の意思の合意と言うんですか、そういう協定がござい

ます。協定のない、必要ないというかどちらかが延長しないというのは、事前のそういう合

意というか必要なかったのではないですか。その点どうですか。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 指定管理の協定の中にそのような条文がないというのは、まず指定管理の制度といたしま

して、白浜町の場合は大体、４月から指定管理であったら、当時、平成２５年の当時でござ

いましたら、３月末に議決をするというのが、それで４月までの間にという格好の協定を結

んでまいりました。 

 それで私どもは、ちょうどこの２８年のときに、やはりそれではいけないと、指定管理と

いうのはそんなに簡単に準備ができるものではない。しかもこの２５年度のときにも直前の

指定管理指定ということで、漁協側といいますか、そちらにも迷惑がかかりますし、職員採

用、いろいろなもので問題が出たというようなこともお聞きしてございましたので、私ども

が２８年１２月議会、こちらのほうをめどに、当時の指定管理者である和歌山南漁協とすり

合わせをしてまいりました。 

 そして、多分皆様方も当時議員でおられた方々は、その当時、指定管理料をまた支払うよ

うにするのか、温泉代をどうするのか、それから当時指定管理の経営診断、こういったもの

も行いましたから、その結果も皆様に報告させていただきながら、１２月に何とか提案して

いけるということで、準備を進めていたんですが、それが結局１２月に入りまして、組合長

さんからちょっと考えたいというふうなご意思がございました。そして、指定管理をしない

方向で漁協の理事会に諮りたいというふうなことを、年末のほうに私どものほうには言うて

まいりました。私どもとしては、そういうことをされると非常に困るというふうなこともご

ざいましたので、どうにかというふうなお話もしたんですが、２８年２月２日に申入れがご

ざいました直前に理事会を開催されたようで、そこで受けないというふうなことが出てきた

ものでございます。 

 ですから本来でありましたら、やはり３か月以上前、１２月には指定管理の是非というの

をご決断いただいて、それで１２月に指定管理の議決をしたかったわけなんですけど、その

ときには指定管理料をどうするのかということがございまして、結局３月になったというふ

うなことでございました。 

 ですから、協定書にないというのは、やはり指定管理の議決の時期、こういったものは町

のほうでアドバンテージがございまして、その議決を１２月にするというふうなことで、要

は町がいつ相手方に申し出るかということで回避できる部分でございますので、協定をした

後の、要はその協定というのは指定管理を受けていただいた期間の協定書でございますから、

次の協定時のことまではうたわれていないというふうなことでご理解をお願いしたいと思い

ます。 

○議    長 
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       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 ちょっと納得し難い答弁だったんですけど、また後であるかも分かりませんが、次にいき

ます。 

 ９番目です。係船使用料の９割を漁協に渡し、綱不知漁港から椿までの各漁港の管理を任

せていますが、湯崎漁港への配分の金額はあるのかどうか。これにはまた、浮桟橋の分も含

めているのか、どうか、お聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 和歌山南漁協からは、こういった指定管理の漁協の管理の部分によっての各地先への配分

というのは行っていないというふうにお聞きしてございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 この管理料は、各漁協の管理をするためのお金であると思っていますが、各漁港への配分

がないということは、何に使っているのでしょうか。配分がなければ湯崎の浮桟橋は誰が管

理するのか、お聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 この指定管理料でお渡しした部分については、漁協の運営のほうに充てられるというふう

に理解してございます。ただ漁協の運営といたしましても、やはりお金には色がついてござ

いませんので、それを例えば湯崎漁協の施設修理に充てたりとか、そういったところには間

接的には回ってきているのかなとは思ってございますが、この管理に対していろいろな配分

というのは出てきていない。 

 それで私どもは港湾の管理の中で、少し船が通れなかった場合とかについては、和歌山南

漁協さんが船が通れるように最低限やってというふうなことがあるんですが、その日当とか

は実際漁協からは漁師の方々には支払われていないということでございますので、無償でそ

ういったところの管理はやっていただいているのかなというように思ってございます。 

 それから浮桟橋の管理につきましては、指定管理の範囲から除外してございます。我々は

やはり当初、指定管理料が年間３８４万円ある中で、業務料は従来の指定管理料、係船の９

割というふうな部分からいいますと業務料になりますから、そこの部分は別にということで、

株式会社フィッシャーマンに当初清掃をお願いしたりというふうなことは皆様ご承知のとお

りなんですが、現在は町が直接管理というふうな格好になってございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 これは漁港の管理料、係船料の９割を渡しているんですけれども、これ運営に使っても何

