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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２７年１２月１６日（水曜日） 午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 一般質問について 

日程第 ３ 議案第２９号 洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第３０号 洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例 

の制定について 

日程第 ５ 議案第３１号 洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第３２号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 

する法律の施行に伴う関係条例の整理について 

日程第 ７ 議案第３３号 洞爺湖町税条例等の一部改正について 

日程第 ８ 議案第３４号 指定管理者の指定について（洞爺湖町芸術館） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第８まで議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１４名） 

  １番   岡  崎     訓  君    ２番   越 前 谷  邦  夫  君 

  ３番   五 十 嵐  篤  雄  君    ４番   髙  臣  陽  太  君 

  ５番   千  葉     薫  君    ６番   立  野  広  志  君 

  ７番   小  松     晃  君    ８番   沼  田  松  夫  君 

  ９番   板  垣  正  人  君   １０番   七  戸  輝  彦  君 

 １１番   篠  原     功  君   １２番   大  西     智  君 

 １３番   下  道  英  明  君   １４番   佐 々 木  良  一  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（０名） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
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町 長 真  屋  敏  春  君 

 

副 町 長 

 

森     寿  浩  君 

総務部長

兼 税 務 

財政課長 

遠  藤  秀  男  君 

 

経済部長 

 

伊  藤  里  志  君 

洞爺総合

支所長兼 

庶務課長 

大  西  康  典  君 

総務部次

長 兼 

住民課長 

澤  登  勝  義  君 

総務課長 毛  利  敏  夫  君 
企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
山  本     隆  君 

観光振興

課 長 

兼洞爺湖

温泉支所長 

佐 々 木  清  志  君 
火 山 

科学館長 
木  村     修  君 

産業振興

課 長 
佐  藤  孝  之  君 建設課長 八 反 田     稔  君 

環境課長 若  木     渉  君 
上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ

推進課長 
武  川  正  人  君 

農業振興

課 長 
杉  上  繁  雄  君 

会計管理

者兼会計

課 長 

田  仲  喜 美 江  君 
農業委員会 

事務局長 
片  岸  昭  弘  君 

教 育 長 綱  嶋     勉  君 

管理課長

兼学校給

食ｾﾝﾀｰ長 

天  野  英  樹  君 

社会教育

課 長 
永  井  宗  雄  君 

代 表 

監査委員 
宮  崎  秀  雄  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 佐  藤  久  志 議 事 係 平  間  義  陸 

庶 務 係 阿  部  は る か   
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣言 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は14名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、10番、七戸議員、11番、篠原議員

を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、４番、髙臣議員、２番、越前谷議員の２名を予定しております。 

  初めに、４番、髙臣議員の質問を許します。 

  ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） おはようございます。 

  人生で初めての一般質問なので、ちょっと緊張しているかもしれませんけれども、よろし

くお願いいたします。 

  一つだけ答弁をしていただく際にお願いがありまして、いつもとても丁寧に答弁していた

だいているのですけれども、ちょっと長くなると、最終的にどうだったのかというのがわか

らなくなったりすることもあるので、なるべく結論から先に教えていただいて、その後に内

容を教えていただければうれしいなと思います。 

  通告に出していましたとおり、移住・定住についてということなのですけれども、地域創

生の中で、「洞爺湖町人口ビジョン」によると、2040年の個人町民税は、2010年と比較して

50％ぐらいに減少してしまうと書かれていまして、人口を安定させるということが今後の洞

爺湖町についてとても重要なことだと感じたのですけれども、その中で幾つか質問をさせて

いただきたいと思います。 

  今の人口推移の現況について教えていただけますでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 洞爺湖町の人口は、住民基本台帳による11月末の人口では、

9,364人、世帯数は5,016世帯となっております。 

  年度末の住民移動状況でありますが、平成21年度末の人口が１万298人、平成27年３月末

の人口が9,416人となっており、５年間で882人の人口が減少しており、年に176人程度の数

で減少しているところでございます。 
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  出生、死亡の自然増減でありますが、毎年95人ほど減少している状況であり、特に出生数

が減少しているところでございます。 

  転入、転出の社会増減では、平均では87人となっておりますが、年々減少の数値は少なく

なってきているところでございます。 

  また、今年度行われました国勢調査の数値は、速報値でございますが、9,322人となって

おり、５年前の国勢調査時と比較して、810人、人口が減少しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  さらにもうちょっと聞きたいのですけれども、これは、地区別、男女、年代別の社会増減

のデータなどは町のほうにあるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 人口の推移という部分で、昭和48年から、本町地区、温泉地

区、それと洞爺地区のほうで分類して人口の推計をとっております。 

  年齢別の部分に関しましては、国勢調査をもとにした年齢数値を５年ごとに出しているの

と、近年は住民票に基づいた３カ年程度の数値は集計として出しております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  こういったデータがあるということを前提にいろいろと質問させていただきたいのですけ

れども、現在、町が行っている移住・定住対策について教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 移住・定住対策についてでございます。 

  これまでも、議会におきまして、何度かご質問をいただいているところでございますけれ

ども、いろいろと取り組みを行っておりますが、実施内容と取り組みの状況などについてご

説明したいと思います。 

  まずは、移住促進に係る不動産物件の情報提供として、空き家バンク登録制度を実施して

おります。空き家バンクを利用して実際に転入された方もおりますので、今後は、宅建協会

などとも連携しながら、多くの物件を紹介できるよう進めていきたいと考えているところで

ございます。 

  また、次に、ちょっと暮らし事業でございます。残念ながら、移住された実績がございま

せんけれども、これまで、少しでも多くの方に体験してほしいという考えもありましたが、

今までの状況を見ますと、例えば、10日前後の短期間の利用者につきましては、旅行感覚で

来られている方が多いように見受けられますので、その前後も他の市町村でちょっと暮らし

をされているなど、他市町村に話を聞いても、短期間の体験者は、体験後、移住されたケー

スがほとんどないと聞いております。 

  このため、今年度につきましては、長期滞在の方をターゲットに事業を進めてまいりまし
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たけれども、現在まで１カ月以上の体験者が５組、１カ月未満が４組の利用でございます。

その中で、長期滞在者の方が移転について真剣に検討したいという方もいるという状況でご

ざいます。 

  また、冬場の体験者が、来年の１月から３月までの約３カ月間、40代の方が１組利用され

る予定となっております。このように、冬の北海道を実際に体験されて、真剣に移住を考え

ておられる方もおりますので、一組でも多く体験者の移住ができますよう、来年度以降も事

業に取り組みたいと考えております。 

  次に、チャレンジショップ支援事業でございますが、平成23年度から実施をしておりまし

て、現在まで９戸の空き店舗などが利用されております。そのうち、町外からの転入者は５

戸となっている状況でございます。今年度についても、数件の相談がありまして、現在も相

談を受けている方がおりますけれども、今のところ、実施されている方はいない状況でござ

います。今後も引き続きＰＲを続けていきたいと考えているところでございます。 

  それから、婚活支援事業でございます。 

  町内の産業団体などの男性を対象に、今年度で３回目の実施となりましたが、昨年までの

２回の開催で、カップルになられた方の中から３名の方が町外の女性を射とめて結婚された

という状況でございます。大変成果の上がっている事業であると思っております。今年度も

多くのカップルが誕生したという状況でございますので、期待をしているところでありまし

て、今後も力を入れていきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  もちろん、今、町が行っている事業が悪いという話ではないのですけれども、洞爺湖町は

大きく分けて３地域あると考えています。細かく分ければ、もっと細かい地域があると思う

のですけれども、そこに移住・定住している方が何を求めているかというのは、その地域に

よって全然違うと思うのですけれども、今のお話を聞くと、ターゲットは、ちょっとざくっ

としているのかなという印象をとても持っています。 

  ぜひ細かいデータがあるようですので、細やかな事業、達成目標として必要な数値を設定

して事業をやっていただければと思います。 

  それは未来の話になるのですけれども、今回、大前提として教えていただきたいのは、観

光に関して言えば、ジオパーク、スポーツ観光というふうにかなりはっきりした目的が出さ

れていると思うのですが、町のホームページの移住・定住対策のページを見ると、このまち

に住んで、どういうことがいいのかということが余り見受けられません。洞爺湖町の人口ビ

ジョンは、社会増減がゼロの前提で今考えられていると思うのですけれども、大きな方向性

として、洞爺湖町は移住・定住対策についてどんなことに力を入れていくのかを教えてくだ

さい。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） ただいまのご質問でございます。 
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  若い子育て世代の方の定住対策ということは、まず、安心して子育てができる環境づくり

が必要であると考えているところでございまして、子育てをする環境の面で他のまちより劣

る部分がございましたけれども、出産祝い金、インフルエンザのワクチン接種の助成、乳幼

児医療費の助成制度の拡大なども実施されているところでございまして、洞爺湖町に定住し

ていただけるように、さらなるＰＲも行っていきたいというふうに考えているところではご

ざいますけれども、さらには、移住促進住宅などの住む場所の確保、それから、子育て世代

に対する支援などについても今後検討していきたいと考えているところでございます。 

  また、そのほかにも、教育環境への支援など関係各課が連携して取り組む必要があるとい

うふうに考えてございまして、具体的には、今後、20代から40代までの子育て世代について

ターゲットとしたいと。 

  それで、以前にも実施しているのですが、企業で働く方へのアンケート調査を実施したい

と考えておりまして、特に、町外から働きに来ている方の状況や町に対しての要望などにつ

いて今後も把握していきたいというふうに思っておりまして、洞爺湖町に長く住み続けるた

めには、子育て、教育、雇用、住宅、若者のチャレンジなど、いろいろあると思うのです

が、何が不足しているのか、改めて、まず調査をしていきたいと、そして、今後、移住・定

住につなげていきたいというふうに、今、考えているところございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  連携をしてということなのですけれども、洞爺湖町で子育ての世代に対してはいろいろや

られていることも多くて、実際に、洞爺地区、月浦地区の高校生の通学費の助成だったり、

受験生を対象に今年度は地域未来塾みたいのをやったり、ゲンキッズですね。また、最近、

海外から視察を受けている保育所などもあるというふうに聞いていますし、きのうの総務常

任委員会の事務調査報告でも、町内の保育所はかなり意識が共有されていて、町内の保育所

はどこでも同じ保育が受けられるということがしっかり守られているということも出ている

ので、ぜひ、ほかの方も連携してその内容をＰＲしていただければと思っています。 

  その中で、地域産業への企業支援の現況について教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） これは、（３）番目のご質問だと思うのですが、現在、町が

行っている企業支援として、まず、住宅リフォーム支援事業でございます。 

  平成22年度から実施をいたしまして、今年度で６年目でございますが、平成27年度までで

リフォーム件数が467件、工事費が４億9,600万円となっている状況でございます。 

  今年度につきましては、事業費を1,000万円としまして、商工会に補助をしているところ

でございます。事業内容も30万円から50万円までの少額工事も対象といたします。少額工事

は20件、50万円を超える工事につきましては90件という状況になっておりまして、合計110

件の工事が行われており、現在も行われているところでございます。それで、町内の商店な

どに利用できる商品券を10万円分、少額工事については５万円分の支給がされているところ
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でございます。 

  次に、ぐるっと洞爺湖プレゼント地域活性化事業でございます。 

  今年度、商工会に150万円の補助をしておりまして、８月と12月の２回、事業が実施され

ておりますけれども、少なくとも、この期間中は売り上げも伸びていると聞いております

し、伊達市への流出も抑えられていると考えております。 

  次に、特産品のパンフレット作成への支援でございます。 

  今年度、特産品協議会に対しまして200万円の補助を行っております。特産品のパンフ

レットを作成して、特産品のＰＲに役立てたいというふうに考えているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  今、やられていることは、この地域の企業に対して、各分野に対して、やられていると思

うのですけれども、洞爺湖町まち・ひと・しごと総合戦略の中で、2012年時点で2,300名、

現在では3,000名近い人数が、医療、福祉、観光に従事していて、その中の60％の方が町外

から勤務しているというお話を聞きました。 

  また、洞爺湖町商工会のホームページで、ことしから求人情報を出さないかという話もあ

るのですけれども、そういった中で、町の企業に町外から働いている人を転入していただけ

るような、その場合に、洞爺湖町を所在地とする企業に勤務する方が転入した場合に、住宅

補助を出したり、洞爺湖町で働いて暮らすことでメリットが生まれるような支援策を講じる

ことはできないのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 現在、雇用に関する支援ということだと思いますけれども、

例えば、企業誘致などで新規に工場等を設置した場合、新規雇用者１人に幾らという補助を

行っている町村もございますけれども、今、議員が提案されたような内容については、今

後、いろいろ検討していかなければならないと考えているのですけれども、まず、関連する

組織、団体等ともいろいろ検討しながら、どのようなものがあるのか、その辺もいろいろ検

討していきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 今回の総合戦略の中での町内の従業者の状況ですけれども、

2012年の企業の分類の中では、4,144名の方が町内で働いております。その中で、一つに

は、医療、福祉に関しましては1,901名、観光、サービス業の部分はプラス1,000名というこ

とで約3,000名の方が働いている状況です。今後の総合戦略の中でも、二つの柱として、ツ

インタワーと呼んでいるのですけれども、ここに働いている人方の雇用をしっかりと守ると

いう部分と、こちらの方々が多く町外から来ている方もいらっしゃいますので、その方々へ

の支援を今後どのようにしていくかということはあります。 
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  計画の中においては、一つには移住促進住宅の整備も今検討しているところであります

し、空き家バンクの中のデータを今まとめているところです。やはり、空き家を活用して住

んでいただくという事業も平成32年までの５年間の中で整備をとり行っていく計画としてお

ります。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  ぜひ、このまちが、このままいいまちでいられるように人口の安定を図っていただければ

