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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２８年３月７日（月曜日） 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 諸般の報告について 

日程第 ３ 行政報告について 

日程第 ４ 議案第８号 総務常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 議案第９号 経済常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ６ 平成２８年度 町政執行方針について 

      平成２８年度 教育行政執行方針について 

日程第 ７ 一般質問について 

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

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第７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 

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

    ◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会平成28年３月会議を開会いたします。 

  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、３番、五十嵐議員、４番、髙臣議

員を指名いたします。 

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

    ◎諸般の報告について 

〇議長（佐々木良一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  小松委員長。 

○議会運営委員会委員長（小松 晃君） おはようございます。 

  議会運営委員会の所管事務調査報告を読み上げて報告します。 

  所管事務調査報告書。平成28年３月７日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。議会運営委員

会委員長小松晃。 

  本委員会は、所管事務調査のため委員会を開催しましたので、その結果を報告します。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成28年３月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成28年２月29日、月曜日。 

  ３、出席委員、私、岡崎副委員長、越前谷委員、七戸委員、大西委員。 

  委員外として、佐々木議長、下道副議長に出席をいただいております。 

  説明員は、森副町長。 

  ６、結果、洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく洞爺湖町議会平成28

年３月会議について、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、その結果は

次のとおりであります。 

  会議期間について、３月７日から３月16日まで。 

  審議日程については、裏面のとおりでございますので、お目通しをお願いいたします。 

  以上でございます。 

〇議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 
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  本会議の会議期間については、本日から16日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願い申し上げます。 

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

    ◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成28年３月７日、洞爺湖町議会平成28年３月会議、町の行政報告を

申し上げます。 

  まず、一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うよう、あり

がたく受納いたしました。 

  一つ目に、金員の寄附でございます。匿名55件、金額が296万円でございます。 

  二つ目に、土地の寄附でございます。東京都小金井市緑町５丁目16番38号、新洞爺湖温泉

有限会社、取締役近藤宣之氏。洞爺湖町岩屋37番４、他30筆。44万6,078平方メートルでご

ざいます。これは、ネイパル洞爺に隣接する山林等々でございます。 

  次に、二つ目の洞爺湖町合併10周年記念式典についてでございます。 

  ３月27日に合併10周年を迎えるに当たり、洞爺湖文化センターにおいて、午前10時より、

記念式典をとり行うこととしております。 

  記念式典の内容につきましては、町内各種団体から推薦された方々によって構成している

洞爺湖町合併10周年記念式典等準備会からのご意見を伺いながら進めてきたところであり、

町の将来を担う子供たちによる町民憲章の斉唱や、旧虻田町と旧洞爺村の文化の融合をあら

わした町内中学生による合同吹奏楽演奏、町内３地区の獅子舞保存会による合同演舞、児童

生徒による合同コーラスも予定しているところであります。 

  また、そのほかに町の美化に取り組んでいる団体への感謝状や洞爺湖町誕生の実現に向け

ご尽力いただいた方々への合併特別功労賞贈呈などについても、予定しているところでござ

います。 

  議員各位におかれましても、この記念すべき日に式典にご参加いただき、これまでの10年

間を振り返るとともに、これからの洞爺湖町のさらなる飛躍を願ってまいりたいと存じます

ので、ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。 

  三つ目に、暴風雪による災害についてでございます。急速に発達した低気圧の接近に伴

い、２月29日未明から３月１日にかけて、北海道内で猛吹雪となり、倒木や広域的な停電等

の災害や多重衝突事故が発生いたしました。 

  当町においても、２月29日未明から断続的な強風と吹雪により、一般住宅の屋根の損傷や

倒木等の被害があり、香川、成香、大原、富丘地区では停電が発生いたしました。 

  交通網については、吹雪や倒木などで国道230号線の成香から花和間、道道豊浦洞爺線が
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通行どめとなり、町道においては、花和６号線が３月１日早朝から吹雪による通行どめの対

策を行い、同日午後４時までには、全ての路線において交通規制が解除となりました。 

  また、高台地区の停電により、水道施設の送水ポンプが停止したため、一部で断水とな

り、給水作業を行いましたが、２時間程度で復旧いたしました。 

  今後も、関係機関との連携により的確な情報収集を行い、被害を最小とすべく、防災対策

を講じてまいります。 

  四つ目に、洞爺湖温泉中学校閉校記念式典についてでございます。 

  平成28年３月末日をもって閉校します洞爺湖温泉中学校の閉校記念式典を、２月27日に同

校体育館で開催し、ご来賓を初め、保護者、同窓生、旧教職員や地域の皆様など、273名の

出席を賜りました。 

  式典では、在校生の干場麻央さんと津谷みづきさんが司会を務め、式辞において、たび重

なる噴火災害を乗り越えてきた誇りある歩みや、これまで同校を支えてくださった皆様への

感謝を申し上げ、その後、ご来賓の皆様から惜別の言葉をいただきました。 

  生徒セレモニーでは、69年間を振り返る映像がスクリーンに映し出され、在校生の齊藤優

香さんらのナレーションによってこれまでの歴史を振り返り、また、竹澤遥さんのピアノ伴

奏による生徒全員での合唱を披露するなど、最後の在校生となる４名の女子生徒が、自信を

持って堂々とその役割を果たしていました。出席されたお一人お一人が69年の長きにわたる

温泉中学校の歴史に思いをはせ、閉校を惜しむ式典となりました。 

  このたびの閉校記念式典の開催に向け、短い期間の中で準備を進め、運営に至るまで多大

なご尽力を賜りました洞爺湖温泉中学校閉校記念事業協賛会の皆様、温泉中学校教職員の皆

様を初め、関係各位に深く感謝を申し上げるところでございます。 

  五つ目に、各種事務事業の取り組み状況についてでございます。前会議から本会議までの

各種事務事業の取り組み状況について、次のとおり報告をさせていただきます。 

  なお、朗読については省略させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育長の行政報告を許します。 

  綱嶋教育長。 

○教育長（綱嶋 勉君） 教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  一つ目は、寄附についてでございます。 