に使ってもいいというのは漁協は申しておりますけども、これ実は今まで係船使用料の９割
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を漁協に委託料として払っていたんですね。それで９割というのは各町村に比べたら突出し

て多いんです。ほかのところは大体５割、白浜だけが９割ということで、それは私も何回か

統一すべきではないのかと言っている間に、それが何年も続いたんですけども、名前だけ変

わっているんですよね。漁港管理料に。実際は同じなんです。９割が漁港の管理料と名前だ

け変わっているんです。そして運営に使うということは、前と全く同じような感じで使って

いるんですけども、ただ名前を変えただけなんですか。前の係船使用料の漁協への委託料９

割を使って、それは漁協の何にでも使ってもいいということなんですけども、これは名前が

変わってどんなになったんですか。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 当時の、今おっしゃっていただいている係船料といいますか、業務委託の形式のときとい

うのは私も少し把握ができてないんですが、この指定管理制度というものができ上ったのが

平成１５年でございます。それでそれに合わせてその後、何年からやられているのか私も確

認はできていないんですが、いろいろな管理業務の委託を指定管理という新しい制度に移管

していったというふうなことでございます。 

 ただ、多くのそういった移管している中身が本来の指定管理の制度、理解があまりできて

いない中で、従来の委託料の制度の分を踏襲しまして、そのまま来ているというふうなこと

でございます。それで当然委託料というのは、一定の金額が町のほうもこれだけの業務があ

って、これだけのものをやってくださいということでやっていただいて、それで相手も当然

利益があるから受けるというふうなことが一般的だと思うんですが、これが当時の部分でも、

今回の指定管理になってからでも、あくまで差額で生じてきた利益の部分につきましては、

漁協側の収益ということになりますから、それは何に使っても構わないということになりま

すから、特段制度的には変わっているものではないのかなというふうには理解してございま

す。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 また平行線になってきます。これはまたいつものごとく平行線ということで割り切ってお

きます。 

 次、１０番目です。漁協内で不祥事が各地でいろいろと明らかになっています。ほかの町

内の施設の中で指定管理者も含め、団体、個人が信頼できると調査した上での指定管理なん

でしょうか。今までのこういうやり方を信頼できるかどうかの調査というんですか、そんな

のを行っているかどうかお聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 指定管理者制度は、公の施設のより効果的・効率的な管理を行うため、その管理に民間の

能力を活用するとともに、その適正な管理を確保する仕組みを整備し、住民サービスの向上

や経費の削減等を図ることを目的とするもので、当町においても多くの施設で活用してござ



 45 

います。 

 当然、指定管理者をお願いする団体は信頼できる相手でなければいけません。ですから、

指定管理者を公募する際には、様々な条件を仕様書に記載した上で提出された書類などでそ

の確認をしており、そしてその確認の内容によっては警察への照会をはじめ、様々な調査を

行うことになってございます。 

 農林水産課の所管では、フィッシャーマンズワーフ白浜をはじめ、国産材需要開発センタ

ー、各漁協施設、海来館、椿はなの湯の５つの施設において指定管理者制度を活用しており

ますが、いずれの指定管理者も地域の団体であり、こちらも相手のことはよく分かっていま

すので、実際にご指摘のような調査までは行った事例はございませんが、いずれの団体につ

きましても、議会議決、町のほうに上程をさせていただき、議決をいただいた上で指定管理

の協定を結んでいくと、このような手続をしてございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 １１番目です。漁協と株式会社フィッシャーマンとこの施設に関する協定があるのを知っ

たのは、町はいつ頃知ったのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 株式会社フィッシャーマンと和歌山南漁協とのこの施設に関する協定ということでござい

ますが、恐らく運営に関する取り決めのような部分の協定ということでございましたら、私

もあるのは知ってございますし、当時の担当者に存在も確認しましたら、当然知っていると

いうことで、その時期については平成２５年の施設の開業前ぐらいです。それから５月、６

月、７月、この辺りかなというふうなことでございます。ただ明確な記憶はないということ

でございました。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 １２番目に入ります。今６月議会に報告された、町の契約行為等実績報告一覧表で湯崎浜