と思います。 

  それでは、二つ目の質問に参ります。史跡高砂貝塚の保存整備について、現況を教えてく

ださい。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 史跡入江・高砂貝塚のうち、高砂貝塚地区につきましては、

今年度より整備事業に着手をしておりまして、平成27年度から平成31年度までの５カ年で史

跡公園としての整備を実施する予定でございます。 

  史跡の整備におきましては、有識者による史跡入江・高砂貝塚保存整備委員会を立ち上げ

まして、文化庁並びに北海道教育委員会の指導のもとで実施することとしているところでご

ざいます。 

  全体の事業計画につきましては、平成27年度におきましては、実施設計及び史跡内の修景

のための造成工事、遺構保護の盛り土工事の実施となってございます。 

  平成28年度におきましては、高砂川の復元的整備及び植栽を実施、平成29年度におきまし

ては、遺構の復元整備及びサインや園路の設置を行い、この３カ年において高砂貝塚の整備

を実施いたします。 

  平成30年度、31年度におきましては、入江貝塚と高砂貝塚を結ぶ中央拠点としての役割を

担います貝塚館の増改築及び展示工事を予定しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  個人的には、質の高い歴史とか文化、芸術、芸能はとても観光的価値があると思っている

のですけれども、ジオパークがユネスコの正式プログラムになって、また、入江・高砂貝塚

も北海道・北東北縄文遺跡群として、今、平成21年に世界遺産の暫定一覧表に掲載されてい

ますね。もし世界遺産になれば、この町に世界的に価値があると評価されるものがあると思

うのですけれども、この史跡の整備に向けて、そういった価値のあるものに町民が参加でき

る取り組みをする予定はあるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 高砂貝塚整備に伴います地域住民参加の取り組みについてで

ございますが、高砂貝塚の整備におきまして、今後、植栽を行ってまいりますが、植栽につ

きましては、高砂貝塚、あるいは入江貝塚での花粉分析の結果を基本といたしまして、樹木
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については、ミズナラやハンノキなどの落葉広葉樹としております。さきの11月上旬には、

洞爺湖町商工会青年部50周年記念事業の一環といたしまして、高砂貝塚園地内に子供たちに

よる植樹が行われたところでございます。 

  こうした取り組みは、遺跡のような歴史的に本質的な価値を持つ文化遺産を学び、親しむ

機会でもありまして、地域の文化遺産、その地域で守られてこそ、その存在意義を高めるも

のと思ってございます。 

  高砂貝塚を整備するに当たりまして、今後は、地域の方々や児童、生徒の皆さんらが核と

なりまして、植樹などの機会をつくり、実施するなど、さまざまな取り組みを通してかかわ

りを持っていきますことは、この郷土を愛し、郷土の文化を継承していく上でも大変重要な

ものとなりますことから、こうした考えのもとで、縄文のたたずまいが感じられまして、親

しみのある貝塚公園として整備を図ってまいります。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  今、話の中に出た洞爺湖町商工会青年部の50周年事業の中で、史跡内への植樹、職業体

験、それから、ジオピザづくりなんかもやらせていただいたのですけれども、その中のアン

ケートの中で、子供たちのアンケートですけれども、植樹のときに役場の職員の方が公園を

つくると言っていて、公園ができたときは行ってみようと思ったというのが書かれているの

です。商工会青年部では、職業体験を継続する方向で、今、計画していますので、ぜひ一緒

になって、植樹だけのイベントは大変だと思いますので、ぜひ連携しながら、今後ともこう

いった取り組みを続けていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 議員のおっしゃいますとおり、今後、さまざまな団体等を通

しまして、連携した事業を継続してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございました。 

  以上で終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、４番、髙臣議員の質問を終わります。 

  ここで、10時35分まで休憩いたします。 

（午前１０時２５分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時３５分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 次に、２番、越前谷議員の質問を許します。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ２番、越前谷でございます。 
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  ただいまから、通告されております一般質問をさせていただきたいと思います。 

  今の爽やかな４番議員の質問から、今度は、なまりの強い越前谷で、さらに体調を崩して

おりますので、若干聞きづらい点もあろうかと思いますけれども、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

  毎回申し上げておりますが、一般質問というのは、政策論争の場でございますから、でき

るだけ大局的に質問をさせていただきますが、それる場合もあろうかと思いますので、その

点、あらかじめお許しをいただきたいなと思います。理事者の見解を求めるものでございま

す。 

  それでは、まず最初に、洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画（案）についてでございま

す。 

  言うまでもなく、この案は３月末までに素案ができるということでございますが、私は、

この洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画というのは、まさに、まちづくりの総合計画、あ

るいはまた新町の建設計画に並行して行われていかなければならない課題だと思っておりま

すので、きょう取り上げさせていただきました。 

  まず、（１）でございますが、総合的視点で地域の自立促進の基本方針、課題の対策、あ

るいはまた成長戦略についてお伺いをしたいと思うわけでございます。 

  今回の草案は、平成28年度からの草案になろうかと思いますけれども、さかのぼりまして

平成23年度から27年度までのこの計画、真屋町政が誕生して丸５年が過ぎましたので、真屋

町政も、この５年間、取り組んできただろうと思うわけでございます。 

  私は、町村合併のときには、お休みをしていた一人であるわけでありまして、町村合併し

た後に洞爺地区の皆様方ともお会いする機会があったり、あるいはまた議会の報告会、ある

いはまた懇談会等々で、住民の声に耳を傾けさせていただきました。そういたしましたら、

当然なことに、洞爺地区と虻田地区、月浦、温泉、本町地区も入っての虻田地区ということ

になりますが、均衡ある地域の創生、再生を図っていただきたいというのが、洞爺地区の住

民の皆様方の声であるだろうと思います。 

  したがって、ここでお伺いいたしますが、そういうこの思いを持って住民の方々が洞爺湖

町のまちづくり全体を、期待をしながら、真屋町政に期待をしながら、未来ある夢と希望と

ロマンを語れるような、そういう地域社会というものを創生していただきたい、そういう視

点で見ているだろうと思うわけであります。 

  そこでお伺いいたしますが、５年間の検証、検分を図った中で、どういう課題があったの

か、その点をまず伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 合併して、ちょうど10年をもう間もなく迎えようとしております。そ

んな中、平成22年に町長に就任をさせていただきました。しかし、平成21年という年は、非

常に我が町にとりまして、厳しい、財政的に非常に厳しい状況のときであったと。平成21

年、有識者を含めまして健全化計画を策定するという中で、平成21年から24年までの計画を
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立て、その間は、残念ながら、じっと我慢の時代が続いておったかなというふうにも思いま

す。 

  しかし、その中でも、国のいわゆる緊急対策事業として、当時はたしか民主党政権だった

かなと思いますが、このままの状況で地方自治がいくと、地方自治体で共倒れするところが

多く発生するやもということから、平成19年には、地方自治の財政に関する法律が制定され

まして、平成20年度決算をもって、ある四つの指針を出しまして、その指針を超えるものに

ついては、財政の早期健全化団体あるいは財政再建団体というレッテルを張られるという中

での事業でございましたが、たまたま先ほど申しました国の緊急対策なるものがございまし

て、その折には、私どもの町としまして、旧洞爺地区のほうに事業の重点箇所を置かせてい

ただきまして、いろいろな事業をやらせていただいたところでございます。 

  一つには、例えば、旧学校庁舎、高台に３校ございましたけれども、そちらのほうのリフ

ォーム事業、さらには各集会施設の再整備、そして、ちょうど洞爺地区のほうで、まちづく

り交付金事業をいただいた、まちづくり事業を展開しておりました。そんなことから、水の

駅周辺、あるいは芸術館、そして、いこいの家周辺、こちらのほうの整備もさせてきたいた

だいたところでございます。 

  さらには、各学校の耐震化事業が始まってきたことから、とうや小学校の耐震化工事、さ

らには、洞爺中学校は、当時、防火関係がちょっと手薄だったということから、そちらのほ

うの工事に着手し、今まで町の予算配分を見ても、洞爺地区のほうには相当の経費を投入し

てきたなという感がいたします。 

  おかげさまで、財政のほうも一段落したという状況でございまして、その間、今まで、新

規事業はある程度抑制ということで、まずは財政の立て直しに踏み込んできたところでござ

いますが、継続事業については中断するわけにはいかないということで、本町地区の街路事

業の海岸通線、あるいは、大磯分区の整備事業、これは道とタイアップしながらやらせてい

ただいてきたところでございます。 

  また、道の実施する眺湖通、これは中央通と連結するための事業で、これに伴う町の支援

等々をやらせてきていただいたところでございますが、平成26年度以降、何としても今まで

やりたくてもできなかった事業、今まで取り残していた事業を何としても実施しなければな

らないということから、本町地区の降水対策事業等々にも踏み込ませていただきまして、今

年度、平成27年度におきましては、防災体制の強化ということで、今まで洞爺地区のほうに

は残念ながら防災行政無線がついていなかったということもございまして、全町的に防災力

の強化を図る工事をただいま実施させていただいているところでございます。また、単なる

防災力の強化の中で、防災行政無線の整備だけではなくて、その中で情報の伝達ということ

にも主眼を置きながら、ＦＭの「ｗｉ－ｒａｄｉｏ（ワイラジオ）」、地域エリアメール、

消防庁舎、これは洞爺の出張所になりますけれども、その建てかえ等々にも着手をさせてい

ただいているところでございます。 

  そんな中、私どもの町の基本となるのは、先ほど議員もおっしゃっていただきましたまち
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づくり総合計画です。その中で、事業を展開するときに有利な財源措置のある過疎自立に基

づく過疎債を利用しない方法はないということから、いろいろな過疎事業を展開させていた

だいております。 

  また、これも議員ご承知のとおり、国会のほうで議員立法で出されたものでございます

が、ちょうど平成27年でそれが切れるということで、新たに議員立法で５年間延長し、その

計画が平成33年まで延長されるということでございますので、新たな事業展開もそこに盛り

込んでいかなければならないと思っております。 

  あわせて、財源措置ということで、これは私どもの町にとっても大変ありがたい財源措置

の合併特例債もあわせて、まちづくり総合計画の中に、過疎自立支援法に基づく事業内容、

さらには自立促進、合併特例債、これらのやれる事業等々を織り込みながら事業を展開して

いかなければならないと考えております。 

  特に、５年間の充てた事業等々については、今、担当のほうから述べさせていただきま

す。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 平成22年度から平成27年度の過疎を活用した事業でございま

す。 

  一つには、漁港整備事業、またプレジャーボート施設整備事業、救急車整備、高砂貝塚整

備、洞爺地区のふるさと交流センター整備事業、伏見橋整備事業、そして、乳幼児医療助成

制度を５カ年の部分でやっているところでございます。 

  また、今後ですけれども、計画の中においては、今お話ししたもののほかに、洞爺保育所

の新築事業、また消防車両の整備ということで、今後、配置していかなければいけないです

から、そちらの部分もあります。また、チャレンジショップやソフト事業のほうにも、今

回、メニューとしては入れていく形で、平成32年度、平成33年３月までの過疎計画を、現

在、案として策定しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。 

  相対的な、総論を聞くまでもなく結論が出たようでございまして、質問の仕方が悪かった

のかなと思っております。私が生まれたのは、旧熊石町で、現在の八雲町でございます。自

分のふるさとが合併をするときに、住民の方々のお話を聞いてみると、何とか熊石町という

地名だけは残していただきたい、歴史ある熊石町という地名を残していただきたいという声

が強かったようであります。 

  現在の住所は、皆さんご承知のとおり、前にも申し上げましたが、日本海と太平洋のまち

が合併したということで二海郡と。二海郡八雲町、そして、自分の生まれた集落は西浜とい

うところでございますが、熊石西浜となりました。 

  熊石町は、合併する前に11の自治会があったのです。その11の自治会には、全部、熊石と

いう地名が残るようになったことを喜んでおった当時の住民の声を今思い出しているところ
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です。このところ、いろいろと事情がありまして熊石町に足を運ぶ回数がふえております

が、行くたびに、かつて役場があった前を車で走っても人一人歩いていないような状況で

す。これは妥当な言葉でないかもしれないけれども、猫の数のほうが多いのではないかなと

思うぐらい、過疎現象が進んでおります。私は、中学校時代に約１万2,000人弱あったのが

今はもう3,000人を切るようなまちになってしまいました。一体どういうことなのだろうと

いうことをいろいろ総括しまして、その点は割愛させていただきますが、そういう自分のふ

るさとの状況を見たときに、旧虻田町と旧洞爺村が合併して今日の洞爺湖町があるときに、

先ほど真屋町長が５年間の間にこういう環境から乗り切るためにこのような事業を行ってき

たということで、それには全く同感であって、まさに敬意を表しなければならないなと思う

ところまで、いろいろと洞爺の地区のほうには目を向けてくださっているなと思います。 

  中間では、議員の交歓会や懇談会に行ってみると、職員数が少ない、一体どういうことな

のだ、診療所も消えてしまったのではないか、一体どういうことになるのだ、こういう声も

あったけれども、それをカバーするようなまちづくりが進められているということは、洞爺

地区の住民の方々もその辺は大いに理解を深めているだろうと思います。それぐらい、洞爺

地区にも虻田地区にも均衡のとれたまちづくりが進められているだろうと思っております。 

  ただ、これからのまちづくりの総合計画もしかりですが、今回の自立促進の市町村計画し

かり、新町建設しかりですけれども、何と言っても、地域社会の再生を図る、創生を図る、

そのことを考えたならば、まさに自治体の主体的な総合戦略を明確にしていかなければなら

ないですし、その総合戦略について住民の方々に理解を得られるような、そういう手法を

とっていかなければならないだろうと私は思うわけでございます。 

  私は、今日の住民間の交流をもっともっと強化して交流感を深める、そういう環境づくり

をしていくことが重要ではないかと思っております。お年寄りの方々にも、決して吸収合併

ではなかった、本当に対等合併であったと言われるような環境をしっかりと維持していこう

とするならば、いろいろな機会を通して住民間の交流を深めていくことが、まさにこれから

の５年間では重要なのかなと思っております。政策もしかりですけれども、その辺の理事者

の基本的な考えがあったらお伺いしておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいまご指摘のとおりでございまして、建物をつくる、建物を直す

