
平成１８年第３回　洞爺湖町議会定例会一般質問

質問議員 件　　　　　名 質　問　要　旨 備　考

１７番 ①

高 橋 利 典 １．犯罪、交通事故等の （１） 学校の安全について

（一問一答方式）　　ない安心・安全のま 学校の領域性と監視性を高めることがで

　　ちづくり きるのか。

・学校関係者以外の構内通りぬけは。

・登下校時以外は校内の施錠は。

・来訪者に対して受付での記帳は。

・学校内から校内や校庭が見渡せる位置

　か。

・学校内から敷地内の樹木や屋外倉庫が

　死角になっていないか。

・夜間の監視性は。

（２） 公園の安全について

子供の安全確保するためには、校内だけ

でなく校外においても犯罪機会を減らさ

なければならない。公園は犯罪の被害に

遭う危険性が高い場所なので、その領域

性と監視性を高めることが望まれるが。

（３） 道路の安全について

道路や駐車場などについても公園と同様

に、その領域性と監視性も高め街頭犯罪、

交通事故を抑止することが望まれるが。

（４） 住宅の安全について

犯罪機会を減らすためにも住宅などの私

的な場所についても、公共の場所と同様

に、その領域性と監視性を高めることが

必要ではないか。

（５） 青色回転灯装備し、防犯パトロール隊の

設立について

住民が警察や地方自治体に過度に依存し

ていては、その効果も大きくはならず、

逆に意識の低下を招く可能性がある。住

民が安全をそれらに任せきりになり、地

域への関心を失えば、結局は監視性が弱

まることになるかもしれない。

ボランティアだけにたよる活動には限界

があると思料されるため、官民一体とし

た組織が必要ではないか。



７番 ②

森　和 雄 １．巡回バスの停留所に （１） 停留所を住宅が密集している近くに設置

（一問一答方式）　　ついて する工夫を。

　（乗客が少ないわけを （２） ９回走っているようだが、１、３、５、

　　解消するため） ７、９回目に走るコースと、２、４、６、

８回目を走るコースを別にしたらどうか。

（３） ４月～１０月までのコースと１１月～３

月までのコースを別にしたらどうか。

２．洞爺湖町で管理して （１） 住宅地内を流れている河川で清掃を必要

　　いる河川の清掃につ とする河川はいくつあるのか。

　　いて （２） 今回清掃してもらったトコタン川は、川

底の幅３ｍ、高さ２ｍ余りの川で、小型

のブルドーザーが川底の草木、土砂を取

り除きダンプで１０台程の量を運んだよ

うだが、相当な予算も必要かと思うので

担当課で計画し、２～３年に１回の清掃

を実施していただきたい。

２２番 ③

宮 田 敏 夫 １．町ぐるみで食育に取 （１） 今年度から栄養教諭が配置され、学校で

（一問一答方式）　　組み、健やかな町づ の食育はどう変わったか。

　　くりの実現を目指す 栄養教諭には次のことが期待されている。

　　考えはあるか ①食に関する指導計画

②教職員間及び保護者との連携調整

これらの点について。

（２） 食育推進基本計画では、市町村も自主的

な計画作成、実施が求められている。当

町はどの様に対応するつもりか。

①生活習慣病の増加傾向―医療費の増加

　傾向

②学校だけの食育には限界がある

③増加する高齢者の健康維持等考慮する

　と、町民各般の食育運動は重要と思う

２．「いじめ」問題 （１） 各学校から、教育委員会へは正しく報告

　　その実態把握と対処 されていたか。また、町教委から道教委

　　は適切であるか への報告は正確であったか。

（２） いじめが不登校の原因になっていないか。

（３） 心の相談員は、その機能は充分発揮して

いるか。



２番 ④

千 葉　薫 １．グランド建設につい （１） 旧虻田町時代より要望されている、町民

（一問一答方式）　　て グランド建設について、今後どのように

考えているのか。

（２） スポーツ施設として、各種大会の誘致や

合宿などに利用出来るものとして、整備