  このたび、次の方より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うよう、ありがたく受納いたしま

した。学校給食の食材の寄附でございます。虻田郡洞爺湖町入江300番地、いぶり噴火湾漁

業協同組合代表理事組合長、岩田廣美氏、ホタテ貝210キログラムでございます。 

  二つ目は、洞爺高等学校卒業式についてでございます。 

  平成28年３月末日をもって閉校します洞爺高等学校の最後となる第61回卒業証書授与式が

３月１日に同校体育館で開催し、来賓を初め、保護者、同窓生、旧教職員や地域の皆様の出



－6－ 

席を賜りました。 

  当日は、あいにくの荒天により、急遽、開始時間を午後に変更して行われ、式典開始前に

は、同校名物行事の「洞高カフェ」を「卒業式カフェ」と銘打って、来場者に手づくりのマ

ドレーヌや飲み物が振る舞われました。 

  式典では、真屋町長の祝辞において、最後の卒業生となる23名の生徒の皆さんへ、晴れの

門出を祝し、今後の活躍を祈念するとともに、洞爺高等学校は64年間の歴史に幕を閉じるこ

とになりますが、皆さんの思い出のこの地は、メモリアル公園や保育所などの整備を図り、

洞爺地区振興の中心となるよう取り組んでいくことを申し上げました。 

  式典の最後には、佐々木校長から岩原教育委員長に校旗が返納され、これまでに1,250名

の人材を世に輩出した洞爺高等学校は、残りわずかな日をもって64年の歴史に幕を閉じま

す。 

  長年にわたり、洞爺高等学校を支えてくださいました歴代教職員、ＰＴＡ、同窓会の関係

各位、そして洞爺地域皆様のご支援に深く感謝を申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で行政報告を終わります。 

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

    ◎報告第８号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第８号総務常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  総務常任委員会からの報告の申し出があります。 

  本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、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、総務常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  総務常任委員長の発言を許します。 

  五十嵐委員長。 

○総務常任委員会委員長（五十嵐篤雄君） おはようございます。 

  読み上げて報告とさせていただきます。 

  報告第８号。所管事務調査報告。平成28年３月７日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。総

務常任委員会委員長五十嵐篤雄。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  所管事務調査その１。 

  １、調査日、平成28年２月15日月曜日。 
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  ２、出席委員、私、岡崎委員、越前谷委員、髙臣委員、立野委員。 

  ３、説明員等、社会教育課、永井課長、角田主幹。 

  ４、調査事項、入江・高砂貝塚館の現況について。 

  ５、調査内容、当町における縄文文化の足跡を知る施設として開設されている入江・高砂

貝塚館について、建物や設備の状況、展示の仕方、利用状況等について調査を実施した。 

  ６、調査結果。 

  当施設は、冬期休館中（12月１日から翌年３月31日）であり、来館者のいない中での調査

となった。ここ数年の利用状況は平成26年度に2,416名で8万8,550円をピークに前後の数年

は1,800名で７万円から８万円の収入となっている。なお、入館料は150円でございます。修

学旅行の利用も減少傾向になっている。 

  現在、高砂貝塚の整備を行っているが、当施設も平成29年に設計、平成30年、31年に増改

築を計画している。入江貝塚とは少し距離があるが、高砂貝塚とは隣接していることから、

現場と展示の相乗効果が期待できると思われる。縄文遺跡群の世界遺産登録やジオパーク等

との連携も十分に考慮した新施設の建設に着手し、学習の場として多くの方々に利用される

ように期待したい。 

  所管事務調査その２。 

  １、調査日、平成28年２月15日月曜日。 

  ２、出席委員、私、岡崎委員、越前谷委員、髙臣委員、立野委員。 

  ３、説明員等、社会教育課、永井課長、角田主幹。 

  ４、調査事項、虻田郷土資料館の現況について。 

  ５、調査内容、入江・高砂貝塚館と別棟になってはいるが、一体的に管理されている郷土

資料館についても同様な調査を行った。 

  ６、調査結果。 

  入江・高砂貝塚館と同様に冬期休館中であり、利用についても、両施設の入館が共通と

なっているため、同数となっている。建物もかなり老朽化しており、入江・高砂貝塚館との

一体的管理にあって、増改築が予定されている施設とどのように運営していくのか、検討が

必要となると思われる。展示の仕方の工夫のほかに、昔の道具を使ってみるなどの体験の場

を設けることも必要と思われる。 

  所管事務調査その３。 

  １、調査日、平成28年２月15日月曜日。 

  ２、出席委員、私、岡崎委員、越前谷委員、髙臣委員、立野委員。 

  ３、説明員等、洞爺総合支所、大西支所長、庶務課、大西主査、社会教育課、永井課長、

角田主幹。 

  ４、調査事項、旧洞爺診療所改修の進捗状況について。 

  ５、調査内容、洞爺地区の郷土資料室が旧公民館に開設されているが、展示施設としての

機能がないことから、結果として収納しているだけの施設となっていた。地域の歴史を知る
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貴重なものもあることから、展示施設への移動が望まれていた。洞爺地区地域振興策検討委

員会からの提言を受け、旧洞爺診療所を改修して展示することとなったため、進捗状況につ

いて調査を行った。 

  ６、調査結果。 

  旧洞爺診療所の改修には、高齢者が気軽に集まれるサロンとしてのスペースと老朽化した

郷土資料館の収蔵品の展示室にすることを目的としている。歴史、文化を活用した世代間交

流の推進や公共施設の有効活用が図られると期待されている。２月末に工事が完成すると、

３月には収蔵品の移転が開始され、その後、開館が予定されている。 

  （仮称）洞爺ふるさと交流センターとしてスタートするが、開館までに管理・運営につい

て、洞爺ふれ愛センターを管理する社会福祉協議会や高齢者サロンを利用する各種高齢者団

体と協議・検討し、できるだけスムーズに開館できるように調整していただきたい。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思います

が、ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） なしと認めます。 

  ご苦労さまです。 

  以上で、総務常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

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

    ◎報告第９号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、報告第９号経済常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  経済常任委員会から報告の申し出があります。 

  本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、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、経済常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  経済常任委員長の発言を許します。 

  大西委員長。 

○経済常任委員会委員長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  読み上げて報告にさせていただきたいと思います。 

  報告第９号。所管事務調査報告。平成28年３月７日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。経

済常任委員会委員長大西智。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 
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  記。 