だけでは合併効果と言えないと思います。やはり、そこに住む方々が、その地域に自信と誇

りを持って住んでいただける、それは、洞爺地区であっても、洞爺湖温泉地区であっても、

あるいは本町地区、月浦地区、花和地区であっても、やはり同じことではないかなというふ

うに思っております。そのためには、いろいろな意味で人的交流も必要不可欠かと思ってお

ります。 

  私が就任してから、姉妹都市でございました箱根町の山口町長さんとよくお話をさせてい

ただきました。今まで箱根町との交流は、中学生の親善交流しかやっていない。もっともっ

と箱根町ともしっかり交流をしていかなければならないなと思っています。もちろん、友好
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都市でございます香川県の三豊市のほうとも同じようなことが言えるかなと思っておりま

す。 

  そんな中、町内で頑張っている方々で、特に私のほうは町内で一生懸命頑張っているの

は、町民の先頭になって、地区の先頭になって頑張っていただいている自治会長さんの方々

に、ぜひ箱根のまちと一回交流してほしいということで、洞爺地区、虻田地区に限らず、全

自治会の皆様に２年に分けて箱根に行っていただきました。また、箱根のほうからも２年を

かけて、重複期間はありますが、３年でこの事業を展開させていただきました。 

  その後、また次のステップへということで、今、消防団の団員の方の中でもたくさんの団

員がいらっしゃるものですから、特に幹部の方に交流をしていただこうと。幸いなことに、

箱根とは、姉妹都市であると同時に、大規模災害時における相互支援協定も結ばせていただ

いております。そんなことから、ことしは消防団の幹部の方に行っていただきました。 

  去年、ちょうど姉妹都市提携50周年をこの町で開催させていただいたわけでございます

が、ことしの４月に入ってから、箱根町の大涌谷で火山活動が活発になってきて、お客様が

さっぱり来ていただけない状況があるということです。あるいは、土産店でも売り上げが相

当落ち込んでいるということから、町民の皆様に呼びかけをいたしまして、９月１日、２

日、３日の２泊３日で箱根応援ツアーを企画させていただきまして、町民の皆様で一緒に箱

根を応援しに行きましょうというツアーを計画させていただきました。 

  参加していただいた中には、洞爺からも、洞爺地区からも、多くの方が参加をしていただ

きました。私ども、一緒に行った仲間としては、本当に胸の熱くなるような思いで一緒に参

加させていただいたわけでございますが、その効果が非常にあったかなというふうにも思っ

ているところでございます。 

  私どもが帰ってきてからすぐに火山警戒レベルが３から２になった。そして、消防団の幹

部の方が訪問して帰ってきてから、その火山警戒レベルが２から１になった。しかし、まだ

残念ながら大涌谷には入れるような状況にはないということでございまして、何とか一日も

早く箱根の大涌谷がもとのにぎわいを見せる大涌谷になってほしいなというふうにも思って

おります。 

  これは、箱根の関係でございますが、今考えておりますのは、今度は三豊市ともしっかり

した交流をしていかなければならないということです。それは、いつからできるかは、財政

とかいろいろなものをかみ合わせなければなりませんけれども、三豊市のほうとも、特に洞

爺のほうはそうですが、三豊、財田のほうから来られる方が多いと聞いております。私ども

の町も、三豊地区というのがもともとありました。そちらの方々はやはり財田のほうから来

られた方、そして、町内のいろいろな地区がございますけれども、多くの方は四国のほうか

ら来られているということもお聞きしておりますので、箱根との交流はもちろんでございま

すけれども、今後は三豊との交流も、行政だけではなくて、やっぱり地区の皆さんと一緒に

なって交流を深めていくことが肝要なのかなと思っております。 

  また、その交流だけではなく、ちょうど来年３月27日が合併して10年の節目を迎える年に
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なります。そんな中で、今、各団体の皆様に参加をしていただいて実行委員会を立ち上げさ

せていただいておりますが、そのときに、単なる式典だけではなく、洞爺にはすばらしい文

化、芸能があります。もちろん、本町地区のほうにもそれなりの文化、芸能があります。そ

れらのものを何とか式典の中でご披露できるようなものにし、さらには地域の輪を一つにで

きるようなものにしていきたいと考えているところでございます。その素案がまとまりまし

たら、議会の皆様のほうにも素案を示し、ご協力を賜りたいと思っておりますので、その節

はよろしくお願いしたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。 

  それでは、時間の関係もございますから、（２）に入らせていただきます。 

  （２）は、洞爺湖町の魅力をどう発信するかということと、民間シンクタンクのブランド

総合研究所が発表した1,000市区町村の2015年の魅力ランキングによると、登別市が前年よ

り６位低い33位でございました。西胆振では調査開始以来10年連続でトップを守ったという

ことでございます。洞爺湖町は、前年より46位低い130位と過去最低でして、その課題はと

いうことで質問させていただきました。 

  私は、この通告をするときにもしっかりと自分に言い聞かせているのは、行政とか職員を

単なる批判で書いていることではない、通告していることではないということだけは理解し

ていただきたいのです。努力していても、このようなデータになる場合もあり得るというこ

とは自分自身も理解しているところです。ただ、なぜ46位下がったのか、130位までになっ

たのかということをしっかりと検証、検分を図って、そうだとするならば、次にどういう戦

略をもってこのランキングを上げていくかというまちづくりが重要であるだろうということ

で考えているわけです。 

  時間の関係上、割愛させていただきますが、この通告をした後に、企画防災担当課長と若

干お話をさせていただくと、全国の市町村は1,800何がしということですが、1,000の中の

130位なのだから一生懸命頑張っているほうだよという声も聞かされました。それはそうか

もしれません。1,800あるところの130位ですからね。ただ、私どもが懸念をするのは、なぜ

下がったのか、どうしたならばもっともっとランキングを上げることができるのかというこ

とをしっかりと捉えるべきであると思います。 

  洞爺湖町が130位になったということで、私は過去を思い浮かべておるのですが、旧虻田

町時代のときに議員研修で行きましたら、何カ所かで「ようこそ、蛇田（へびた）の皆さ

ん」と言われたのですね。これは、僕だけでなく、私も言われた、俺も言われたという人が

いるだろうと思います。蛇田ではなく、虻田から合併いたしまして洞爺湖町になった。 

  これから皆様方にもご披露いたしますけれども、旅行会社の方々が調査をしましたら、洞

爺湖町とはどこにあるのかという方も非常に多いという記事がありました。これが私にとっ

ては極めて残念でならないのであります。もっともっと洞爺湖町のＰＲを強化しようではあ

りませんかということで質問させていただきます。 
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  時間の関係もありますので、私のほうから、こういうものをやってランキングを上げるよ

うなことをしたらどうでしょうかということをご披露させていただきますが、一つには、先

ほど理事者も申し上げておりますが、住民間の交流であるとか、まちづくりというのは行政

だけが動いても大きく飛躍できません。いかに町民も含めて行政と議会の三輪体制でやる

か、そこに大きな飛躍する芽があるということは言うまでもないだろうと思うのです。した

がって、住民間の動きとかボランティアの発掘とか各施設のあり方について、いま一度、検

証、検分を図りながら、これからご提案させていただきます。 

  町長、どうでしょうか。もっともっと洞爺湖町を全国にＰＲする一つの手段として、住民

の方々は年賀状を出しておりますね。この年賀状に、洞爺湖町の何点かにわたってＰＲする

ような印刷をしていただいて、住民の方々にも協力して発送していただけるような環境をつ

くることができないでしょうか。 

  さらには、長万部町でやっているまんべくんという切手です。これは、自分も長万部に行

きまして、まんべくんの切手はどのぐらい売れているのかと言ったら、すごく評価があると

いうことを聞かされました。 

  それから、今、カグラージョ（神楽女）というものが大いにはやっているというのです。

これはどういうことかというと、神楽を見る若い女性の方々が全国的に非常にふえてきてい

るのです。こういうことでありますから、「いいものはまねせ」で、洞爺湖町も無形文化材

に指定されておる獅子舞などもあるわけでありますから、獅子舞の全国大会になるような、

そういう環境を整えてはどうだろうか、やってはどうだろうか。 

  もう一つは、いろいろな自治体にゆるキャラがあります。そのキャラの全国大会をこの洞

爺湖町でやろうではないかということで発信してはどうですか、やるような計画をとったら

どうですか。これには、行政も議会も住民も三者一体となって、ゆるキャラの全国大会をや

りながら洞爺湖町の特産物なども販売するという環境を整えてはどうかという思いを持って

います。 

  もう一つ、理事者にお願いしたいのは、いろいろな職員の方々も視察とか出張とか、議員

の方々も研修視察などへ行きます。住民の方々も、洞爺湖町のいろいろな事業の一環として

いろいろなところへ出かける機会があるでしょう。そのときに、洞爺湖町のパンフレットを

１人50枚まいてくるとか、チラシを50枚まいてくるとか、大都会で50枚まくといったら５分

とかかりませんよ。そういう動きをすることによって、洞爺湖町というのはこうだぞ、地方

創生の先駆けだぞ、こう言われるような洞爺湖町であると前進してくるのではないかなとい

う気がしてならないのであります。 

  今、行政では、ホームページがあります。ホームページで、全国で見ていただいておると

いう思いも強いのではないかなと思うわけであります。しかしながら、ホームページを見る

のは、いわゆる限られた方々ではないかと思います。いやいや、そうではないぞ、最近はホ

ームページを見る人がふえてきているぞと言うけれども、自分自身ができないからそうかも

わかりませんが、私を囲んでおる方々でも、ホームページを見ている人は10人のうち１人い
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るかいないかという状況です。それは全国でも言えるのではないでしょうか。 

  したがって、チラシに洞爺湖町のイベント計画、企画などを印刷したものを、行くたびに

50枚でもいいですよ、場合によっては30枚でもいいですよ。それを毎回やることによって、

洞爺湖町の地方創生の大きなエネルギー、息吹になってくるのではないかという気がしてな

りません。いかがでしょうか。 

  それから、もう一つお願いしたいのは、理事者、行政文書、それから広報においても、必

ず、片仮名を書いたならば括弧して日本語を載せると。やはり、住民が「ジオパークって一

体何だ」と言ったときに即言えるような、そのためには、こういう行政文書も広報誌にも、

日本語に、括弧、日本語にして明記するという、そのことも、私は、大きく洞爺湖町のレベ

ルアップにつながるのではないかなと思うのですけれども、理事者、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今のご提案で、本当にこれはできるのではないだろうかなというご提

案をたくさんいただきました。 

  やはり、まちにお客様が来ていただけるという中では、しっかりしたＰＲが必要なのだな

というのは改めて思っているところでございますが、今、観光協会を中心とした、いわゆる

新幹線が来るということで、東北、あるいは関東、そして近畿地方のほうまで足を延ばして

いただいておりますけれども、ＰＲのために奮闘していただいておりますが、なかなかやは

り一部のところにしか行っていないのかなという反省もあります。 

  そんな中で、そのチラシの配布なんていうのは、本当に、多くの方に見てもらうだけでも

やっぱり効果はあるのかなというふうにも思っておりますので、何とかそういうところ、こ

の中でもできることが、今すぐにでもできることがあろうかなと思いますので、これはま

た、内部でよく検討をさせていただきたいというふうにも思っております。 

  また、今、私どものホームページの中でもそうですが、北海道の中にパワースポットとい

うのがありまして、私どもの地域も、洞爺湖、そして、虻田神社がパワースポットにもなっ

ているということから、この間も神社の方にお話をお聞きしたのですが、普通列車あるいは

特急列車をおりて、わざわざ写真を撮りに来るという方もいらっしゃる。非常に最近多く

なってきたというお話もお聞きしまして、いろいろな通路を使いながら、町のＰＲにしっか

り努めていかなければならないと思っています。 

  それと、この間、台湾のほうにもトップセールスで行かせてもらったのですが、大手旅行

会社の社長さんが言っておられました。もうこれからの時代は、風景だとか温泉だとか、こ

ういう時代ではなくなるよ、いわゆるおもてなしの部門でいきますと、例えば、食事の部門

ですとか、この地域に合った、この空気の中で食べるこの地域の食材がすばらしくおいしく

感じられる、そういうものを何としても発掘してもらいたい。そういうお声も聞いておりま

すので、今、旅館関係者の幹部の方々と話し合いを持つことにしております。 

  仮に単価が1,000円、2,000円高くなったとしても、何とか洞爺湖ならではのお料理を出し

ていただけないだろうか。幸いなことに、ホタテの養殖、生きのいいホタテ養殖、さらに
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は、いわゆる洞爺の野菜と、すばらしい素材がそろっておりますので、そういうものを利活