広場駐車場整理業務４００万円は、株式会社フィッシャーマンと契約とあります。契約書は

整理業務でなく管理業務ではないか。ここ何年かの決算書の説明資料と決算書が、また予算

書も同じく整理業務だったり管理業務だったり誤りが続いております。なぜ内容も異なるの

にこのような金額が同じなんでしょうか。管理業務と整理業務の内容は違うと思うんですけ

ども、その違いを教えていただきたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 まず、ご指摘いただきましたように、町の契約行為等実績報告一覧表、決算書、予算書の

記載誤りについては、非常に乱雑な事務の繰り返しでございまして、誠に申し訳ないと思っ

てございます。改めてお詫び申し上げたいと思います。 
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 この業務につきましては、駐車場操作の補助、駐車場入庫待ち車両の案内、日常異常時の

利用者への緊急対応など、駐車場全体を見ていただく業務と、繁忙期に駐車場を整理してい

ただく業務、それから駐車券の回収、整理等をしていただく業務でございまして、管理と整

理、両方の業務がございまして、一方では管理業務、また別の年になりましたら整理業務と

いうことで、名称のみが変わって中身は同じでございますので、金額についても変わらない

ということでございます。 

 それで、私どもの内訳でございますが、当方の設計では駐車場ゲートの操作の補助とか駐

車場の入庫待ちになっている車両の案内、日常異常時の利用者への緊急案内など、駐車場全

体を見ていただくのが１７５万２，０００円、繁忙期の駐車場の整理などが２２４万８，０

００円、駐車場の改修整理等が５８万４，０００円、事務的経費等で４５万６，０００円の

合計に消費税を乗じますと、５５１万８，５６８円となります。 

 この業務につきましては、ほかのシルバー人材センターとかにお聞きしますと、なかなか

することができないというふうなこととか、警備会社のほうにお願いしましたら、やはり場

所が異なることとかいろんなことで７００万円を超える見積りをいただいたこともございま

す。これを４００万円で予算の枠内で株式会社フィッシャーマンズにお願いしているという

ことでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 １３番目に入ります。平成２８年度当初予算の説明で、海洋体験室の温泉代を払う必要が

なしという趣旨の文書が存在していたと思うんですが、あるかないか、お答え願いたいと思

います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 そのような文書というのは確認できなかったのですが、考えというのは今も私は同じ考え

でございまして、それで確かに温泉使用料は平成２８年からいただいておりませんので、当

時の町の考えを申し上げて、お答えに替えさせていただきたいと思います。 

 平成２７年度までは受益者負担ということで指定管理者に２６年、２７年は半額の負担を

お願いしていたと理解しておりますが、そもそも受益者という考え方が少しおかしいのでは

ないかという疑問を持ってございます。 

 それまでいろんな方からお伺いした意見では、指定管理者が受益者と考えている方が多い

ようにお見受けいたしますが、町有施設である以上、この受益者というのは町も受益者でご

ざいます。したがって、多額の収益が生じているなら指定管理者が負担するという方法もあ

りますが、当時の経営状況では、町有施設に町有源泉から給湯する費用を改めて指定管理者

が負担していただくという必要はないという考えでございます。この考えは、現在も経営状

況を見ると、同じ状況ということで思ってございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 
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 記憶があるかどうか分かりませんが、町当局のほうで、私の聞いた範囲では、町が温泉代

を払ってくださいとお願いしているんですが、なかなかオーケーしてもらえないと、そうい

う答えがあったと思います。それが指定管理者が負担する必要なしに変わったのではないで

すか。その点もう一度お聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 これは、まず指定管理が切り替わってございますので、そのときの町の使用の考え方とい