  所管事務調査その１。 

  １、調査事項、洞爺湖温泉観光協会の現況と課題について。 

  ２、調査日、平成28年２月１日月曜日。 

  ３、出席委員、私、篠原委員、千葉委員、小松委員、板垣委員、佐々木議長。 

  ４、説明員等、大西会長、浜野副会長、高橋事務局長、藤川主査、佐々木観光振興課長。 

  ５、調査結果。 

  平成20年のリーマンショック、平成23年の東日本大震災などの影響により観光客が減少し

ていたが、プロモーション事業、イベント事業などの積極的な取り組みと、観光需要の高ま

りもあり、現在は回復傾向にある。中でも外国人観光客の増加が著しい。今年度の宿泊客数

は好調で、目標の65万人超えを見込んでいる。 

  観光客の入り込み状況。 

  平成26年度宿泊延べ数については62万6,000人で、道内客25万2,000人、道外客18万2,000

人、外国人客19万2,000人の割合となっている。平成25年度と比較して外国人観光客が約７

万人ほどふえ、道外客が約１万人程度減っている状況である。国別では、台湾、中国、韓

国、香港の順となっており、近年、シンガポール、タイからの観光客も急増している。 

  ２ページを見ていただきたいと思います。 

  新年度のイベント予定。 

  洞爺湖温泉は平成28年に開湯100年を迎えることから、主に次の事業の実施を企画してい

る。 

  一つ目といたしまして、洞爺湖温泉開湯100年感謝祭。 

  日時、平成28年７月23日、24日。 

  場所、洞爺湖畔特設会場。 

  内容、記念式典、モニュメント完成式、郷土芸能披露、花火。 

  二つ目といたしまして、洞爺湖大好き！洞龍スタンプラリー（仮称）。 

  期間といたしまして、平成28年６月１日から平成29年２月末。 

  景品、温泉ペア宿泊券、地場産品詰め合わせなど。 

  三つ目といたしまして、洞爺湖温泉開湯100年プロモーション。 

  札幌地下歩行空間などで周知活動。 

  四つ目といたしまして、洞爺湖温泉ＬＩＮＥスタンプ、歓迎フラッグ、のぼり、記念ノベ

ルティの制作、洞爺湖温泉開湯100年記念ポスターデザインの募集。 

  課題・要望。 

  洞爺湖町の魅力をアピールして新規市場の開拓を考え、さらなるリピーター層の獲得も必

要と思われる。 

  外国人観光客においては、国際情勢などによって状況が変動することも予想され、国内旅

客誘致の強化策が必要である。また、観光の入り込み客数は好調であるが、事業施設の人材
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確保に苦慮しており、雇用環境の整備等の対策が求められている。「定住と仕事」を考えた

ホテルのホームページと町のホームページをリンクさせた取り組みの推進が必要である。 

  所管事務調査その２。 

  １、調査事項、いぶり噴火湾漁業協同組合の現況と課題について。 

  ２、調査日、平成28年２月１日月曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、篠原委員、千葉委員、小松委員、板垣委員、佐々木議

長。 

  ４、説明員等、福島副組合長、荒理事、阿部理事、細川専務、産業振興課、佐藤課長、田

所主査。 

  ５、調査結果。 

  現況について。 

  平成27年３月末の水揚げは、ホタテの養殖が主となっている。ホタテ養殖以外の水揚げを

含め、数量で約１万トン、金額で約20億円となっており、前年度より数量、金額ともにふえ

ている。ホタテ養殖貝単価においても、平成24年は179.1円、平成25年で215.5円、平成26年

で249.8円と上昇している。輸出向け（中国）の販売単価とオホーツク漁場のしけによる影

響で高値取引されている。相手側の状況により変化するが、販路は海外へ求めたいと考えて

いる。 

  ホタテへい死問題。 

  例年に近い３割程度のへい死が出ている。単価が高く推移していることから、へい死の増

加が水揚げに与える影響は大きい。 

  ウニ種苗放流事業。 

  現在、キタムラサキウニ種苗を２万個、放流している現状だが、個体数をふやす目的とし

ては数が少ないように思える。他市町では10万個の放流がなされている。今後の検討が必要

と思われる。 

  ザラボヤ対策。 

  ザラボヤの大量付着による生貝への生育の影響と労働量の増の負担が作業効率を悪くして

いる。現在も沖洗い機で対応しているが、器具の老朽化に伴い、今後の更新も考えている。 

  今後の課題。 

  ホタテの耳づり作業においては、町外からも来てもらっているような状況で、労働力が不

足していることから人材の確保が重要となっている。漁業者の高齢化が進んでいることか

ら、新規就労対策については、北海道、町でも力を入れて実施してきたところである。 

  虻田漁港大磯分区においては、釣り人、またプレジャーボートの係留施設利用者も来るこ

とから、公衆トイレを早急に整備する必要がある。 

  ４ページを見ていただきたいと思います。 

  所管事務調査その３。 

  １、調査事項、洞爺湖町商工会の現況と課題について。 
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  ２、調査日、平成28年２月１日月曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、板垣委員、篠原委員、佐々木議

長。 

  ４、説明員等、大久保会長、傳副会長、岡田副会長、高橋事務局長、茶畑経営指導員、鈴

木経営指導員、産業振興課、佐藤課長、佐久間主任。 

  ５、調査結果。 

  現状について（平成27年度総代会資料により）。 

  会員数は、平成27年３月31日現在で308名（前年度と比較して９名減、本町地区177名、温

泉地区97名、洞爺地区33名、賛助会員１名）、調査日現在は308名となっている。毎年会員

の減少傾向にあるが、会員の確保に組織全体で取り組んでいる。 

  予算については、総額7,388万円で、町からの補助金が2,801万円となっている。主な事業

の取り組み状況については以下のとおりである。 

  町内景気の状況について。 

  各種事業のもと、経済状況は現状を推移しているが、人口減少が各種事業者の収益減と

なっている。移住・定住対策と流動人口を広く呼び込める状況をつくることが重要となって

いる。 

  各種事業の成果について。 

  一つ目といたしまして、ＪＲ洞爺駅前大通りにぎわい創出事業。 

  花植え講習会事業、ふれあい七夕夏まつり、洞爺駅前イルミネーション点灯など。 

  二つ目といたしまして、住宅リフォーム事業。 

  ４月13日に受け付けを開始し、受け付けから52日間、110件で終了。工事費総額が約9,000

万円で、１件当たりの工事費は約85万円となっている。主な事業内容は、塗装が59件と最も

多く、屋根改修13件、外壁張りかえ10件などとなっている。 

  三つ目といたしまして、ぐるっと洞爺湖プレゼント事業。 

  商業振興と地元消費のために本年度は８月１日から８月20日までの20日間と12月１日から

12月20日までの20日間で２回の実施となった。抽選券は24万2,000枚を発行している。この

取り組みにより、町内での買い物の機会がふえたという声もあり、町内消費の定着に結びつ

いていると思うが、さらなる工夫が求められている。 

  四つ目といたしまして、洞爺湖町生活応援20％プレミアムつき商品券。 

  １セット１万円で１万2,000円分の商品券を発行。参加店総合計金額は約１億8,000万円で

あった。 

  五つ目といたしまして、地域活性化特別委員会の提言書。 

  急速な少子高齢化の進行に歯どめをかけることが喫緊の課題であるとともに、地方創生を

原点とした地域づくりを行政、議会、地域諸団体等が協働して推進していくことが重要であ

る。商工会の特別委員会において、提言書を策定し、町と議会へ提出している。 

  今後の課題。 
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  町内の人口減に比例し、消費人口の減少が影響している。また、全町的に空き店舗数の多

さが目立つ中で、小規模事業者の振興資金に関する町の融資の拡充も必要な状況である。町

内産業経済団体の連携強化など、商業振興と地元購買を高める施策の継続が必要である。 

  要望意見。 

  商工会の地域活性化特別委員会が提言している各種施策について、実施に向けた検討をお

願いするものである。特に、主要施策の中でも、住宅施策の特化、西山火口の地熱・地下資

源の活用、ブランド品（亜麻の栽培と利用）を創出、駅カフェの開設など、町の宣伝効果や

イメージアップにつながる検討を進めていただきたいとの意見要望があった。 

  町の観光を生かした交流人口の増加が地域活性化につながると期待するものであり、議会

と町と協力し、積極的に施策の推進に取り組むべきだ。 

  ６ページを見ていただきたいと思います。 

  所管事務調査その４。 

  １、調査事項、西胆振消防組合伊達消防署洞爺出張所新築工事の進捗状況について。 

  ２、調査日、平成28年２月16日火曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、板垣委員、篠原委員、下道委