用しながらということで、旅館関係者の方とこれから話し合いを持っていきたい。 

  さらには、今、１回目の会議はこの間やらせていただきましたけれども、農協の代表者、

漁業の代表者、あるいは旅館組合の代表者、そして商工会の代表者、こういう方々とも、や

はり上のほうから、もう号令をかけていただけるような、今まではどちらかといいますと、

それはコストの面からもなかなか難しいという話があったわけでございますが、今、非常に

若返っております。洞爺湖温泉街をもっともっとやっぱりＰＲさせようという動きが出てき

ておりますので、そういうところは、皆さんとよく話し合いをしていきたいなというふうに

も思っております。 

  また、私どものまちには、先ほどの議員のご質問にもございましたが、すばらしい遺産が

あると。一つにはジオパーク。日本国内で第１号の世界ジオパークが、今度はユネスコの正

式プログラムにもなった。さらには、縄文遺跡群も、今、世界遺産を目指して奮闘している

ところでございますけれども、こういうすばらしい遺産がこの地域にはあるのですよ、これ

をぜひ見てくださいと、そういうこともしっかりＰＲしていかなければならない。 

  今回、補正予算で、この後、議会提案させていただきますけれども、いわゆるジオパーク

で、拠点となる施設にそれぞれコーナーを設けさせていただきたいと思います。それは、た

だそこに飾るだけではなくて、トップの方々が、特に従業員等々の方々に、一言、二言でい

いから来てくれた方々にご説明をしていただく、それがおもてなしにつながってくるのかな

というふうにも思っておりますし、それはぜひやっていきたいと思っておりますので、この

後の補正予算の関係でよろしくお願いしたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ジオパークの件が出ましたから、触れないでいこうかなと思ったの

ですが、やはり、住民の方々に、行政のスケジュールもそうですけれども、やはり、最近は

片仮名で随分文書化されて出てきます。私は100％担っていただけに、もう自分だけでは回

らないのだけれども、これは一体どういう意味なのだということが、自分、言わざるを得な

いのですよ、説明に、職員の方々にも。 

  そこで、住民の方々もそうだろうと思うのです。町長、ジオパーク、これから力を入れて

いこうとするのはよく理解できるし、協力体制を確立できる面は一生懸命、協力体制を確立

させていただきたいと思いますが、何といっても、住民の方々にジオパークといったら何な

のよと言われたら、即、答えられるようにしなければ、なかなか伸びないと思います。行政

だけ走っても、議員、議会だけが走っても伸びない、住民の方々も含めた三輪体制で、住民

も三者一体となって進む事業ならば大きく飛躍できるだろうと思います。 

  ジオパークは、地球を学び、楽しむ大地の公園ということで、これはすごいなと思いま

す。町長は、住民の中に入ってこれを聞いてみてください。皆さん、ジオパークはご存じで

すかと聞いて、今のような言葉を述べられる人が何人いるでしょうか。そこから進んでいか

なければならないのではないかと思っています。 
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  きのう、理事者は、非常に感動、感銘する答弁をしておりました。住民の方々に十分理解

をしていただくことにこれから努力をしていきたいということです。まさに今、そのことが

求められているのだろうと思いますので、ぜひそういうことにも力を入れていただきたいと

思います。 

  時間の関係がありますので、次に移らせていただきます。 

  北海道商工会議所（道商連）が旅行したい場所として首都圏住民の道内訪問希望地として

東京駅と大宮駅、いわゆる埼玉県で北海道観光に関する意識調査を行ったようであります。

その結果、支笏湖、洞爺湖、登別が道内９位です。私はいろいろな関係団体、関係者と連

携、協働を図って上昇気流に乗せていかなければならないだろうと思うのです。これは、言

うまでもなく、東京駅と大宮駅は北海道新幹線の開業に向けての調査であるということは言

うまでもないです。 

  そこで、理事者に伺っておきたいのは、新幹線対策として、さきの15日のマスコミの紙面

を見ても、理事者の述べられたことを自分も見させていただいて理解をしている面が多いわ

けですけれども、最近、北海道のほうで、２次交通の一環として、しりべし号、いぶり号を

走らせました。その結果が載っておりまして、これは時間の関係で割愛させていただきます

が、洞爺湖を通るいぶり号、一番よかったというのは、バスがよかったということと、洞爺

湖を見ることができたということです。この洞爺湖を見ることができたというのは、私ども

はしっかりと受けとめる必要があります。洞爺湖を見ることができたというのは、神秘性の

ある、非常に夢のある、希望のある、ロマンのある洞爺湖を見ることができたという自然環

境のよさを満喫したというデータも出ておるわけです。そのことをしっかりと受けとめて、

道のほうとしては、これからの自治体の取り組みに反映をしていきたいということのようで

す。 

  つけ加えさせていただきます。２時間以上、３時間ぐらいになるので、乗った方々の要望

としては、トイレのつくバスが必要ということも述べられています。 

  時間の関係上、理事者は、この２次交通に対してこれからどういう体制の確立を考えてい

るのか、試験は試験でそれで終わりということなのか、それとも、そういう教訓を生かし

て、これから２次交通をこのように発展する方向で努力していきたいという考え方があるの

か、簡潔に答弁いただければありがたく思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ２次交通に関しましては、まずは新幹線が来るということです。今は

まだ新函館北斗駅でとまっている状況でございますが、間もなく札幌まで延伸がなされま

す。そのときには、長万部からの交通網体系が重要だというふうに認識しております。現在

も、新函館北斗駅に着いたときに、今、ＪＲ北海道の減便で非常に苦戦をしておりました新

函館－札幌間の特急北斗が、新幹線が開通する３月から増便し、今までと同じような形にな

るということもお聞きしております。そのことで長万部からの乗り継ぎがさらによくなれば

なとも思っております。 
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  今、羊蹄・西胆振地域広域連携会議を立ち上げさせていただきました。今、倶知安のほう

とも十分協議をさせていただいております。特に、倶知安まで行っておりて、たくさんのお

客様に洞爺湖に来ていただければいいわけですが、そのときの交通手段としては、バス運行

が主流になってくると思っております。今、私どもは、道内の大手のバス会社さんのほうに

もこれからＰＲしながら、何とか２次交通が洞爺湖を通過またはとまっていただけるような

システムづくりに奮闘してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。 

  私は舌足らずなところがあったのかもわかりませんけれども、２次交通のバス試験という

のは、北海道新幹線が開業されて、利用客の流れも変わる一環として２次交通のバス試験が

行われたのではないかという気がしているのですが、そうではないのですか。私は、少なく

とも、しりべし号、いぶり号を走らせているということは、新函館北斗からいかに利用客の

方々を循環させるかという対策、対応の一環として、今回、試験運転をさせたのではないか

という思いもあるのですが、そうではないのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 函館発着の関係につきましては、そのとおりだと思っております。た

だ、今、倶知安から来るものについては、ちょっと違う角度で、今、インバウンドのお客様

が結構来られているという関係だったと思います。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。 

  （２）でもう少し伺っておきたいのは、平成29年度から、いわゆるＴＲＡＩＮ ＳＵＩＴ

Ｅ（トランスイート）の四季島という列車が走るようになりますね。かつては寝台列車も

あったのですけれども、それがなくなったということで、四季島が走るようになります。こ

れは、今、ＪＲ九州は、ななつ星で、１泊２食でやっていますね。これは、富裕層の方々が

多いようでありますけれども、１人１泊２食で20万円以上で、応募する方々が33倍にもなっ

ています。ななつ星という列車は倍率が高くてなかなか乗れないぐらいです。これは、言う

までもなく、折々の風景、四季もそうですけれども、特産物を利用した料理を提供していた

だけるというのも、ななつ星が非常に高く評価をされている一つの要因だということも伺っ

ております。 

  これからあと一、二年ありますから、四季島が走ったときに、洞爺駅にも当然停車をする

とになっておりますけれども、登別市にはとまるのですね。それで、登別市には宿泊してい

ただけることになります。ところが、洞爺駅には停車のみですね。これからＪＲ北海道がど

ういう取り組み方をするかわかりませんけれども、四季島が通るときに、洞爺湖観光を大き

く飛躍させていくためには、郷土芸能で迎えるとか、企画課長あたりが考えているのは、中

学生の吹奏楽もいいのではないのか、それもいいのですよ。そういう策を講じるということ

は前に進むということです。何も考えていないということなら残念でありますけれども、こ
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の豪華寝台が走ることによって、いろいろな意味での観光の風が吹くのではないかという気

がします。したがって、四季島が停車するときに、洞爺湖町はどのようにお迎えできるの

か、お迎えするのか、その辺を今から考えておく必要があるのではないかと思います。その

辺の今後の見通しについて簡潔にお願いできればありがたいです。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回、豪華寝台列車は、ＪＲ東日本のご提供でございますけれども、

ＴＲＡＩＮ ＳＵＩＴＥ 四季島という豪華列車が北海道に上陸してきます。これは、新幹

線が来る効果の一つだと思っておりますが、私ども洞爺駅は観光駅でございますので、何と

か将来的には洞爺駅にもとまっていただけるような運動はしていかなければならないと思っ

ております。 

  来年１月の二十何日ぐらいになろうかと思いますけれども、ＪＲ東日本本社に出向いて、

社長さんに車両が北海道に乗り上げてくる、そして、私どものまちも通っていただける、北

海道にはこういうすばらしい観光地があるということをアピールしていきたいと思っており

ます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。 

  そういういろいろな戦略を使って洞爺湖観光を大きく飛躍させていくべきだと思います

し、それによっては順位も急上昇するだろうという気がしてならないのであります。 

  他の市あたりで取り組んでいることを若干ご披露させていただいて、これから洞爺湖観光

が飛躍するためにはどうあるべきなのかという前進される策を講じていただければと思って

おります。 

  さきの新聞報道でございますけれども、仙台駅や仙台市内周辺、いわゆる東北周辺にポス

ターが掲示されているという記事を見ました。ああ、登別もやるなと思いまして、ぜひ洞爺

湖町も洞爺湖温泉のポスターが東北方面あたりに張っていただけるような、そういう対策を

講じるべきではないかという気がするのです。 

  旅行会社の方々のコメントも記事に載っておりますけれども、東北方面の方々は、今まで

だと南のほうに下っていったわけです。あわせて、北陸新幹線が開業したことによって、北

陸のほうにも流れていっているわけです。ところが、来年の３月26日に北海道新幹線が開業

することによって北のほうに流れていくということで、これは担当者の方々がはっきり述べ

ております。私どもは、そのことの認識を深めていただくべきだと思います。話しているの

は町長も見たかと思うのですが、阪急交通の仙台支店の国内旅行部門リーダーの方でござい

ます。もうお一方は、近畿日本ツーリストの東北メイトセンター支店長の方が述べられてい

ます。大体同じことを述べられています。今度は、新幹線開業によって、北のほうに行く東

北の方々がふえるだろうと。そうだとするならば、洞爺湖温泉を持っている我が町として

も、登別市で行っているように、ポスターあるいはパンフレットあたりを積極的に東北周辺

に張っていただくとか、あるいはまた、チラシやパンフレットを配布するとか、そういう行
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動を起こしたほうがいいのではないのかという気がするのです。 

  これは、理事者は何もやっていないということを言っているのではありませんよ。そうい

う策も必要ではないのかなという気がしてならないのです。 

  それというのも、こういう言葉が書かれております。北海道新幹線を利用して新函館北斗

まで来る利用客は、２時間以内で目的地に行けるエリアを望んでいるのです。登別は２時間

以上かかるのです。洞爺湖町がちょうど２時間以内に入るのです。 

  したがって、旅行会社の方々も、洞爺湖観光をどんどんどんどん売っていきたい、当然、

登別温泉も売っていきたいということを申しておりますから、我々も行政だけに任せるわけ

にはいきません。我々も東北周辺にいかに洞爺湖観光に結びつくような戦略をもって戦術を

組む必要性があるのではないかと思いますけれども、理事者、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） これまで、旅客誘致に関しましては、いろいろな面で観光協会のお力

添えをいただいていたわけでございますが、そのときには観光振興課の職員が同行させてい

ただいたということもあるわけでございます。前段で、駅構内のポスター張りは、仙台市と

登別市が姉妹都市提携を結んでおったという観点から、今までいろいろと運動していたとい

うお話を聞いておりましたけれども、私どもも負けないで駅構内にポスターを張っていただ

けるような策をこれからも講じていかなければならないと思っております。 

  また、今、洞爺湖温泉観光協会では、単なるチラシだけではなくて、それをＤＶＤに落と

して、洞爺湖周辺のすばらしい、いいところ、お食事もいいところ、そしてビュースポット

がどういうところなのかというところを掲載しながら、洞爺湖周辺の持っている資源を最大

限生かすようなＤＶＤを製作していただいておりまして、それが来年の２月ぐらいに完成す

る予定になっておりますが、それをもって全国のほうへ旅客誘致に励むと聞いております。 

  また、行政と議会と一体となって観光ＰＲという件に関しましては、これから新年度予算

も始まります。恐らく、財政のほうといろいろなディスカッションをしなければならないと

思っておりますが、そこら辺につきましては、今後の検討課題にさせていただきたいと思っ

ております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 検討課題ならば、前向きに検討していただければと思っておりま

す。やはり、このお二方の記事を見てもわかりますように、洞爺湖温泉というのは、今、３

割が道内、３割が道外、外国人が大体３割という認識を深めておりますけれども、この旅行

会社の方々いわくには、道内外の観光客が来ていただけるような洞爺湖温泉であるべきだと

いう助言が載っております。 

  私もかねてから外国人観光客に来ていただいてありがたいと思っております。しかし、経

済情勢が変化することによって落ち込む可能性は大だと思うのです。したがって、いつどん

な風が吹こうとも道内外の観光客が来ていただけるような、そういう洞爺湖温泉にしていか

なければならないのではないでしょうか。 
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  聞くところによりますと、外国人の方々が部屋を確保し、ぎりぎりになってキャンセルと