うところはございまして、私どもの今の考え方は後者のほうで指定管理者が負担することが

ないというふうなことで仕様書もこしらえましてのものでございます。ただ２６年、２７年

については旧の仕様書で当然やりますから、仕様書を見ましても当時は年度協定というのを

基本協定のほかに結びまして、その年度協定の中に、毎年の負担の仕方を入れると。そして、

その条文の１つの中に温泉料の半額は指定管理者が負担するというふうな旨の記載がありま

す。 

 ですから、これを途中で変えたというふうなことではございませんので、これは先ほども

申し上げましたように、２６年度は確かに未払いということで繰越しになったわけなんです

けど、そのままいただいてございます。ただ、やはり基本的としましては、もともと町有源

泉、要は自分のところの施設に、自分のところで給湯する仕組み、費用、こちらのほうをい

ただくというのは、いかがなものかなという考え方を私は今でも持ってございます。もしも

給湯する費用を頂くということだったら、当然納付金的な要素でいただくというのが本来の

姿ではないかなと思ってございますので、温泉代を半額負担してくれというふうな形は、ち

ょっと制度上もおかしかったのと違うかなというふうに私は今でも思ってございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 ちょっとあまり時間もないので、これはこれでしておきます。 

 ちょっと肝心なことなので、次に行きます。１４番目です。平成２５年６月１３日に漁協

より町に提出されたフィッシャーマンズワーフ白浜の施設計画と、同じく７月２５日に漁協

と株式会社フィッシャーマンの協定書を見比べてみますと、精査してほしいということを述

べたいと思います。矛盾点をお聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 ご質問の協定書につきましては、当時の指定管理者である和歌山南漁協とその業務を担当

する準組合員、株式会社フィッシャーマンとの間で、指定管理者としての施設運営に関する

取決めを書面にした組織内の文書として協定書を取り交わしたのではないかというふうに理

解してございます。 

 ただこの文書の存在により、和歌山南漁協が指定管理者であった期間に町に何らかの不利

益を受けたわけではなく、また、ましてや和歌山県南漁協が指定管理者であったのが４年以

上前のことでございます。漁協内ではこの協定書のことにつきまして、議員からも協定書と
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いうよりは指定管理者の在り方についていろいろなご質問をいただいてございますから、う

まくいっていなかったということは推測できるんですが、現在町として当時の協定書を改め

て精査する必要はないというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 町が何らかの不利益を受けたわけではなく、何年も前のことなので、精査する必要はない

とのことですが、私の思っていることと全然違います。 

 簡単に言えば、漁協から町へ出された文書は、全て漁協直営で総責任者は組合長、先ほど

の質問にもありましたように、各部門の責任者は漁協の職員です。今までの町の答弁も、決

算書は漁協のもの、初期投資費用も漁協から出されたものであると説明してきております。

一方、漁協と株式会社フィッシャーマンとの業務委託協定では、施設における業務一切の営

業や事務を株式会社に任す、業務に係る損益損失の全ては株式会社に、経費もすべて株式会

社、また株式会社は業務の管理に係る責任者を配置する、こういうふうにあります。 

 漁協が町に出された文書と、漁協と株式会社フィッシャーマンの協定には、全く相反する

ことが書かれています。それを町が知っているんですよ。私はこういうことで精査しないと

いうのはおかしいと思うんですよ。 

 私は以前、平成２５年度だったと思うんですけれども、開業をしてしばらくしてから一般

質問をしています。この施設に対して組合は金銭的な責任を負わない。責任は株式会社の人

に負ってもらうということで、ほかの組合員に了解をもらった上でのこの施設のスタートだ

ったと組合員に聞いていたんですが、しかし、これは私も資料的に何も持っていなかったの

で、深く突っ込むことができませんでした。 

 そのときに、町の答弁は、漁協内の話で町が関知すべきでない。町と株式会社との協定と

か契約はないと言っています。このとき、町は漁協と株式会社の協定を知っていての答弁だ

ったと思います。それが今回４年以上前のことなので、協定書を精査しないとは、ただ都合

が悪いので隠しているのではないかと私は思っています。なぜ協定の整合性を精査しないの

か。また、漁協は指定管理者としてこの施設運営の責任を果たしていたのかどうか、町当局

はどのように思っているのでしょうか。お答え願いたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 私も当時の担当ではないので、どこまで南議員のご質問にお答えできるか不明でございま