員。 

  ４、説明員等、加藤洞爺湖支署長、矢野洞爺出張所主任、企画防災課、鈴木課長、谷澤主

査。 

  ５、調査結果。 

  西胆振消防組合伊達消防署洞爺出張所。 

  構造、ＲＣづくり。 

  面積、１階、336.49平方メートル、車庫、事務室、仮眠室など。２階、141.59平方メート

ル、会議室。 

  消防洞爺出張所は、洞爺地区における防災、救急の拠点施設として重要であることから、

老朽化した施設の整備が望まれていたところであります。 

  平成27年５月から工事が開始され、平成28年２月末には完成する予定となっており、町が

本年度実施している防災行政無線設置整備の子局としての役割も担っている。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などを受けたいと思います

が、ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

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

    ◎平成28年度町政執行方針並びに平成28年度教育行政執行方針 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、平成28年度町政執行方針並びに平成28年度教育行政執行

方針を議題といたします。 
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  まず、町政執行方針の説明を求めます。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成28年度町政の執行方針を申し上げます。 

  洞爺湖町議会平成28年３月会議に当たり、私の町政に対する所信の一端と、平成28年度予

算における主要な施策につきましてご説明を申し上げます。 

  私は、町長に就任して以来、２期７年を迎え、この間、町民の皆様や議員各位に支えら

れ、財政健全化に向けた取り組みと未来につなげるまちづくりを基本理念に掲げ、町政の執

行を進めてまいりました。今後とも、開かれた町政として、町民皆様の声をしっかり聞きな

がら、時代の変化に対応しつつ、直面する課題を乗り越えるため、全力で町政運営を行い、

元気ある洞爺湖町の実現に向けて取り組んでまいります。 

  初めに、町の人口は、昨年の国勢調査によりますと、9,308人となり、５年前と比べて824

人減少しており、今後もさらに減少していくことが予想されております。この人口減少問題

に対応するため、洞爺湖町まち・ひと・しごと創生有識者会議を設置し、昨年10月に当町の

人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦略を作成しております。 

  人口ビジョンでは、合計特殊出生率の向上と人口の純移動率の均衡化を図っていくことと

し、総合戦略において、町の特性を生かした雇用促進、新しいひとの流れの創造、結婚・出

産・子育ての希望の実現、地域と地域の連携による四つの基本目標とその施策の方向を定

め、地方創生の実現に向けた取り組みを進めております。国の平成27年度補正予算の地方創

生加速化交付金並びに平成28年度予算の地方創生深化のための新型交付金など、国の支援を

活用しながら、人口減少の抑制に向け、積極的に取り組みを進めてまいります。 

  昨年11月の世界ジオパーク活動のユネスコ正式事業決定を大きな節目に、ユネスコの冠を

いただいた洞爺湖有珠山ジオパークとして世界・日本ジオパークネットワークとの連携を図

り、貴重な資源を有効に活用するため、国の地方創生に向けた交付金制度の支援も視野に入

れ、交流人口の拡大に向けた地域のにぎわいを創造してまいります。 

  さらに、火山とともに生きるまちとして、未来を担う子供たちへの防災教育、自助・共

助・公助の枠組みによる地域一体となった防災体制の構築など、災害に強いまちづくりを進

めてまいります。 

  また、洞爺湖町が誕生してから10年を迎えております。その町の方向性となる基本方針を

示した現在のまちづくり総合計画は、平成28年度までの計画期間となっております。将来の

都市像、「湖海（うみ）と火山と緑の大地が結びあい元気をつくる交流のまち」を継承し、

その実現に向け、平成29年度から10カ年の第２期洞爺湖町まちづくり総合計画の策定を進め

てまいります。 

  それでは、平成28年度の予算について申し上げます。 

  改善傾向にある日本経済状況は、徐々にではありますが、地方へも浸透し始めており、そ

の流れをしっかりと確実なものとする施策が求められていることから、平成28年度一般会計

予算は、地域活性化を重点に置いて、課題とする基盤整備及び地方創生総合戦略関連の子育
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て支援、移住定住促進、産業振興政策を中心としております。 

  住民生活、福祉・医療、教育、環境、産業振興等の行政全般に気配りをした未来を見据え

た予算編成を心がけましたが、厳しい財政状況下にあることから、歳入不足となり、財政調

整基金等を取り崩して補塡しております。新規事業は必要性、将来性、後年度負担等を考慮

し、継続事業についても、事業効果を見きわめながら、適切な予算計上に努め、総額とし

て、前年度に比べ１億780万円減の73億1,826万円となったところであります。 

  歳入における町税は、入湯税を中心に前年度より増額を見込んでおります。しかしなが

ら、歳入の柱となる地方交付税については、国勢調査人口の減、学校の統廃合、合併優遇措

置の段階的解消など、マイナス要因が大きく、前年度より減額しているところであります。

町債については、昨年度実施の防災行政無線及び消防施設整備事業分が減となったことか

ら、前年度より低く抑えることができました。 

  歳出では、公債費、人件費は減少しておりますが、扶助費は増加となっております。普通

建設事業では、道路改良、街路整備、高砂貝塚保存整備等の継続補助事業のほか、定住促進

住宅整備、多目的人工芝スポーツ施設、生ごみ処理施設整備、洞爺高等学校校舎解体、道営

事業負担金等の予算を計上しております。 

  なお、地方創生では、平成28年度補正予算に計上し、平成27年度に繰り越して実施してき

た事業のうち、継続が必要な事業を予算措置しております。 

  特別会計では、介護保険特別会計の保険給付費、後期高齢者医療特別会計では、広域連合

納付金の伸びから、それぞれ前年度より増となりました。その他の会計は、事業状況等から

減となっております。 

  各会計の予算総額は、以下のとおりとなっております。 

  一般会計でございます。73億1,826万円で、前年度比1.5％の減でございます。 

  国民健康保険特別会計は、16億6,230万円でございまして、前年度比5.0％の減でございま

す。 

  公共下水道事業特別会計は、８億525万円で、前年度比1.1％の減でございます。 

  介護保険特別会計は、10億6,827万円で、前年度比3.0％の増でございます。 

  簡易水道事業特別会計は、9,608万円で、前年度比11.6％の減でございます。 

  後期高齢者医療特別会計におきましては、１億5,590万円で、前年度比1.1％の増でござい

ます。 

  水道事業会計におきましては、収益的収支が、３億2,420万円で前年度比0.9％の減、資本

的収支におきましては、１億3,798万円で前年度比24.5％の減でございます。 

  次に、28年度予算の主な施策と取り組みをまちづくり総合計画の施策体系に基づき、ご説

明を申し上げます。 

  第１は、新たな定住と交流を育む都市基盤づくりであります。まち・ひと・しごと創生に

よる人口ビジョン、総合戦略の目標や施策の基本的方向、具体的な施策により、人口減少対

策に向けた取り組みを進めてまいります。 
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  洞爺地区の振興は、閉校となります洞爺高校の跡地と施設の有効活用を図るため、（仮