いうことが発生しているという話がいろいろあるようです。外国人観光客がだめだというこ

とではありません。洞爺湖観光というのは、道内外の特に観光客に来ていただけるような観

光地にしていただければなという思いで申し上げているところでございます。 

  そこで、時間の関係上、最後に若干の苦言を申し上げさせていただきます。 

  私は、９月の議会の一般質問の中で、北海道新幹線の開業について質問させていただきま

した。そのときに、理事者に、垂れ幕や看板の設置をお願いしました。理事者は前向きにや

るということでございました。ところが、９月の議会で、10月末になっても看板１枚、垂れ

幕１枚、下がらないなと思っていたら、11月の何日だったでしょうか、垂れ幕が下がりまし

た。ああ、よかったなと思ったのです。では、洞爺湖温泉にどうなのかと思っていたら、な

かなか看板も建植されないと。最近になって、ところで看板を立てたのか、建植したのかと

聞いたら、もう立てましたということでした。どこへ立てたのか。私も洞爺湖温泉に行く機

会が結構あるのです。そうしたら、トンネルをくぐって本町地区から行っても北海道新幹線

の看板が見えません。そして、帰りに気をつけて見てやっと確認できたのは、珍小島に立て

看板が１枚、「北海道新幹線」と建植されていました。 

  何を言いたいかというと、ただ立てればいいというものではないのです。どういう方々に

見ていただいて、そして、洞爺湖観光に結びつけられるような箇所への看板の設置が必要だ

と思うのです。理事者が見たのか見ていないのかわかりません。しかし、恐らく理事者も気

がついていないのではないのかなという思いでおります。 

  理事者、看板というのは、ここに国鉄出身の方が２名おりますけれども、この方はすぐに

理解してくれますけれども、鉄柱、柱に立てるなら縦文字です。これは国鉄のルールにある

のですけれども、ほとんど横文字です。皆さん方が地下鉄に乗ってもいろいろな列車に乗っ

ていてもわかると思いますけれども、ホームの看板はほとんど横文字のはずです。それが、

立て看板で、誰に見せるために立て看板なのか。ここの垂れ幕はわかりますよ。電車から見

ると、洞爺湖町も洞爺湖観光を躍進するために北海道新幹線の開業に期待しているなという

ことはわかるのですが、洞爺湖温泉にある看板は、場所的にももう一度考えてみていただき

たいのです。 

  そこで、越前谷は何を言っているのか、どの場所がいいと思っているのかと言うのでした

ら、提案させていただきます。某スタンドと某土産店の中間点は、かつては土地開発公社の

用地でした。今は洞爺湖町の用地であります。あそこの前には、もちろんバス停もありま

す。あそこに建植させたらどんなものでしょうか。そうすると、車で走る方々も本当は横看

板がいいのです。現在、立てている山側ののり面あたりに横看板で、北海道新幹線お迎えと

かなんとかと書いたら、はっきり見えますよ。ところが、今の場所では。どなたの発案かわ

かりませんけれども、いま一度、どうせ立てるならば、わかるようなところに立てるべきで

はないのかなと思いますけれども、理事者はどんな見解をお持ちでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 
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○町長（真屋敏春君） 看板等々については、いま一度、検証をさせていただきたいというふ

うに思います。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今の答弁だったら、今だけなのかなと思ったりもしますけれども、

真屋町長のことですから、洞爺湖観光も真剣に考えている人ですから、あそこではやっぱり

だめだよな、別なところに移そうかということにはなるのではないかと期待をしておりま

す。 

  時間の関係上、月浦の振興開発計画に入らせていただきます。 

  時間の関係がありますので、できるだけ自分のほうで述べてから理事者の見解を求めたい

と思います。 

  やはり、月浦の振興開発計画、いわゆる月浦地域をまちづくりに反映していく基本方針を

しっかりと打ち出していかなければならないだろうし、月浦地域の位置づけを明確にしなけ

ればなりません。それは、今回、サッカー場の建設が月浦地区に決定されました。あそこに

は、グリーンステイもあります。それから、これから質問に入らせていただきます月浦森林

自然公園もございます。その中間点にも有珠山噴火での降灰処理埋立地もございます。こう

いったところをしっかりと整備計画をもって、そして、まちづくりにも反映をしていくとい

う、そういう策を講じるべきではないかと思っております。 

  この中で、月浦展望台があるのをご存じの方は何人いるでしょうか。この月浦展望台も実

はあるのですよ。ここへ上がってみると、すばらしい洞爺湖を見ることができるのです。そ

ういったいろいろな施設を線で結ぶことによって、月浦地区の振興開発計画の目標というも

のが出てくるのではないかなという気がします。 

  したがって、私は議員になりまして、月浦開発計画は何度もさせていただきました。月浦

開発計画というのは、非常に風光明媚なところだけに、開発計画といったら、ブルドーザー

で土砂を流して、何か物体をつくることが開発計画だといったら大きな間違いでありまし

て、自然環境を守るというものも大きな開発計画であるということをご理解していただけれ

ばと思います。 

  そこで、私は今回、月浦森林自然公園について伺います。 

  月浦地区は、景勝地、中でも月浦森林自然公園は動植物の生態系が非常に豊富なところで

あります。したがって、自然環境を守りながら、まちづくりの核となり得る地域であるとい

う認識を私は持っておるわけでございます。 

  月浦森林自然公園は、理事者はご承知であると思いますけれども、今は加藤泰秋子爵邸と

なっています。跡地ということになっています。かつては、加藤男爵、加藤男爵とよく言わ

れたものです。これを調べてみると、加藤男爵は誤りであって、加藤泰秋子爵なのです。こ

れは、月浦開拓の礎を築いた方でございまして、伊予国、今の愛媛県大洲藩の13代の藩主で

あったわけです。明治24年に月浦、中洞爺、留寿都などの900ヘクタールを一農場として、

その経営に力を注いでまいりました。これからが大事なのです。明治31年には、加藤子爵邸
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の１棟を教室として、月浦小学校の前身となるホロモイ教育所を開設した方なのです。開設

に当たっては、加藤子爵みずからが携わったということで、かかるお金は全て泰秋子爵が

持ったということであります。いわゆる今日の月浦地区の教育の場の基礎になっているわけ

であります。 

  私は、こういう月浦地区というのが歴史の豊富な地域であるだけに、あそこは教育文化田

園都市というような地域指定をするべきだと思っております。 

  現在の月浦獅子舞です。月浦獅子舞も、加藤子爵邸の歴史の中で、郷土愛を重んじながら

でき上がったものであります。そういったことを考えると、まさに乱開発を防いで、月浦が

我々にとっても憩いの場になるような、そういう地域指定にしていかなければならないと思

いますが、理事者の月浦の地域振興に対する基本的な考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、月浦の自然の関係でいろいろなご提案いただきました。特に、森

林自然公園、さらには月浦の展望台、グリーンステイ、埋立地、こういうものは、今後も一

体となって整備をしていかなければならないと思っております。特に、埋立地については、

何年かかるかわかりませんけれども、気持ちとしては、いわゆる有珠山噴火記念公園の芝生

のきれいな状態、ああいう公園にして、人々があそこでゆっくり集えるような場にしていき

たいなというふうに思っております。 

  特に今、観光振興課長は物すごく張り切っておりますので、期待しております。本当に頑

張って、そういうふうにしていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） きのうもそうでした。理事者は、観光振興課長が言ったことはやる

のだと。したがって、観光振興課長にお伺いします。 

  月浦地域の振興開発計画は、今、どういうことをやろうとしているのか、お伺いしておき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 大変プレッシャーがかかっております。議員がおっしゃい

ました月浦森林自然公園は、内容については皆さんご存じですので言いませんけれども、月

浦地区は最近、残された自然という形でございまして、アウトドア、インバウンドの自転

車、サイクリング、また、移住・定住という形で、新規事業、若い子供連れの方が入ってき

ておりまして、新しいご商売を始めたりしている地域でございます。 

  皆さんとお話しして、なぜ月浦に来たのかと聞くと、洞爺湖を眺めた景色がすばらしい、

生活していく上で、子供たちを安心して教育できるというようなご意見を賜っております。

観光振興で、全てが何でも温泉という形の開発ということは全く考えておりません。私とし

ましては、自然と共生した新たな観光地、北海道の中でも先進的な観光地という取り組みで

整備してまいりたいと考えております。 

  また、近年、新しい人が入ってきている部分で、新しい人たちと従来から住んでいる方々
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が、新しいイベントというと８月でしょうか、初めて、地域の方で、野菜も売っているので

すけれども、自分たちの手づくり商品も売っているという変わったイベントなども開催され

ておりまして、私どもは注意深く見守っている次第でございますが、今後、お手伝いしてい

ければいいのかなと思っております。自然保護の意識を高め、残された自然を保存、活用す

ることが月浦振興計画の最重要課題だと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今の観光振興課長のすばらしい答弁を聞いて安心しております。月

浦森林自然公園の方向性については、佐々木観光振興課長が職員でいるうちは担当者になり

得るようにお願いできればと思っております。 

  時間の関係上、非常に割愛させていただきますけれども、何といっても、理事者は、月浦

の森林自然公園は、動植物の生態系の非常に豊富なところであります。これは理事者もご承

知だと思いますけれども、そういう子供たちの教育の場にもなり得るような大きなウエート

を占めておる自然公園であるわけでありますから、しっかりと守りながら、グリーンステイ

とか、サッカー場とか、埋立地も道あたりに要望してしっかり整備した中で、住民の方々も

和みのいただけるような地域、それから、青少年の健全育成に結びつくような地域指定をし

ながら、しっかりとした自然保護をしながらの開発計画をお願い申し上げたいと思っており

ます。 

  月浦の質問の（２）として、泉源をサッカー場完成と同時に利用できる資源として生まれ

変わることはできないものかということで通告させていただきました。 

  この泉源というのは、言うまでもなく、2000年の有珠山噴火以降、雇用対策の一環もあっ

たように聞いておりますけれども、あそこに泉源を掘るということは、それなりの目標が

あってのことだろうと思うわけですが、掘ってみて、自然ですから、それなりの思ったよう

な結果が出なかったかもしれませんけれども、簡潔に、今の泉源の現状はどうなっているの

かを伺っておきたいと思います。それから、温度は毎分何度であるのかということも含めて

ご答弁をいただきたいと思います。簡潔にお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 泉源の深さは、1,300ほど掘っております。温度ですけれ

ども、地下の温度は41度、毎分36リットル湯量が確認され、成分につきましては弱食塩酸で

ございます。これが地上に上がってきたときには、約36度から37度になっているという報告

でございます。湯量36リットルというのは、洞爺湖温泉における中小の保養所クラス程度で

使用する量ということで報告をいただいております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。 

  私は、この泉源を生かすことはできないのだろうかという思いを持っておりますが、生か

すとすれば、例えば、サッカー場ができると、サッカー場のシャワーあたりに使えないもの

か。あるいはまた、サッカー場は月浦ですから、雪の多いところになりますので、融雪への



－101－ 

利用はできないものかという夢を語っておるのです。ところが、そのようにするためには、

いろいろな財政負担があるということになるかと思うのですけれども、どうでしょう、理事

者、ただ掘って今のように眠らせておくのか、それとも、将来的には、何とか今の温度、毎

分36リットル、上に上がってきたら36度ということでございますけれども、将来的には利用

して、月浦地区の一つの大きな振興策の柱にするのだという思いがあるのなら、お聞かせ願

えればありがたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 端的に申しますと、現在は非常に厳しいかなというふうに思っており

ます。町の財政が好転してとか、今、ふたをしている状況があるのですけれども、それを何

らかで生かせる方法等々が見つかって、費用対効果の面でもある程度の目安がつくようなこ

とになれば、また検討してまいりたいなと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） なまりも強くて、それから、ちょっと体調不良なものですから、町

長にも失礼な苦言を申した点もあろうかと思いますけれども、何といっても、洞爺湖町とい

うのは、大きな夢も希望もロマンを語れるような地域であるだけに、みんなで協力し合って

いけば、全国一のまち、全国一の洞爺湖温泉になるのではないかと思うだけに質問させてい

ただきました。これからも、ぜひ洞爺地区等、均衡のある地域社会創生のためにご尽力を賜

れればなと思っております。 

  以上で終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、２番、越前谷議員の質問を終わります。 

  一般質問は、これで終了いたします。 

  昼食休憩をとります。 

  再開は午後１時からとしたいと思います。 

（午後 ０時０３分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、議案第29号洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の１ページでございます。 

  議案第29号洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
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法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてでござい

ます。 

  非常に長い表題でございますけれども、いわゆるマイナンバーの関係でございます。 

  洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を次のように定めるものでございま

す。 

  条例制定の趣旨でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律、通称番号法と言われておりますが、本年10月５日に施行をされておりま

す。 

  この番号法では、社会保障、税、防災に関する事務において、法で規定された事務の処理

についてのみ、個人番号の利用が認められているところでございます。 

  これにより、番号法に規定された事務における各種手続の際に提出が義務づけられている

住民票、所得証明などの書類が省略することができ、国民の利便性や行政事務の効率化が図

られることになるというものでございます。 

  一方、地方公共団体において、番号法第９条第２項で、条例を定めることにより社会保

障、税、防災に関して町独自の事務で必要な範囲で個人番号の利用をすることが、また、同

法第19条第９号でも、条例を定めることにより町長部局と教育委員会との情報の連携を図る

ことができ、これにより住民の利便性の向上や事務の効率を図るため、本条例を制定するも

のでございます。 

  条文でございますが、第１条は、条例の趣旨について、第２条では、用語の定義について

定めるものでございます。 

  第３条は、町の責務として、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、必要な措置

を講ずるとともに、国との連携を図りながら、施策を実施することを定めるものでございま

す。 

  次のページでございます。 

  第４条でございますが、個人番号の利用に関する事務について定めるもので、第１項で

は、番号法第９条第２項に基づき、町が独自利用する事務について、第２項では、独自利用

する事務の庁内連携について、庁内とは役場、庁内という意味でございます。それから、第

３項では、法定事務にかかわる庁内連携について、第４項では、各種手続における添付書類

を省略することができる旨を定めるものでございます。 

  第５条でございますが、番号法第19条第９号に基づき、同一地方公共団体内の他の機関へ

特定個人情報を提供する場合について定めるものでございます。 

  第６条は、規則への委任について定めるものでございます。 

  附則でございますが、条例の施行日を平成28年１月１日から施行するものとし、ただし書

きとして、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該

特定個人情報の提供を受ける場合については、法附則第１条５号に掲げる規定の施行の日か
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ら施行するものでございます。 