すが、まず事業計画書というのはあくまで指定管理者を受ける段階でどのような事業展開を

していくかというふうなものでございます。ですから、本来であればその内容と後で中身が

変わってきた部分、ここは書面に残すか残さないかはあろうと、漁協とそれから町、こちら

のほうがそのやつで協定書上というか指定管理の運営上、もめなければ特段の問題はないと

いうふうなことで理解してございます。 

 当然大きな変更がありましたら、指定管理の議決をいただいてございますので、全員協議

会というものの中、こういった格好で議会の皆様に報告する必要があるかというふうには思

いますが、そこまでの中身の違いではなかったということで、和歌山南漁協の指定管理の期
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間というのは、確かに営業的には非常に厳しいものがございましたが、３年間、約２年９か

月ですか、和歌山南漁協にはご協力いただき、どうにか今のフィッシャーマンズワーフの礎

を築いていただけたなというように思ってございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 去年ですか、平成３１年３月１４日の町当局の議会答弁です。一部ですけども、漁協と株

式会社の間で委託という言葉が使われているあたり、まずどうかと思う。町自身がこういう

ことを言っているんですよ。 

 要は業務分担の覚書というのが適切な言葉なのではないかと思います。その部分から漁協

の中でどのような認識でこの事業を思っておられたかのところは、私も疑問に思っている。 

 私というのは町当局です。最終的にそういったものも整合性が取れなくなったのかどうか

分かりませんが、漁協の中で判断して管理を断ってきたのではないかと、こういうふうな町

当局の答弁でございます。 

 また、まず委託という形を取っていることが理解できない。これは答弁です。漁協と株式

会社の間で文面で委託ということを行っていたら、協定上好ましくない。ということは、ほ

んまに非常に疑問なということです。おかしいということですわね。 

 そして、漁協が指定管理者の施設運営の協定に違反しているかどうかの答弁はできない。 

できないですわね。非常に困った答弁だと思いますので、こういうことを述べておられると

思います。 

 町はこういう答弁を改めて聞いてどういうふうに思われますか。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 今おっしゃっていただいたことは、今でもそのとおりだと思います。先ほども組織内の取

決めというふうなことでございますから、これを委託という形式であるのか、どのような形

式になるのかというと、分担を書く覚書、これがやはり適切な表現にはなるんですが、ただ

そこまでのクオリティといいますか、実質内容が伴っておりましたら特段の問題はなく、そ

こまでのクオリティを漁業組合に求めていくというふうなことは、いかがなものかと。 

 ですから、実質指定管理の運営の中に問題がなければ、特段の問題はないと。ただ内容的

に違法なものである、例えば指定管理は全部委託というのは禁止でございます。協定の中で

そこは明確にうたわれてございます。 

 ここを今までも南議員とそういうやり取りを何回もしてきたわけなんですが、株式会社フ

ィッシャーマンはやはり漁協の準組合員の法人ですので、漁協の構成員の１つでございます。

ですから、そこが担当するということで、その担当のやり方をどのようにするか、これを文

書で交わすというふうなことは、これは漁協内の中で必要であれば取り交わしていただいた

らよろしいですし、会議も議決で決められるのでしたらそれでもよろしいかと思ってござい

ます。 

 ただ委託という言葉は、先ほど言われたように、誤解を招きやすい言葉であるかなという

ふうに思ってございますから、委託ではなしにそういう業務取り決めをするような覚書とい
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うのが好ましいのではないかというのが、私の考えでございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 町はいろんな意味で漁協と株式会社が一体であるという、ずっとそういう答弁でございま

すので、改めて質問させていただきます。 

 漁協と株式会社は一体であり、和歌山南漁協イコール株式会社フィッシャーマンという根

拠を具体的に分かりやすく説明してほしいと思います。どうですか。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 先ほども少し申し上げたのでございますが、町が指定管理者として和歌山南漁協と株式会

社フィッシャーマンは一体であるという考えの根拠でございますが、株式会社フィッシャー

マンは和歌山南漁協の準組合員の資格を持つ法人でございます。ということは、和歌山南漁

協の一員であると解釈できます。したがって、和歌山南漁協を構成する組織の一員である株

式会社フィッシャーマンが施設運営の業務を担当しているとの認識でございますので、組織

の構成員、すなわち一体という解釈をしたところでございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 一般的に株式会社というのは、株式会社に出資することにより株式を有する者を株主と言