称）洞爺高校メモリアル公園整備と洞爺保育所の新築を平成30年度までに完成するよう、着

実に進めてまいります。さらに、洞青寮は宿泊施設としての活用を基本として、早期の事業

実施に向けた検討を進めてまいります。 

  旧洞爺診療所につきましては、（仮称）ふるさと交流センターとして高齢者サロン整備や

郷土資料室の移転を終えたことから、高齢者が安心して暮らせる地域活動の推進と、地域の

子供たちとも触れ合える世代間交流の場として提供してまいります。また、住民生活の拠点

となる各種サービスをとうや水の駅周辺に集約することで、洞爺地区における小さな拠点を

形成し、住民生活の利便性の向上に努めてまいります。 

  住宅施策につきましては、洞爺湖町住生活基本計画、洞爺湖町営住宅等長寿命化計画に基

づき、福祉、子育て支援、雇用促進、環境対策、移住定住対策も含め、さまざまな観点から

関連分野と連携を図りながら、総合的な住宅整備を進めてまいります。本年度は、洞爺地区

に町独自の単身者住宅16戸を建設し、地域で働く方々の住宅を確保するとともに、旧北海道

立洞爺少年自然の家の職員住宅を活用した子育て世代のための住宅整備を行います。また、

老朽化が進む町営住宅の長寿命化の調査を進めてまいります。 

  移住・定住対策につきましては、関係機関と連携した空き家バンクのさらなる充実と活

用、町の魅力を直接感じていただく移住体験住宅の利用促進を図り、一元化した相談窓口と

情報提供による転入者の増加に努めてまいります。 

  地域おこし協力隊につきましては、さらなる隊員の募集を行い、地域における活動を強化

するとともに隊員の起業、就業を支援し、隊員の定住も促進してまいります。 

  次に、道路・交通網の整備についてであります。 

  国道、道道の整備については、住民生活の利便性の向上を図る上で、最も重要な路線であ

り、防災上の観点からも欠くことのできないものであることから、国道37号線の豊浦側の

チャス・クリヤトンネルの安全対策などの整備、国道230号線の道の駅とうや湖付近の歩道

設置と留寿都村との行政界付近の線形改良、町道ビワオク線及び板谷川大通り線の道道昇格

及び整備、とうや湖ぐるっと一周線の整備、道道豊浦洞爺線の洞爺地区市街地の山側区間の

歩道整備を国や北海道に対し、引き続き要望してまいります。 

  次に、町道でありますが、都市計画道路事業海岸通は、引き続き用地補償等を実施し、整

備促進を図ってまいります。町道の危険箇所対策は、引き続き洞爺２号線歩道新設工事を実

施してまいります。また、道路ストック総点検事業により、道路附属物の照明施設を点検

し、補修などの必要な対策を講じてまいります。 

  伏見橋の復旧につきましては、昨年末に既設橋梁を撤去し、本年度より橋梁工事が実施さ

れることとなっておりますが、一日も早い復旧を目指し、引き続き北海道へ要望してまいり

ます。その他の道路橋についても、洞爺湖町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の点検及

び補修を実施してまいります。 

  地域公共交通は、生活交通ネットワーク計画に基づき、利便性の高い住民や地域のニーズ
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に合った交通の確保に努めるとともに、現在、試行運行している買い物支援バスの検証を行

い、運行の必要性や運行方法について検証してまいります。 

  社会保障・税番号制度につきましては、平成28年１月の施行に伴い、社会保障、税及び災

害対策の分野における行政運営の効率化を図り、住民にとって利便性の高い公平・公正な社

会を実現するための社会基盤として推進してまいります。 

  消防・救急防災体制につきましては、平成27年度に、消防施設や防災行政無線の整備を重

点に実施しており、４月より運用を開始することとしております。有珠山の噴火から16年が

経過することから、次期の噴火やあらゆる災害を想定し、災害では一人の犠牲者も出さない

ことを第一とする「命を守る防災」に向け、自助・共助・公助の枠組みを確立し、地域と連

携したまち全体の防災体制の構築を進めてまいります。また、緊急時には、防災無線やコ

ミュニティＦＭ、エリアメールなど、さまざまな手段を活用した情報提供をすることとして

おります。 

  交通安全・防犯体制については、交通事故のない社会を目指し、昨年９月に交通事故死ゼ

ロ500日を達成したことを新たな契機として、交通安全町民運動推進委員会を中心に、自治

会、交通安全協会、交通安全指導員会など関係機関と連携を図り、交通安全の啓発活動、交

通安全施設の改善に努めてまいります。 

  防犯・暴力団対策につきましては、犯罪、暴力のない安全で安心な地域社会に向け、警

察、教育機関、防犯協会、自治会や地域住民の協力を得ながら、連携した活動を進めてまい

ります。特に、子供たちを犯罪被害から守るための地域体制を継続して進めてまいります。 

  第２は、自然と共生する快適環境のまちづくりであります。 

  公共施設の省エネルギー化については、観光情報センターの室内照明の一部ＬＥＤ化を本

年度実施し、今後も継続して推進してまいります。 

  上水道・簡易水道事業については、水道の使命である安全で良質なおいしい水の安定供給

を図るため、水源の保全及び施設の整備を行ってまいります。下水道事業につきましては、

公有水域の水質保全と生活環境の保持を図るため、下水道施設の適切な管理を行ってまいり

ます。両事業とも効率的、効果的な管理と使用料等の収納率の向上に努め、経営の健全化を

図ってまいります。 

  主な整備事業として、眺湖通改良工事に伴う配水管、下水道管、雨水管の移設工事と道道

及び町道の老朽配水管の布設替え工事を実施してまいります。また、供用開始から28年を経

過している虻田下水終末処理場は、引き続き沈砂池設備等の機器更新を実施し、とうやクリ

ーナップセンターについても、中央監視設備等の更新を図り、両施設の長寿命化に努めてま

いります。 

  環境衛生と公園、緑地、水辺の整備であります。 

  小型電子機器・繊維リサイクルについては、着実に住民への浸透が進んでおり、今後と

も、資源の有効活用を図り、循環型社会の形成を推進してまいります。 

  また、生ごみ堆肥化施設・花美館については、昨年３月に廃棄物減量等推進協議会よりい
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ただいた答申に沿い、現在の機械処理方式を変更して花美館を存続することとし、地域住民