  ３ページからは、別表１から３表となっておりますが、別表第１については、個人番号を

利用する町の独自利用する事務として、一つ、洞爺湖町乳幼児等医療費助成に関する条例に

よる助成金に関する事務、二つ目が、洞爺湖町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例による助成金の支給に関する事務、三つ目として、洞爺湖町単独住宅条例

による単独住宅の管理に関する事務の３事務としております。 

  別表第２については、庁内連携を行う事務及びその事務を処理するために利用する特定個

人情報を定めております。 

  ５ページでございますが、第３表については、機関連携を行う事務と情報の提供する機関

及び提供する特定個人情報について定めているものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  まず、本件に反対者の発言を許します。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 立野でございます。 

  議案第29号洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に反対する立場から、こ

れから討論をしたいと思います。 

  あえて質疑はしませんでした。昨日の一般質問でも、このマイナンバーの問題については

議論をさせていただきましたので、改めて質疑する必要もないだろうということで、討論だ

けさせていただきたいと思います。 

  この条例は、第１条で「特定個人情報の提供に関し必要な事項を定める」として、第４条

では個人番号の利用範囲を定め、洞爺湖町が保有する特定個人情報を利用する事務を第１に

町の独自利用事務の指定、第２に庁舎内、庁内利用をする事務と特定個人情報の指定、第３

には地方税関係事務、第４には町の機関の情報連携などの事業を指定し、町が社会保障・税

番号制度、いわゆるマイナンバー制度を実際に利用するために具体化するものだということ

であります。 

  社会保障・税番号制度、通称マイナンバー制度は、全国民に12桁の背番号をつけて、税金

や保険料納付、医療、介護、年金、保育サービス利用などの情報をデータベース化したもの

を町が利用するため、条例で一元的に管理するものです。 

  この条例により、地方税、介護保険、生活保護などの情報が利用できるようになります。
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10月の番号通知に続いて、2016年１月からは、この社会保障と税、災害対策の分野で利用が

開始されます。今後、健康保険証としての利用や預貯金口座などへの利用も、今、検討され

ているという状況です。 

  一つの番号で一人一人の個人情報を結びつけて活用する番号制度は、個人情報が容易に名

寄せ、集積されることであり、一たび流出したり悪用されたりすれば、甚大なプライバシー

侵害や成り済ましなどの犯罪の危険性を飛躍的に高めることになります。日本年金機構から

125万件の情報流出が発覚するなど、情報流出事件が相次いでいます。対策をとっていると

いうふうに政府などでは答弁していますが、人間がつくり、運用する以上、100％安全はあ

り得ません。さらに、不正取得やカードの偽造、成り済まし犯罪などの危険は避けられませ

ん。住基カードでも不正と防止策はこれまでもイタチごっこの状況だと指摘されています。 

  経団連などは、社会保障の個人会計をつくり、納めた税、保険料に応じた給付をするよう

求めてきました。社会保障・税番号制度の導入は、税の徴収強化や社会保障などの公共サー

ビス抑制を行うことが本当の狙いです。社会保障を権利ではなく、税や保険料に対する対価

イコール自己責任に変質させるものであります。この条例に沿って、個人情報が集積され、

サービス抑制につながり、税の徴収強化につながることが考えられます。本条例の別表に示

されている事務及び特定個人情報には、地方税法、国民健康保険法、児童扶養手当法、介護

保険法、あるいは学校保健安全法と、対象は全て、町民生活に直接影響がある税と社会保障

になっていることは、それを証明しています。 

  その上、公的機関、例えば、警察などによる人権侵害の個人情報の収集や国民監視が繰り

返されています。社会保障・税番号制度は、その危険性をさらに高めかねません。 

  この条例がなくても、これまで社会保障給付に関する事務が行われてきました。実施を中

止しても、町民生活に何ら支障はありません。 

  以上の理由から、徴税強化や社会保障給付の抑制につながる可能性のある議案第29号洞爺

湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の提案に反対いたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 議案第29号洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

制定の件に関して、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 

  既に、届かないところも若干あるようでございますが、各家庭にマイナンバーのカードが

届けられ、国によって施行がされている中にあるわけであります。 

  確かに、いろいろな意見がありまして、情報の漏えいであるとか、若干危惧されるところ

もないわけではございませんが、今回提案されているこの条例の改正につきましては、別表

１、２、３で記載されているように、住民サービスといいますか、行政が行う手続に関し

て、サービスを低下させないようにするためにも、このマイナンバー制度が導入されている
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以上、条例を改正して、それに当たるというのが当然の行政の立場だというふうに思いま

す。 

  そういう意味から、この条例の制定に関して賛成するものでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終わります。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立多数です。 

  したがって、議案第29号洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、議案第30号洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化

推進委員の定数条例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の６ページでございます。 

  議案第30号洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例の制定につい

てでございます。 

  洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例を次のように定めるもの

でございます。 

  条例制定の趣旨でございますが、農業委員会委員の公選制の廃止や農地利用最適化推進委

員制度の新設などが定められた農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律が９月４日

に公布され、来年４月１日より施行されますが、同法の附則において、公布の日以後に選挙

期日の告示を迎える農業委員会より法の適用がされることになったことから、これらの農業

委員及び推進委員の定数と関連する所要の改正も含め、条例を制定するものでございます。 

  条文でございますが、第１条は目的でございます。この条例は、法に基づき、農業委員会

委員及び農地最適化推進委員の定数を定めることを目的としてございます。 

  第２条でございます。農業委員会の定数でございます。農業委員の定数は、政令で定める

基準に従うこととされており、従来どおり14人とすることを定めてございます。 

  次に、第３条でございますが、農地利用最適化推進委員の定数でございます。こちらも政

令で定める基準に従うこととされており、当町におけるその基準の上限は26名でございま

す。同数の26人を定めることとしております。 

  次に、附則でございます。 
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  第１項の施行期日ですが、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

  附則第２項でございますが、洞爺湖町農業委員会委員の定数条例の廃止でございます。従

来までの農業委員会委員の選挙による委員の定数や選挙区等を定めた洞爺湖町農業委員会の

定数条例を廃止することを定めております。 

  附則第３項でございます。洞爺湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正でございます。 

  また、附則第４項は、洞爺湖町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正でございまし

て、第３項、第４項につきましては、議案説明資料でご説明をいたします。 

  議案説明資料の１ページでございます。 

  上の表が第３項の関係でございまして、洞爺湖町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例新旧対照表でございます。農業委員会の職名についての文言整理とい

うことでございます。 

  それから、別表に新たに設けられた農地利用最適化推進委員の報酬について、日額3,500

円を加える改正でございます。 

  下の表が４項の関係になりますが、農業委員会等に関する法律の条項の変更に伴う文言の

整理でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ただいま提案されております農業委員に関する条例の改正ですが、こ

れは、ぜひ町長にお答えいただきたいのですけれども、そもそも、農業委員会法の改正は何

のための改正だったのかということを町長としてどういう認識を持たれているのか。今回の

改正は、私自身が見るところによれば、農業委員会の役割とか性格が大きく変えられる内容

になっているのではないかと思うのですが、町長自身は、何のための改正だったというふう

に受けとめておられるか、また、これによって農業委員会の役割や性格がどういうふうに

なっていくように認識されているのか、この辺についてぜひお答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 農業委員会の今回の改正でございますけれども、私はそんなに大きく

変わっていないなというふうな認識をしております。ただ、今までは公選法に基づいて農業

委員が選出をされるということでございますが、今回の改正によりまして、農業委員につい

ては町のほうで指名をさせていただくということでございます。 

  ただ、農業委員の選出に当たっては、当然、農業委員会が現在もあるわけでございまし

て、その中で選出された委員の中から、今度は代表者が委員長から会長にに変わるというこ

とです。 
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  私どもは、農業委員会が今回の改正によって改正したとしても、今までやってきた業務内

容はそのまま引き継がせていただこうというふうに私は考えておりまして、単なる公選法か

ら今度は行政が指名をする、町が指名をする、そこに大きな変化があるのだろうというふう

に考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、実際に伺っておきたいと思うのですが、本来、農業委員会

というのは農地を守る番人とも言われていますが、この目的がこの改正によって十分果たし

得るものなのかどうか。 

  それから、本来は農業委員会の公選制があったからこそ、農業委員は地域からの信頼も

あって、農地の運用について行うことができたわけですが、その点についての、では変更は

ないのかどうか。 

  それから、農業委員の独立性です。行政からの独立性が損なわれる危険はないのかどうか

ということです。 

  もう一つは、農業委員会としての独自の意見表明です。農業委員会の場合は建議ができる

ことになっているわけですが、今回、これが削除されました。この件についてはどういうふ

うに受けとめておられるのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほども申し上げましたけれども、従来やってきた農業委員の仕事は

そのまま踏襲しようと私どもは考えております。そして、農業委員はそれぞれの選挙区か

ら、虻田区、洞爺区、いろいろなところから出ておりますけれども、それはそのまま、その

地域の特性がありますので、今までの委員の特にそういう地域との結びつきを考えながら、

恐らく、この次の選出、委嘱については、従来の形をそのまま踏襲していくことになろうか

というふうに思っております。 

  建議のことについては、担当課長のほうから説明させます。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（片岸昭弘君） 建議の関係につきましては、廃止をされたわけでござ

いますけれども、今回の改正の業務の大きな変更点に、従来の農地法に基づく権利移動等に

関する許可業務のほか、農地等の利用の最適化の推進を行うのが義務的業務となりました。 

  その農地等の利用の最適化の推進業務とは、一つ目に担い手への農地利用の集積・集約

化、二つ目に耕作放棄地の発生防止・解消、三つ目に新規就農の促進を行うこととなってご

ざいまして、これが重点業務となってございます。 

  このような業務を推進するため、農地の最適化に関する関係機関への意見をする、建議の

かわりに必ず意見を行っていくという法の改正がなされておりますので、建議の関係につき

ましては、できるものから、やるということに変わっていくという解釈をさせていただいて

おります。 

  以上でございます。 
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○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 議案第30号の洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の

定数条例の制定について、反対の立場で討論を行います。 

  先ほど、この改正の理由について町長にもお伺いしたし、これによってどう変わるのかと

いうことについてお伺いしたのですが、お答えいただいたのは、大きく変わるものではない

というふうにおっしゃいました。 

  しかし、これを実際にいろいろ調べていきますと、そういう単純なものではないというこ

とはまず第１にお話ししておきたいと思います。 

  農業委員会は、農業の発展と経営の合理化、農民の地位向上を目的として、行政庁から独

立した立場を与えられている行政委員会です。農民から選挙で選ばれる委員と土地改良区な

どの団体から推薦された委員で構成されて、農地の権利移動や転用に関する許認可業務を初

め、認定農業者の育成や農地の適正利用、農業に関する意見の公表、建議など、さまざまな

業務を行っています。 

  改正された中身は、農業委員を選ぶ選挙を廃止して、市町村長、いわゆる首長による任命

とするものです。農地利用最適化推進委員という実働部隊を新しく設けると言いますけれど

も、農地の番人としての役割の弱体化は避けられません。 

  その狙いは一体何でしょうか。今回の改正を進めてきたのは、実は、2013年１月に設置さ

れた規制改革会議、議長は住友商事の相談役だそうですが、メンバーの多くを財界人が占め

るなど、農業関係者は全く参加していないもとで、これが行われました。しかも、選挙制度

は廃止するとともに、議会推薦や団体推薦の選任制度も廃止するなどということが、ここで

は明記されていました。この審議会で、今回改正の大筋となる案が答申されたわけです。規

制改革会議の上位の諮問機関である産業競争会議では、今、安倍首相は、昨年の５月19日の

会合で、林農水大臣に農政転換のラストチャンスとの認識のもと、以上の改革について官房

長官と調整して実行していただきたいと、こういうふうに言明するぐらいのものなのです

ね。まさに、安倍首相の戦後レジームからの転換の一環だということです。すなわち、企業

による農業に力を集中して成長戦略を推進する、こういう方向がその目的になっています。 

  しかし、そもそも農業委員は、本来自由であるはずの農地という私有財産の使用、処分に

介入する仕事であり、そのために、農家の理解と納得を得るためにも、地域からの厚い信頼

がなければ務まりません。だからこそ、農民がみずからの意思で代表を選ぶ方法をとらされ

てきたわけです。重大な権限を持っているからこそ、選挙という民主的な基盤によって支え

られているというのは民主主義の基礎のはずです。また、農業委員会は、市町村長から独立

した行政委員会のはずで、市町村長により、選任されるようになってしまえば、その独立性
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も脅かされてしまいます。 