をして温泉街の宿泊に結びつける事は出

来ないか。

２．イベント課（仮称） （１） 現在、観光振興課、産業課や洞爺支所が

　　の創設について 中心となって行っている、または関わっ

ているイベントや催事に関して、わかり

やすく一つの課を設けて対応してはどう

か。

２３番 ⑤

松 井 保 明 １．平成１９年度予算編 （１） 新年度における交付税、補助金又町独自

（一問一答方式）　　成について としての自主財源等を含めての歳入確保

の見通しについて。

（２） 集中改革プランにおいての検討項目と平

成１７年度決算審査報告の意見が、予算

編成にあたりどう反映するのか。その項

目内容は。

２．高齢者対策について （１） 当町における独居高齢者の現況について。

（２） 町独自として、独居高齢者に対しての対

応策はいかなる方法で行っているか。

（３） 自治会、福祉協議会、その他の団体等に

対して、町としていかなる行政指導を行

っているか。

３．観光振興について （１） 合併効果の一つとして、農業を基盤とす

る旧洞爺地区を新しい観光地として、ど

う結びつけ生かしていくのか。新しい観

光ニーズの期待に取り組む考えはあるの

か。

（２） 旧洞爺地区にて廃校となっている２校(

成香・大原）、花和（来春廃校）など又

現在使用されていない牧場２ヶ所など、

総合学習又体験学習の場として利用する

考えはないか。

（３） 新しい観光ニーズに対応できるための受

け入れ体制の強化について。



１４番 ⑥

沼 田 松 夫 １．各産業団体の活動状 （１） ＮＰＯ洞爺まちづくり観光協会の活動に

（一問一答方式）　　況と町の対応につい ついて町はどのようにとらえているのか。

　　て （２） 洞爺村、虻田町商工会の活動について。

①次の空き店舗対策について考えている

　のか。

②合併することでどんなことが期待され

　るのか。

（３） 漁業組合は、なまこ養殖やはたはた養殖

など、ホタテに変わる資源を模索してい

るようだが、町としてはどのように考え

ているのか。

２．合併後について （１） 合併効果はあらわれているか。

（２） 権限委譲、職員の専門性はどの程度進ん

でいるか。

３．本町地区と洞爺地区 （１） 現時点での、見通しについて。

　　をつなぐ道々洞爺虻

　　田線の整備について

１８番 ⑦

立 野 広 志 １．町内中小零細企業の （１） 町発注の公共事業ならびに物品購入、学

（一問一答方式）　　経営支援と雇用対策 校教材費等の販売店の指定について。

　　について （２） 合併後の臨時職員、嘱託職員等の雇用状

況と待遇について。

（３） 町費を投じて委託している就労対策の実

施状況および就労者の待遇について。

２．教育の諸問題につい （１） 教育の場の現状といじめ克服の手立てに

　　て ついて。

（２） 学校教育の充実のための方策について。

（３） 子育て支援として、保育料の軽減、学童

保育の対象年齢の引き上げ等について。

３．新年度予算編成の考 （１） 町民生活を守り、地域の活性化を図る方

　　え方について 策について。

（２） 各種町民負担の見通しについて。



２４番 ⑧

七 戸 輝 彦 １．統合により閉鎖され （１） 小学校の統合により、使用していない施

（一問一答方式）　　た学校施設（関連施 設があると思う。この現況と来年以降の

　　設を含む）の利活用 統合でできる空き施設の見込みは。

　　方法は （２） （１）の中で既に利用方法が決まってい

る施設を除くその他の施設の利活用方法

は決まっているか。

（３） （１）の各校に付属する教員住宅のそれ

ぞれの数と現況はどうなっているか。

（４） （３）の住宅について空があれば賃貸等

に使用することは考えているか。また、

できないとすればその障害となる理由は。

（５） 付属のグランドの現況と今後の活用方法

は。

２．町道の標識について （１） 虻田地区の交通標識の数が、近隣市町村