の方々の理解のもと、施設の改修を進めてまいります。 

  町内各公園の桜の罹病対策として、樹木の剪定や周辺環境の整備などを引き続き実施し、

住民の憩いの場、子供たちが安心して遊べる場となるよう、公園、緑地などの整備に力を入

れてまいります。また、春秋の町内一斉清掃、前浜の海浜清掃、湖畔の清掃の実施を初め、

まちを花で飾る花いっぱい運動など、美化・緑化活動による活動の輪が住民へ広がるよう、

引き続き推進してまいります。 

  旧北海道立洞爺少年自然の家（ネイパル洞爺）の跡地については、交流や野外活動の場な

ど、訪れる方々に親しまれる、えぼし岩公園として、適切な維持管理に努めてまいります。 

  温泉資源の活用における金毘羅地域の地熱資源は、現在、地熱発電に向けたモニタリング

調査が行われており、その間の２次利用として、高温の温泉を供給して有効に活用しており

ます。本年は、調査結果をもとに地熱発電事業が開始されるものであり、環境に配慮した対

策に支援をしてまいります。 

  第３は、交流と活力に満ちた元気産業のまちづくりであります。 

  農業の振興については、クリーン農業を推進するため、多面的機能支払交付金や生分解性

マルチ普及拡大事業に加え、農業用廃プラスチック資源リサイクル事業やＧＬＯＢＡＬ Ｇ

ＡＰ維持継続事業に対して支援してまいります。また、有害鳥獣による農作物への被害を低

減させるため、ＪＡとうや湖や猟友会の協力をいただきながら、捕獲事業や研修事業を進め

てまいります。 

  農業後継者の育成については、担い手育成のため、ＡＣとうや、ＪＡ青年部の農業知識向

上勉強会など研修活動に対して支援をするとともに、婚活交流事業を継続して実施してまい

ります。さらに、後継者のいない農業経営者の経営資産を新規就農希望者へ継承する事業に

ついても支援をしてまいります。 

  農業研修センターについては、土づくりに重要な土壌分析を核として、ＪＡとうや湖並び

に胆振農業改良普及センターと連携を図り、分析データに基づく施肥設計指導を進めてまい

ります。 

  水産業の振興については、基幹産業であるホタテ貝養殖業において、輸出が増加し、ここ

数年は水揚げ額が大きく伸びております。しかし、依然としてザラボヤや雑物等が大量に付

着し、稚貝の生育不良や変形貝、へい死する貝も多く発生していることから、引き続き雑物

対策の支援を行い、漁業経営の安定を図ってまいります。また、マツカワ、ウニ、ナマコの

放流なども広域で取り組み、関係機関と連携し、安定生産に向けた資源づくりと資源管理を

進めてまいります。 

  虻田漁港大磯分区については、昨年11月より一部供用開始となり、耳づりなどの管理作業

が可能となりました。本年度は、管理から出荷までの一連の作業が可能となる計量施設の整

備を行い、大磯分区における出荷体制の確立に努めてまいります。プレジャーボートの係留

施設は、漁船と分離した安心・安全な施設として使用をしてまいります。また、輸送の安全
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確保のため、臨港道路の早期完成について、北海道へ引き続き要望してまいります。 

  内水面漁業については、北海道大学洞爺臨湖実験所と北海道立総合研究機構サケ・マス内

水面水産試験場と連携し、ワカサギの卵とヒメマス稚魚の種苗生産の安定に向けた試験事業

を行うため、洞爺湖漁協に対する支援を行ってまいります。 

  商工業の振興は、商工会と連携し、リフォーム支援事業、ぐるっと洞爺湖プレゼント事業

により、地元の消費喚起や町内建設工事を誘発し、地域経済の活性化を図るとともに、町内

事業者の支援ニーズに応える施策の検討を行ってまいります。 

  雇用対策については、冬季就労対策事業等による失業者の雇用対策を講じるとともに西胆

振地域通年雇用促進協議会の取り組みを通じて、冬季労働者の通年雇用化の促進を図るな

ど、雇用・就業機会の創出と安定に努めてまいります。 

  消費者対策については、複雑・巧妙化する悪質商法や振り込め詐欺など、消費者被害の未

然防止と被害相談等の迅速な対応を図るため、関係機関等と連携を強化し、消費者保護に努

めてまいります。 

  次に、観光振興とジオパーク活動の推進であります。 

  観光振興については、外国人観光客の積極的な誘致活動により、年々順調に回復傾向に

なっております。引き続き、観光コンシェルジュなどインバウンド対策による一層のサービ

ス向上に努めてまいります。 

  ３月26日に開業する北海道新幹線により、国内の旅行客の増加が見込まれており、これま

で、要望活動の結果、ＪＲ特急列車の接続の増便、高速バス運行など、開業に合わせた二次

交通の充実が決定しております。ここ数年、厳しい状況が続いている関西・西日本エリアや

新たに仙台・北関東周辺に対する修学旅行の誘致活動の展開をするとともに、北海道新幹線

×ｎｉｔｔａｎ（にったん）戦略会議などとも連携し、積極的な旅客誘致を進めてまいりま

す。 

  本年は、洞爺湖温泉開湯100年を迎える節目の年であり、関係団体や実行委員会による記

念事業の開催や既存事業との連携を強化し、年間を通じた取り組みを進めることにより、さ

らなる宿泊客の増加を目指してまいります。 

  また、スポーツ観光の推進に向けて、月浦地区に多目的人工芝スポーツ施設を整備いたし

ます。この施設を核とした北海道フットボールクラブとの協定に基づく交流事業、ＮＰＯ洞

爺にぎわいネットワークのワンストップサービスとの連携など、スポーツによる滞在型観光

地を推進してまいります。 

  観光施設については、老朽化の著しい洞爺湖森林博物館やサミット記念館のあり方が課題

であり、関係機関と協議を進めながら検討してまいります。 

  民間大規模建築物の耐震化については、耐震診断結果に基づき、引き続き耐震改修設計を

実施する建物所有者への支援を実施してまいります。 

  洞爺湖有珠山ジオパークのテーマである「変動する大地との共生」は、防災・減災と同時

に、あらゆる大地の恵みを生かして、地域がこれからも発展していくための取り組みを柱と
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しております。火山との共生の物語を世界中の人たちに伝えるとともに、世界的な評価を受