  法の改正では、農業委員の過半数が認定農業者でなければならないとするものとともに、

農業委員の事務に関して利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないとして

います。政府は、利害関係を有しない者の例としては、弁護士であったり、司法書士や行政

書士、会社の役員などとしていますが、小規模な自治体では弁護士などがいない地域も数多

くあります。また、会社役員が農業委員になった後、会社が農業生産法人に出資して利害関

係を有した場合などには委員のなり手がいなくなるなど、混乱も生じるでしょう。 

  公選制の廃止以外にも問題はあります。農業委員会は、農業、農民に関することについて

意見を表明し、行政庁に建議することができるとの条文があったのですが、これを削除し

て、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施

するために必要があると認められるときはと、そして、農地など利用最適化推進施策の改善

について具体的な意見を提出と、条件を細かくつけた条文に変えました。要は、農地の最適

化についてだけ意見を言わせている、農政全般に関してはあれこれ文句を言うな、こういう

ふうに言っているのと同じような状況だと思うわけです。 

  以上、５点の問題点を指摘して、反対いたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 賛成の立場からご意見を申し上げたいと思います。 

  洞爺湖町農業委員会及び農地利用最適化推進委員の定数条例の制定についということです

けれども、まずもって、今回、農業委員会組織の制度の改正、また農業委員会法の改正に

伴ってこの定数を定めるという中で、今回、条例の制定になっているのですけれども、ま

ず、今回の農業委員会法の改正の中で大きく変わってくるのは、公選制ではなく、市町村長

の選任制に変わり、新たに農地利用最適化推進委員の新設、また、先ほどからお話が出てい

ます建議の廃止という中で、大きく農業委員会の中の組織として変わる部分ということも、

懸念はされるところは確かにあるかなと思っております。ただ、公選制から選任制へ変わる

ことによって、農業委員会組織、または農業者、農地を含めて大きく変わっていくかという

ことは、町長の先ほどの発言の中から自分が感じるところでは、さほどないのかなとは思っ

ております。大きく違った目で選任するということであれば、これも大きく変わり得る部分

なのでしょうけれども、今の農業委員会のあり方、そして、各地域の農業体系を見た中で選

任されるということですので、しっかりとした見方をすれば、農業委員会自体はそんなに変

わらないだろうと思います。 

  もう一点は、農地利用最適化推進委員の新設ですけれども、この新設に当たって、この組

織の中身を自分なりに調べてみたのですけれども、恐らく、各地区に農業用地利用改善組合

という組織があって、その改善組合を、この委員に充てるのではないかと思っております。

組織自体が各地域でのいろいろな農地の使用、貸借、売買も含めてやられているということ

で、本当にその地域の方でなければわからない部分がたくさんあって、そういった仕事の内
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容から見ますと、そういった方々にやられる部分が多いのかなと思っております。 

  そういったことも含めまして、今回の定数条例の制定に関しまて、農業自体、または農地

が本当に農業委員の中で守られていくのかということに関しましては、私自身は、しっかり

やっていけるものと思っております。その中で、賛成の立場で意見を申し上げたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終わります。 

  これから、議案第30号洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例の

制定についてを採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立多数です。 

  したがって、議案第30号洞爺湖町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

の制定については、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、議案第31号洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例

の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の８ページでございます。 

  議案第31号洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例の制定についてでございます。 

  洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例を次のように定めるものでございます。 

  条例制定の趣旨、内容でございますが、洞爺湖町定住自立圏形成協議会協定の議決に関す

る条例の全部を改正し、議会の議決すべき事件に、まちづくり総合計画の基本構想を策定、

変更または廃止にかかわる条項の追加をし、洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例と

して制定する内容でございます。 

  これまで、総合計画につきましては、地方自治法第２条第４項において、市町村に対し、

総合計画の基本部分である基本構想について、議会の議決を経て、定めることが義務づけら

れておりましたが、国の地域主権改革のもと、平成23年５月２日に地方自治法の一部を改正

する法律が公布され、策定及び議会の議決を経るかどうかは町の独自の判断に委ねられるこ

ととなっております。 

  まちづくり総合計画の基本構想及び基本計画は、従来から、町の総合的かつ計画的な行政

運営の指針を示すものであり、町民にまちづくりの長期的な展望を示すものであります。ま

た、洞爺湖町の基本構想について、議会の議決を経ることは、町全体の総意により策定する

ものとして、必要かつ重要であり、基本構想を策定し、変更または廃止しようとするとき
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は、議会の議決を経ることとする趣旨でございます。 

  条文でございますが、第１条は趣旨でございます。 

  第２条は議会の議決を得なければならない事件を定めております。 

  第２条の第１号では、今回、追加するまちづくり総合計画の基本構想を策定し、変更また

は廃止すること、また、第２号では、定住自立圏形成の協定変更及び同協定の廃止を求める

旨の通告をすることの２点を定めております。 

  次に、附則でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第31号洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例の制定についてを採決

します。 

  お諮りします。 

  本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第31号洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例の制定については、

原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第32号行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の９ページでございます。 

  議案第32号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に伴う関係条例の整理についてでございます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例を次のように定めるものでございます。 



－112－ 

  条例制定の趣旨でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律、いわゆる番号法に番号の利用が定められている事務において、町がその

特定個人情報を収集する際の申請書に個人番号を追加する必要があるため、洞爺湖町国民健

康保険税条例と洞爺湖町介護保険条例について、所要の改正を行うものでございます。 

  改正の内容については、議案説明資料でご説明を申し上げます。 

  説明資料の２ページでございます。 

  洞爺湖町国民健康保険税条例新旧対照表でございまして、第25条の２、第２項の減免申請

書の記載事項に番号法の個人番号を加える改正でございます。 

  次に、３ページでございますが、洞爺湖町介護保険条例新旧対照表でございます。 

  第11条の徴収猶予申請書と第12条の減免申請書の記載事項に番号法の個人番号を加える改

正でございます。 

  議案書の９ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、平成28年１

月１日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 議案第32号の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の施行に伴う関係条例の制定について、反対の立場で、これから討論をい

たします。 

  この議案は、さきの議案第29号と同様に、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の施行に伴って、特に国民健康保険税の減免申請書に個人番号の

記載を追加するため、条例の一部を改正するというものや、あるいは介護保険料の徴収猶予

を申請する際にも、同様に個人番号を記載するとする条例の一部を改正する、こういう内容

であります。 

  社会保障・税番号制度のそもそもの目的が先ほど来言われているわけですが、国民の利便

性向上ではなく、国が国民の所得や資産を効率的に掌握して、徴税を強化すると同時に過剰

な社会保障給付を受けていないかをチェックするためと言っても過言ではありません。 

  既に情報連携が予定されている個人情報は膨大ですが、さらなる利用拡大が進めば、不正

利用や情報漏えいの危険が高まることは避けられないわけです。情報の漏えいや不正利用等

による個人のプライバシーなどが一度侵害されると、拡散した情報を全て消去、修正するこ

とは困難でありますし、その回復は容易ではありません。共通番号にひもづけする情報をで
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きるだけ限定することこそが、今、大事だと思うのです。 

  そういった点からいっても、この条例がなくても、これまで社会保障給付に関する事務が

行われてきたわけでありますし、今後も、マイナンバーを利用しなくても、そういう事務は

十分できるわけです。 

  以上の理由から、議案第32号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の施行に伴う関係条例の整理について反対をいたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 先ほどの議案の第29号と同じく、行政が手続を進めていく上で、番

号制度を導入された上においては、ここに掲げる健康保険条例、介護保険条例にあってもそ

れぞれ改正が必要ということを認めますので、この条例に関して、賛成するものでございま

す。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終わります。 

  これから、議案第32号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整理についてを採決します。 

  お諮りします。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 賛成多数です。 

  したがって、議案第32号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の施行に伴う関係条例の整理については、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、議案第33号洞爺湖町税条例等の一部改正についてを議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の10ページでございます。 

  議案第33号洞爺湖町税条例の一部を改正する条例でございます。 

  洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

  改正の趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年３月31日に公布

されたこと、また、地方税法施行規則等の一部を改正する省令が平成27年９月30日に公布さ

れたことに伴い、洞爺湖町税条例の一部を改正する条例等について議会の議決を求めるもの

でございます。 
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  改正の主な内容でございますが、国税の取り扱いを踏まえた徴収猶予及び職権による換価

猶予の申請手続及び納税者の申請による換価猶予にかかわる申請手続の追加及び行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に

伴う改正でございます。 

  以下、議案説明資料でご説明をいたします。 

  ４ページをお開きください。 

  第８条、徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法ですが、猶予にかかわ

る徴収金の納付について、財産の状況その他の事情から見て、合理的かつ妥当なものに分割

して納付させることとした納税者の負担の軽減を図るものでございます。 

  続いて５ページ、第９条になりますが、徴収猶予の申請手続等でございます。納付するこ

とができない事情、猶予を受ける金額及び期間、分割納付する金額及び期間など、申請書へ

記載する事項を定めるものでございます。 

  ７ページでございます。 

  第10条の職権による換価の猶予の手続でございますが、猶予にかかわる金額をその猶予を

する期間内の各月に分割して納付させるものとした納税者の負担の軽減を図るものでござい

ます。 

  ８ページでございます。 

  第11条の申請による換価の猶予の申請手続等でございますが、申請の期限について、納期

限から６カ月以内とすること、また、申請書の内容に不備があった場合の訂正期限を、通知

を受けた日から20日以内とすることでございます。前条、第10条同様に猶予にかかわる金額

をその猶予をする期間内の各月に分割して納付させるものとした、納税者の負担の軽減を図

るものでございます。 

  ９ページ、第12条、担保を徴する必要がない場合ですが、猶予にかかわる金額が100万円

以下の場合、猶予期間が３カ月以内の場合などについて、担保を不徴取とした納税者の負担

の軽減を図るものでございます。 

  10ページの第13条から第17条まで削除でございますが、従前の第８条から第17条まで削除

の規定に、今回、第８条から第12条までに規定を追加することに伴う規定の整備でございま

す。 

  第18条の公示送達ですが、第８条の徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の

方法に、地方税法の規定の追加に伴う規定の整備でございます。 

  第23条、町民税の納税義務者等でございますが、第９条、徴収猶予の申請手続等に、地方

税法施行令の規定の追加に伴う規定の整備でございます。 

  次に、11ページ、第１条のうち第２条、用語の第３号納付書及び第４号納入書のマイナン

バー法にかかわる改正規定を削除するものでございます。 

  第36条の２、町民税の申告の第８項、第63条の２、施行規則第15条の３第２項の規定によ

る補正の方法の申し出、第１項第１号、12ページの第89条、軽自動車税の減免、第２項、第
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139条の３、特別土地保有税の減免、第２項第１号、13ページの第149条、入湯税にかかわる

特別徴収義務者の経営申告、第１号でございますが、いずれもマイナンバー法の改正に伴う

規定の整備でございます。 

  次に、附則の第１条、施行期日の第４号でございますが、第２条、用語の第３号納付書及

び第４号納入書のマイナンバー法にかかわる改正規定の削除に伴う規定の整備でございま

す。 

  次に、附則でございます。 

  議案書に戻っていただいて、14ページをお願いいたします。第１条の施行期日でございま

す。第１条の洞爺湖町税条例の一部改正、徴収猶予に関連する条例改正につきましては、平

成28年４月１日から施行するものでございます。 

  第２条の洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部改正、マイナンバー法に関連する

条例改正につきましては、公布の日からとするものでございます。 

  第２条、徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置で

ございますが、第１項につきましては、改正後の洞爺湖町税条例第８条の徴収猶予に係る町

の徴収金の分割納付または分割納入の方法から、第９条の徴収猶予の申請手続等、及び第12

条、担保を徴する必要がない場合の地方税法第15条第１項または第２項に規定する徴収の猶

予に係る部分に限る、の規定については、施行日であります平成28年４月１日以後に申請さ

れる徴収の猶予について適用し、施行日前の平成28年３月31日以前に申請された徴収の猶予

については、なお従前の例によるとするものでございます。 

  15ページの第２項につきましては、第10条の職権による換価の猶予の申請手続等及び第12

条の担保を徴する必要がない場合の地方税法第15条の５第１項に規定する換価の猶予に係る

部分に限る、の規定については、施行日であります平成28年４月１日以後の換価の猶予につ

いて適用し、施行日前の平成28年３月31日以前になされた換価の猶予については、なお従前

の例によるとするものでございます。 

  第３項につきましては、新条例第11条の申請による換価の猶予の申請手続等及び第12条の

担保を徴する必要がない場合の地方税法第15条の６第１項に規定する換価の猶予に係る部分

に限る、の規定については施行日であります平成28年４月１日以後、納期限が到来する当町

の徴収金について適用するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ちょっと条文の中ではっきりしないことがあるのでお聞きしたいので

すが、まず、第８条の３項です。これは、徴収猶予にかかわる町の徴収金の分割納付または

分割納入の方法についてということで定めた内容ではありますが、ここで言う、「町長は、

徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付
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し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは」と