います。その保有数に応じて議決権を持つ発起人が作成した定款は公証人によって認証され

るとあります。また、会社というのは利益を追求することを目的に人々が集まってつくった

集団でございます。株主は購入した株式の数に応じて株式会社の経営に関与することができ

る、いわゆる経営参加ができるということでございます。 

 株式会社は金もうけのためのもので、組合とは別目的のものであると思います。漁協は株

式会社に出資もしていないし、漁協として役員も派遣しておりません。また、一体と言いな

がら、組合全体で取り組んだ事業ではないと思います。組合の一員である株式会社フィッシ

ャーマンという一業者だけで取り組んでいる、それが漁協と株式会社が一体であると言える

のか。一体であるならば、お互いお金のことも両方が一体となって責任を持つはずです。町

に出した漁協の施設計画書も、その中には株式会社の記述も全く載っておりません。 

 再度お答え願いたいと思いますが、法律的に考えて、漁協イコール株式会社と言えるのか

どうか、答弁を願いたいと思います。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 漁協の組織の一員でありますので、これが株式会社であろうと、例によれば任意の団体で

あろうと、漁協の一員、すなわち一体であるというふうに考えてございます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 
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○６    番 

 法律的に考えてそのように解釈してよろしいんですか。 

○議    長 

       番外  農林水産課長 古守君 

○番    外（農林水産課長） 

 今までそのような解釈で町として取り組んでまいりました。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 

○６    番 

 それでは最後に一言、町長にお聞きいたします。 

 この施設に関し、不明瞭なところを改善したり、公費の負担なく自立して黒字を出して運

営をしてくれたら、私は何度もこのような質問をいたしません。毎年何千万円単位での公費

負担や漁協の初期投資費用の町負担というか肩代わり、施設の什器、備品、また高額なパラ

ソルも含めて無償貸与、温泉代や駐車場も指定管理者側の負担なし。町は問題点の対策や議

論もせず、開業以来一般会計よりの繰入れを続けております。私を含め、町民の皆様方から

見たら納得のいかないことが多過ぎると思います。 

 町長は今後どのような方針で臨むのかを、お答え願いたいと思います。 

○議    長 

       番外  町長 井澗君 

○番    外（町  長） 

 これまでも、この施設につきましては町の施設であり、そしてまた漁業振興施設として、

あるいは観光の振興の重要な拠点として位置づけてまいりました。そしてまた、紆余曲折は

ございましたけれども、いろんなご意見をいただきながら、議員の皆様とも様々な局面にお

きまして、大きな課題のある中で議決もいただいてまいりました。 

 当初の想定、あるいはそれと実績がかなり違ったということもございました。その見通し

が甘かったということは反省をしております。見通しが異なってきた時点での説明が足らな

かったということも事実でございますので、大変それは申し訳ないというふうに考えており

ます。町といたしましても、その取組を真摯に反省して、そしてまたこれまでもご指摘いた

だいたときには何度もお詫びを申し上げてきた次第でございますが、その時点でできるだけ

可能な限りの検討を重ねてきたというのも、私は事実だと思っております。 

 しかしながら、やはり町民の皆様のご理解がまだ得られていない部分がございましたら、

それにつきましては真摯に受け止めまして、今後、説明責任を果たしていかなければいけな

いというふうに思っております。 

 いい加減な数字を出しているような認識はございませんけれども、議員のご指摘は真摯に

受け止めまして、今後の行政運営、そしてまたこの施設の運営に町当局といたしまして、可

能な限り全力で取り組んで、そしてまた町民の皆様にもご理解いただけるように、これから

努力をしてまいりたいというふうに思っております。いろいろとご審議をいただきまして、

本当にありがたく受け止めております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議    長 

       ６番  南君（登壇） 
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○６    番 

 これをもって、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。 

○議    長 

 以上で、フィッシャーマンズワーフ白浜と、指定管理者であった、和歌山南漁協の疑問点

の質問は終わりました。 

 以上をもって、南君の一般質問は終わりました。 

 一般質問の途中ですが、本日はこれをもって散会し、次回は明日９月１１日金曜日午前１

０時に開会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議    長 

 異議なしと認めます。 

 従って、本日はこれをもって散会します。 

 

議長 西尾 智朗は、 １５ 時 ０２ 分 散会を宣した。 
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