に比べ少ないのではないかという住民の

指摘がある。

この認識はあるか。

（２） 細部にわたって標識があるのが当然だが、

当町ではあるべきところにこれらが無く、

住民の習慣と勘で通行している部分も見

受けられる。

いっせいに町道の交通標識の調査を行い、

近隣とも比較し、設置を検討すべきでは

ないか。

３．保育時間の拡大につ （１） 洞爺湖町の保育時間は近隣市町村と比較

　　いて してどうなっているか。

（２） 土曜午後や時間延長など保育時間拡大の

検討は。

１６番 ⑨

毛 利 六 男 １．学校跡地について （１） ３月に閉校した大原小学校、成香小学校

（一問一答方式） の跡地の経過について。

（２） 今後の対応について。

２．生徒のいじめについ （１） 町内の学校におけるいじめの実態につい

　　て て。

（２） 今後の対応について

３．農業振興について （１） 今後の対応について



１０番 ⑩

中 村 千世子 １．介護保険制度におい （１） ４月の介護保険制度の改正で、軽度と見

（一問一答方式）　　ての状況について なされた方の現在の状況はどの様になっ

ているのか。また、生活基盤が確保され

ているのか。

（２） 軽度者と認定された場合、これまで貸与

さていた介護ベット、車イスが対象外と

なり１０月からは取り上げられ、自分で

リースや購入をしなければならなくなっ

ているが、どの様な対応策をとられてい

るのか。

（３） 町独自の支援策は検討されているのか。

２．新町　洞爺湖町の福 （１） 今年３月に実施された福祉灯油事業は、

　　祉灯油について 高齢者、心身障害者、一人親世帯の生活

困窮世帯を対象に実施をされ、町民生活

の一助になる福祉施策。今年度の福祉灯

油事業の予定は検討されているのか。

（２） 昨年並みの石油製品の高騰が続くなか、

再度町民の声に応えるべき政策を考えて

いただきたい。また、福祉灯油の支給に

関しては、対象者の範囲、収入限度額の

範囲など支給範囲を含めて、経験を生か

していただきたい。

３番 ⑪

板 垣 正 人 １．除雪対策について （１） 雪捨て場の現状と、空き地（民有地も含

（一問一答方式） む）を借りてでも確保するべきと思うが

町の考えは。

（２） 緊急時（大雪）の場合など、町職員一丸

となって作業するべきと思うが町の考え

は。

２．公共施設について （１） 火山科学館の今後の利用計画は。

（２） 地元の子供も遊べるスペースも作るべき

と思うが町の考えは。

３．自主財源確保につい （１） 過去に有料広告ビジネスの提案をしたが、

　　て その後の町の対応は。

（２） 洞爺湖町として自主財源（収益事業）等

何か考えているか。



４番 ⑫

五十嵐 篤 雄 １．執行方針で掲げた事 （１） ６項目ごとに重要度が高い、または本年

（一問一答方式）　　業の進捗状況につい 度特に力を注いだ事業など、完了・継続

　　て 中・今後予定の区分けと共に完了・継続

中については、成果や問題点を、今後予

定については、時期や目標を含めて進捗

状況を伺います。

①新たな定住と交流を育む都市基盤づく

　りに関して

②自然と共生する快適環境のまちづくり

　に関して

③交流と活力に満ちた元気産業のまちづ

　くりに関して

④やさしいあふれる健康福祉のまちづく

　りに関して

⑤人が輝き文化が香る生涯学習のまちづ

　くりに関して

⑥ともに築く協働・自立のまちづくりに

　関して

２．審議会の状況につい （１） 洞爺湖町の新しいまちづくりにとって、

　　て 将来の姿を示す為にも重要な意味を持つ

次の各審議会について、開催状況（内容）

今後のスケジュールは。また、どのよう

な目標を立てて運営されているのか伺い

ます。

①まちづくり審議会

②地域審議会

③行財政改革審議会
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