けている洞爺カルデラ周辺に点在する豊かな海と大地の資源を活用することで、火山以外の

魅力を広くアピールし、ジオパーク旅行による交流人口拡大を推進してまいります。 

  第４は、優しさあふれる健康福祉のまちづくりであります。 

  当町は、観光分野、医療・福祉分野の事業所、就業者数が多く、産業構造のツインタワー

となっております。この強みを生かして、行政、地域、医療、福祉などの関係機関が連携す

る「生涯活躍のまち（洞爺湖町版ＣＣＲＣ）構想」の実現の可能性と地域に合った方向性や

施策について、継続して調査、研究を進めてまいります。 

  保健、医療の充実については、「洞爺湖町健康づくり計画」及び「食育推進基本計画」を

基本に保健、医療、福祉の連携を図り、１次・２次救急医療対策など医療体制の維持、健康

寿命の延伸と町民の生活の質の向上を目指し、生活習慣病の予防など、心と身体の健康増進

に努めてまいります。 

  母子保健事業については、不妊治療費等への助成の継続、妊産婦・乳幼児健診、新生児訪

問や子育てセミナーの開催を通じて、安心して子供を産み育てる環境づくりに努めてまいり

ます。 

  さらに、子育て支援の充実では、出産祝い金」や中学生まで対象の子どもインフルエンザ

ワクチン接種費用の無料化、乳幼児医療助成の拡大を継続して実施し、健やかな心身づくり

と子育ての世帯の経済的な支援を地域振興と連動した事業として実施してまいります。 

  各種がん検診、脳ドックについては、検診受診率の向上に努め、啓蒙、啓発、勧奨による

生活習慣病や各種がんの早期発見、早期治療に結びつくよう取り組みを推進してまいりま

す。 

  国民健康保険事業については、課税限度額の改定をすることから、より一層、制度の安定

的な運用に取り組んでまいります。また、保険税の収納率向上に努めるとともに、健康増進

と重症化を防ぐため、特定健診受診率向上への積極的な取り組みやレセプト点検の強化、ジ

ェネリック医薬品使用の推進により、医療費の適正化を図ってまいります。 

  後期高齢者医療事業につきましては、安定的な運用を図るとともに、健康維持に向けた健

康診査受診率の向上に努力してまいります。 

  地域福祉の充実については、地域福祉計画を基本に、社会福祉協議会や自治会、民生委

員・児童委員、福祉委員などと連携して福祉ボランティアの育成や在宅福祉を担うマンパワ

ーづくりに努めるとともに、地域での見守りの先駆的な事業に支援してまいります。 

  高齢者福祉の充実については、社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、新

たな介護予防・日常生活支援総合事業への円滑な移行ができるよう準備を進めてまいりま

す。各種相談機能の充実や認知症地域支援推進員の配置など、認知症ケアパスの普及並びに

地域包括ケア会議の推進など、包括的な支援・サービス提供体制の構築に努めてまいりま

す。 

  また、平成28年度より室蘭市、登別市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町の２市３町共同で、成
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年後見支援センターを広域設置し、高齢者等の権利擁護を支援してまいります。 

  障がい者福祉の充実については、本年４月より障害者差別解消法が施行されることから、

差別解消の普及を図り、障害者総合支援法に基づく介護給付や自立支援医療並びに地域生活

支援事業、育成・更生医療給付事業など、各障がい者福祉サービスの推進を図ってまいりま

す。 

  最後に、人が輝き文化が香る生涯学習及びともに築く協働・自立のまちづくりでありま

す。 

  当町の教育行政の推進を図るため、洞爺湖町総合教育会議において、教育委員会と連携を

図るとともに、次期洞爺湖町教育大綱の策定を進め、洞爺湖町の子供たちが人間性豊かに学

び育つことができ、全ての世代が生涯を通じてみずから学び、学んだ成果を地域で生かして

いける施策を進めてまいります。 

  洞爺湖温泉中学校は、年々生徒数が減少してきたことから、保護者並びに地域関係者のご

理解をいただき、本年より虻田中学校へ統合することとしております。今後とも町内の教育

環境の充実に向けた取り組みを進めてまいります。 

  芸術・文化の推進については、昨年度洞爺湖芸術館の入館者が過去最多の3,800人を超

え、開設から２万人を達するなど、芸術・文化振興に大きな成果を得ております。引き続き

指定管理者との連携による彫刻作品等の常設展示や多彩な特別展の企画運営に努めてまいり

ます。 

  国際交流・地域間交流事業については、英国ボランティア青年の受け入れ、姉妹都市の箱

根町、友好都市の三豊市、ふるさと会の交流活動や国際交流事業により、友好が深まるよ

う、積極的に事業を推進してまいります。 

  自治会活動については、コミュニティ活動の中心である自治会の自主活動を引き続き支援

するとともに、地域担当職員制度のさらなる活性化を図ってまいります。 

  自律・自立の自治体経営の推進については、厳しい財政状況と老朽化、人口減少により公

共施設の配置やあり方が大きな課題となっております。洞爺湖町公共施設等総合管理計画に

基づき、公共施設の更新、統廃合、長寿命化を計画的に実施し、財政負担を軽減、平準化す

ることで、次世代に負担を残さない効率的、効果的な公共施設の配置を目指してまいりま

す。 

  また、当町の総合行政システムについては、平成29年12月に更新を迎えることから、運用

経費の削減、業務負担の軽減などを行うため、西いぶり広域連合への加入も含め、検討を

行ってまいります。 

  以上、平成28年度町政執行に臨む、私の基本的な所信を申し上げました。 

  町民の皆様並びに議会議員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申

し上げるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ここで、11時35分まで休憩をとります。 
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（午前１１時２３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１１時３５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 続いて、教育行政執行方針の説明を求めます。 