なっているのですね。つまり「やむを得ない理由」というのは、どういう理由のことを言っ

ているのかということです。これは、後の第11条のほうには、多分、こういうことも含めて

ということなのでしょうけれども、申請による換価の猶予の申請手続等に関して定めたもの

で、第４項に法の第15条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と

するとなっておりまして、その（１）に「町の徴収金を一時に納入し、又は納入することに

より事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細」というふうになっています。つま

り、「やむを得ない理由」というのは、こういう理由が一つ入ってくるのかなと思います。 

  もう一つ、実は、事前にいただいた条例改正説明文の中に、説明書の中に、換価の猶予制

度の追加というのが主な改正内容の２番目としてありまして、そこに、納税について誠実な

意思のある方がと書いてあるのです。非常に曖昧な表現なのですが、誠実な意思のある方

が、町税を納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど

一定の要件に該当するときはということで、これがいわゆる徴収猶予の理由になっている。

表現としては非常に曖昧で、例えば徴税を担当する職員なり、あるいは、その時々の人の判

断によって判断が変わるようなものでは困ると思うのですが、この点は具体的にどういう場

合のことを言っているのかということを、もうちょっと明記するか説明していただけないで

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤総務部長。 

○総務部長（遠藤秀男君） まず、第１点の第８条第３項の関係でございます。 

  やむを得ない事情ということでございますけれども、これは法令等で定めている国税徴収

法に準じてございますので、それに合わせてやってございます。 

  一つにつきましては、財産について災害を受けたとき、または盗難等に遭ったということ

で、災害等が、１点挙げられております。 

  二つ目につきましては、納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかったとき、ま

たは負傷したときということで、疾病等を挙げてございます。 

  三つ目につきましては、事業を廃止したとき、または休止したときということで、事業の

廃止等を挙げてございます。 

  四つ目に、事業について著しい損失を受けたときということで、甚大な損害等を受けたと

きということを一つ想定してございます。 

  また、第11条につきましては、今、第８条のほうは徴収の猶予で、第11条のほうは換価の

猶予ということで内容がちょっと変わってございます。そういう形で、換価の方につきまし

ては、これまでも徴収猶予とか、進めてはきているのですが、そういう中でも、私ども、相

談させていただいて、誠実に対応していただいている場合については猶予をしていく形で今

のところは考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかにございませんか。（「誠実な意思のある方という表現を使っ

て書いてあることについてはどうなのですか」と発言する者あり） 
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○議長（佐々木良一君） 遠藤総務部長。 

○総務部長（遠藤秀男君） 今お答えしたと思っていたのですが、私どもは、誠実なというこ

とにつきましては、私どもの徴収等におきまして、相談等をいろいろさせていただいており

ます。その中で、納入の意思等を確認させていただいて、納入の意思はあるのだけれども、

いろいろな事情でなかなか納入できないということがございますので、本人の納入の意思、

それから納入に対する努力等を考えさせていただいているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 条例の条文というのは、非常に解釈が固定的なものでなかなかいかな

い部分があるのですが、いずれにしても一番重要なことは、税を納めることによって、その

事業者、あるいは家族、家庭が生活に困窮するということがあってはならない。だから、そ

れをきちんと判断をして、生活費にまで食い込むような徴収はしないというのが原則なはず

なのです。 

  ところが、そこの辺の判断が、ほかのいろいろな自治体の中でも結構問題になっていて、

結局、今、遠藤部長がお答えになったように、職員の目から見て、誠実な納税者か、誠実で

はない不誠実な納税者かというその判断というのは、非常に主観的な部分が多いのですよ。 

  だから、そこをもっと、誰が行っても同じ判断になる、そういう物差しといいますか、指

針を、きちんとやっぱり設けておく必要があるのだろうと思うのですが、例えば、そういっ

たことは、もう既にほかの徴税処理等のことも含めて、基本的には３要件があったと思いま

すけれども、それをさらに具体的に細分化したような規定というのは、内部ではつくってい

るのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤総務部長。 

○総務部長（遠藤秀男君） 今、議員がおっしゃられましたように、徴収に当たりましては、

やはり、その方々の最低限の生活というか、生活は当然重視させていただきます。私ども、

預金等の調査等もいろいろ滞納者については調査させていただきますが、給与等も一緒でご

ざいますが、その中で、生活費にまで及ぼすような徴収はしないということになってござい

ます。今回の改正につきましては、あくまでも国税徴収法の改正に伴ってそれに準じたとい

う形でございます。 

  私どもも、実際には、申請によって新たにこういう猶予制度を設けるものでございます

が、私どもは、既に、職権によりまして、納税誓約書等をいただいた上で、猶予等を実際に

はやっております。私どものような小さい町の中では、申請に基づくものはほとんどないだ

ろうというのが実際だと思いますので、これまでどおり、しっかりと住民の方々の状況を把

握した上で徴収に努力したいと思っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 議案第33号の洞爺湖町税条例等の一部改正について、一部反対の問題

があるものですから、反対討論いたします。 

  以下、その理由について述べます。 

  本議案は、第１に町税の徴収猶予制度の見直し、第２にマイナンバー法の改正による規定

の整備となっておりますが、特に、このマイナンバー法に準じて、住民税申告書、あるいは

軽自動車税、特別土地保有税及び国民健康保険税の減免申請書へ個人番号を記載することを

定めるとともに、入湯税の経営申告書へ法人番号及び個人番号を記載することとしているな

ど、先ほど来の議案第29号においても指摘をした問題点、マイナンバー制度の狙いとその問

題を含んでおり、この点について反対するものであります。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） いわゆるマイナンバー制度に関連しての、この税条例の一部改正と

いうことでございます。 

  やはり、先ほどから質疑されている議員がおられます。確かに、徴収に関しましては、そ

の生活の状態によりまして、大変にその税を払うことによって生活が成り立たないという例

もこれからは散見される事態が、それは今までもあったのですけれども、そういうこともあ

ろうというのが事実であると思います。 

  ただし、そのような場合は、今までの例を見ますと、行政のほうから手を差し伸べるな

り、いろいろな形でその方々の相談に応じてきたという実例が我が町の職員の中にはあるか

と思います。 

  また、私も、この原案に対しましては賛成いたしますけれども、万が一、そのように住民

が生活苦に陥り、その中でも今回の条例の改正を用いて徴収しようということがあれば、逆

に、私は、その町民の方々の立場に立って、町のほうにいろいろなことを十分申し述べてい

きたいと思っている一人でございます。 

  そういうふうに、ある意味では、町職員の仕事に対するあり方を信じ、それを十分に監視

していくという議員の立場から賛成させていただきたいと思っているところでございます。 

  以上をもちまして、賛成討論とさせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終わります。 

  これから、議案第33号洞爺湖町税条例等の一部改正についてを採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立多数です。 

  したがって、議案第33号洞爺湖町税条例等の一部改正については、原案のとおり可決され
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ました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、議案第34号指定管理者の指定についてを議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の16ページでございます。 

  議案第34号指定管理者の指定についてでございます。 

  地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、次の候補者を指定管理者として指定する

ことについて、議会の議決を求めるものでございます。 

  指定管理者に管理を行わせる施設。 

  所在地は虻田郡洞爺湖町洞爺町96番地の３、名称は洞爺湖芸術館でございます。 

  指定管理者に指定する団体。 

  所在地は同じでございます。名称は、洞爺湖芸術館友の会、会長、三島邦代氏でございま

す。 

  指定する期間。 

  平成28年４月１日から平成31年３月31日の３年間でございます。 

  以下、議案説明資料でご説明をいたします。 

  議案説明資料の15ページでございます。 

  施設の概要につきましては、設置条例、設置目的、施設の事業内容と記載のとおりでござ

いまして、現在の管理者は洞爺湖町教育委員会で、平成24年度から事務委任を受けて洞爺総

合支所が管理をしているという状況でございます。 

  管理運営費につきましては、指定管理料を含めまして、総費用として、平成27年度、予算

現額でございますけれども、598万5,000円でございます。 

  指定管理者として指定する団体の概要でございますが、名称は芸術館友の会でございま

す。代表者は、会長の三島邦代さんです。設立目的は、「芸術館の運営に協力し、会員相互

の親睦と芸術文化に関する研鑽を深め、地域間交流や情報発信等を行うことにより、地域の

魅力を内外に広めることを目的とする」ということで、会員数、現在52名、町内30名、町外

22名ということでございます。 

  次のページでございます。 

  決算につきましては、友の会自体の収支で、収入20万2,677円、支出が20万2,677円です。 

  平成26年度の指定管理受託特別会計決算で、収入が275万6,048円、支出が275万5,017円で

ございます。 

  事業計画については、施設の管理運営、そして17ページ、達成目標、広報宣伝、地域への

貢献、次のページの企画運営、講習・研修の実施ということでございます。 
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  それから、収支計画につきましては、指定管理料として、１年度あたり397万5,000円とし

ております。 

  この指定管理料でございますけれども、現在も開館時期は４月から11月までの８カ月間と

いうことになっております。それで、指定管理料もこの期間の活動費に対して支出をしてお

りましたけれども、非常に、12月から３月までの閉館している時期に、特別展、あるいは企

画の準備ですとか作者との打ち合わせですとか、非常に労力を使っているという部分がござ

います。それで、閉館期間も、やはりその活動に対しての費用負担は必要であるということ

で、人件費、それから企画等にかかわる費用を少し積みまして、指定管理料としては120万

円ほど上がっているということで、ご理解をお願いしたいと思います。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、副町長の説明を伺ってみましたが、私もこの友の会の方々のお話

をちょっと伺う機会がありまして、何人かお話を聞いているのですが、実際に指定管理とい

うことで、年間、決まった金額が町から支出されるのですが、いろいろな企画を検討する上

で、企画だけではなくて、そのためには必要な材料もあるし、手間もかかると。当然、人件

費もかかってくるわけですね。 

  そういったことは、日々、行政側ときちんと話し合いができて、必要な施策は行政として

もとっていくということが求められているのだろうなと思うのです。どちらかというと、一

生懸命、努力しているのがわかるだけに、行政側として、逆に、任せ切りになっているので

はないかという懸念を実は持っていたのです。 

  今回、幾らか予算をふやしてということではあるのですけれども、その辺、今回、改めて

指定管理をするということに当たって、相手方とのこの間の指定管理のあり方、そして会の

方々の意向などについては十分話を聞いた上で、こういった新たな指定を行うということで

の体制を考えているのかどうか、そのことだけ確認させてください。 

○議長（佐々木良一君） 大西洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（大西康典君） ただいま、ご質問がありました、今回指定をさせていただ

く団体、芸術館友の会との連携ということかと思いますが、今まで、私どもも、この芸術館

友の会、指定管理者とは常に連携を持ってきております。 

  具体的には、定期的な打ち合わせ、毎月１回、今後の企画に当たってとかこれまでの反省

点も含めて、繰り返し、そういう検討、打ち合わせも行っているところでございます。 

  今回の指定に当たりまして、先ほど副町長のほうから指定管理料について見直しを行った

という説明をさせていただいておりますが、この算定におきましても、当然、これまでの指

定の実績、大変高い実績を上げていただいています。 

  それから、今後の指定に当たっての管理の事業計画書というものも提出をいただいており
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ます。この中には当然、収支計画、展覧会等の企画展等の内容、指定管理者として進める姿

勢というものをきちんといただいておるわけですが、そういう中で、常に、私どもも、その

事業所を踏まえて、今回、こういう見直しをさせていただいたという経緯で、その辺は友の

会のほうにも十分伝わっているだろうというふうに、私は認識をさせていただいておりま

す。 

  具体的に、先ほどの補足をさせていただきますが、人件費につきましては、現在、館長、

事務局長という２名の方がいる体制ということで、この方々につきまして、ここで、まず３

年間においては、８カ月という中で、業務期間の中で一生懸命業務をしていただいたのです

が、やはり継続性の中で、次年度の企画運営とその準備は大変な事務量があるということ

で、その部分につきましても、今回、４カ月の分で見直しをさせていただきました。 

  それから、事業の企画運営に当たっての経費でございますけれども、今まで、実は印刷費

については、町のほうで計上させていただいておりましたが、効率的な事業を展開するため

には、やっぱり指定管理料の中で含めて執行していただくということで、今回、そういう見

直しも行っております。 

  特に、企画運営でございますけれども、年間、芸術館友の会におきましては、企画運営で

５回、町の企画特別展ということで、これはビエンナーレ、砂澤ビッキ展ということで、年

間７回という基本的な展示、企画を行っていただくことになってございます。 

  そういう中で、かかる経費がございますので、これについても、今回見直しをさせていた

だいたところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 私も、この芸術館の活動については、大変評価をしている一人でご

ざいまして、本当に少ない費用の中で、いろいろな企画をして、芸術館自体を盛り上げてい

ただいているということでございます。 

  3,000人という人数も維持してくれておりますし、少ない予算で本当に頑張っていただい

ています。今回、企画をする上で、休館中であっても、人件費の部分は予算措置をしていた

だいて、一歩前進だと思うのですが、冬といいますか、３カ月の間に１年間の企画を練って

いくというのも大変な作業だと思います。 

  基本的には、予算の範囲の中で計画を立てられると思いますが、あくまでも計画でござい

ますので、ぜひお願いといいますか、不測の事態が発生した場合には、補正等でぜひ支えて

やっていただきたいと思います。きのうも一般質問でお願いをいたしましたネイパル洞爺の

彫刻の移設の件でございますが、こうやって頑張っている芸術館ですので、ぜひ移設も予算

化して、何とかかなえてあげてほしいと思います。その辺の感覚だけで結構ですので、お願

いいたしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 大西洞爺総合支所長。 
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○洞爺総合支所長（大西康典君） ただいま、いろいろ展覧会をやっていきますと、やっぱ

り、そのときの企画等を改めて見直すというようなこともございます。また、改めて、新た

な部分で多少の予算というか経費がかかる場合もございます。これにつきましては、その都

度、町とも協議をいただいて、それにかかる経費の中で、これは町のほうで見たほうがいい

かなというものについては、協議をさせていただきながら進めさせていただいているという

ことで考えております。これからも、そういう形で考えていきたいと思っております。 

  それから、彫刻の関係でございますけれども、昨日、観光振興課のほうでお答えしており

ますけれども、これにつきましては、芸術館友の会、総合支所も連携をとって検討しており

ます。そういう中で、今後、今のいただいたご意見を踏まえながら進めさせていただきたい

と思います。 

○議長（佐々木良一君） ほかにありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第34号指定管理者の指定についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第34号指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  なお、あす10時より再開をいたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ２時２１分） 
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