  綱嶋教育長。 

○教育長（綱嶋 勉君） 平成28年度教育行政執行方針について、説明を申し上げます。 

  教育委員会所管の主要な方針について、申し上げます。 

  人口減少や少子高齢化の進行さらには変化の激しい社会情勢の中で、地域の持続的発展を

図るための地方創生の取り組みが、全国各地で進められています。 

  地域づくりの主役は人であります。将来の地域づくりを担う心身ともに健やかな人材育成

に努めるとともに、町民一人一人が自分を成長させ、みずからの夢や希望を実現するための

力を育てる環境づくりに努めてまいります。また、計画期間を平成29年度から38年度とする

第２次洞爺湖町の教育目標とビジョンの策定に取り組んでまいります。 

  以下、主要な方針を申し上げます。 

  第１は、幼児期の保育及び教育の推進であります。 

  洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画（平成27年度から31年度）に基づき、生涯にわたる

人間形成の基礎を培う大切な乳児期の子供たちの健やかな心身の発達を促すなど、計画の推

進に努めてまいります。 

  小学課程へのスムーズな接続のため、保育所等と小学校の保育・教育活動を相互に確認

し、連携ある活動を推進してまいります。 

  一時預かり保育事業につきましては、昨年度に引き続き本町地区、洞爺湖温泉地区及び洞

爺地区において実施いたします。 

  老朽化した洞爺保育所の改築に向け、取り組みを進めてまいります。 

  僻地保育所のさくら保育所につきまして、入所見込み児童数の減少により引き続き休止と

いたします。 

  子育て支援センターについては、社会教育及び健康福祉部局とも連携し保育所開放、育児

相談、子育てサークルの支援などの活動を行ってまいります。 

  町内の私立幼稚園が、新たに子ども・子育て支援法に基づく施設型給付施設へ移行するこ

とに伴い、制度の趣旨を踏まえ支援してまいります。 

  第２は、学校教育の推進であります。 

  「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」のバランスよい向上を図り、社会で生き

ていくための実践的な力の育成に取り組んでまいります。 

  各学校を専門的立場から指導を行う教育推進指導専門員を引き続き配置してまいります。 

  新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働のあり方と推進方策



－22－ 

として、保護者代表や地域住民の代表などで組織するコミュニティ・スクール（学校運営協

議会）について、モデル校を指定して研究を進め、平成29年度の設置に向けた準備を進めて

まいります。 

  小・中連携教育の推進を図るため、小中乗り入れ（出前授業）を実施するとともに、調査

研究を行ってまいります。 

  ＩＣＴ活用授業については、平成27年度に先進校を視察し、調査研究を行ったところです

が、機器の導入や更新に係る費用やＩＣＴを活用して推進するための人材の確保など、さま

ざまな課題があることから、引き続き調査研究をしてまいります。 

  町内小・中学生を対象とした独自の共通テスト実施などの洞爺湖町教育改善推進事業につ

きましては、引き続き取り組んでまいります。 

  全国学力・学習状況調査では、児童生徒の努力、各学校の取り組みや家庭の協力により、

一部学校では徐々にではありますが、一定の成果があらわれてきています。今後とも、学

校、家庭、地域と連携を図ってまいります。また、授業改善、学校改革が効果的に行われる

よう指導してまいります。基礎力向上のための学習支援員を一部の学校に配置しています

が、今年度も継続し、体制の充実を図ってまいります。町独自の学力検査を継続し、教科指

導等の参考としてまいります。 

  特別支援学級において子供たちの活動を支援する介護員、さまざまな問題を抱える子供た

ちの学習をサポートする支援員を継続して配置してまいります。また、関係機関と情報共有

化を図り、早期からの相談体制、専門性の向上を図り、指導計画、教育支援計画の充実に努

めてまいります。 

  環境教育、防災教育では、次の世代に引き継いでいく学習を推進し、洞爺湖、有珠山、縄

文遺跡、ジオパーク等について、火山マイスターなど、専門家や関係機関の協力を得なが

ら、学習を深めてまいります。あわせて、有珠山噴火や地震、津波災害等についても理解を

深め、児童生徒の率先的な避難体制づくりを推進します。中学２年生を対象とした避難所開

設体験学習につきましては、引き続き取り組んでまいります。 

  道徳教育については、いじめの未然防止とも密接な関係があることから、自立心や自律

性、自他の生命のとうとさ、善悪を判断する力を育成し、その実践力の定着を図ってまいり

ます。 

  健康を守る取り組みとしては、体力向上を推進するとともに、虫歯予防のためのフッ化物

洗口事業を継続して実施いたします。 

  いじめ、問題行動、不登校等の対応につきましては、早期発見、早期対応の取り組みを徹

底し、家庭、関係機関との連携強化に努め、スクールカウンセラーを引き続き配置してまい

ります。 

  いじめの芽は、どの子供にも生じ得ることから、ふだんの児童生徒の変化を見逃さないこ

とが大切なことから、Ｑ－Ｕテストを継続して実施するなど、学校が児童生徒の状況や学級

の状況を理解するための支援を進めるとともに、いじめのない学校に向け、児童生徒の自発
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的な活動体制の構築を図ってまいります。また、増加傾向にある不登校生徒への対応とし

て、新たに指導者を配置して、学校とともに一体となって取り組みを進めてまいります。 

  通学路の安全確保は、関係機関と連携し、協力してまいります。また、交通安全教室など

を通して、子供の安全対応能力を高めるとともに、防犯協会などの協力をいただき、地域で

子供たちを守り育てる体制づくりに努めてまいります。 

  高校教育については、洞爺高等学校が閉校し、虻田高等学校の１校となります。虻田高等

学校については、生徒募集、部活動支援などに対する補助を継続し、引き続き存続に向け、

努力してまいります。 

  学校施設等については、昨年度の虻田中学校校舎、体育館の耐震化工事が終了し、町内小

中学校の耐震化工事が全て完了しました。今後は、施設などの破損、修繕状況等を確認しな

がら、順次改善を図ってまいります。 

  姉妹都市交流事業であります中学生の箱根町との親善交流は、継続して実施してまいりま

す。町内各学校が参加する洞爺湖子ども芸術文化フェスティバルについても、学校間、世代

間の交流の一環として支援してまいります。 

  町育英資金貸付及び給付事業については、継続して実施し、就学の支援を行ってまいりま

す。 

  学校給食については、衛生管理の徹底や施設管理を適正に行えるよう、引き続き万全を期

してまいります。未来を担う児童生徒の心身の成長と健康を支える上で、栄養バランスのと

れた給食の提供をするとともに、望ましい食習慣の形成に努めてまいります。あわせて、食

物アレルギー対策として、医師の診断に基づき関係者と協議し、食物アレルギー疾患者の給

食事故防止に努めてまいります。また、昨年から実施しています、ジオパークが育んだ小麦

を使用したうどんやラーメンなど、地元食材の活用を促進し、安全で安心な地域の食材を生

かした給食の提供に努めてまいります。 

  今年度は給食配送車等の更新を図ってまいります。給食費については、食材の高騰もあ

り、厳しい状況でありますが、二町共同購入による購入物資選定など自助努力し、前年度と

同額で実施してまいります。 

  第３は、社会教育の推進であります。 

  生涯学習社会の構築に向けた社会教育を推進するため策定された第２次洞爺湖町社会教育

中期計画（平成25年度から29年度）に基づき、町民一人一人が生涯にわたって、心豊かに学

び続けることができるよう、洞爺湖町の教育資源を活用した学習や文化、スポーツ活動を推

進してまいります。 

  乳幼児教育については、家庭教育支援の一環として、本を通した親子の触れ合いや親の子

育ての気持ちを育む機会として、生後７カ月の乳幼児健診時に実施しておりますブックスタ

ート事業や家庭教育に関する情報提供を行う子育てメソッド形成事業を引き続き実施し、家

庭教育の重要性や望ましい生活習慣の定着を推進します。また、子育てサークルについて

は、各種事業において、母親同士の情報交換や仲間づくりの機会を利用した人材育成等を含
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めた活動支援を行ってまいります。 

  少年教育については、集団活動による社会参加や自然体験を通して、子供の生きる力、豊

かな人間性を育てる子ども社会体験活動事業を実施いたします。「洞爺湖ＧＥＮＫＩＤＳ」

については、引き続き酪農学園大学と連携を図りながら、環境問題や地域学習の機会を提供

してまいります。 

  香川県三豊市との交流事業ふるさと・ふれあい・フレンドリーツアー事業については、引

き続き両市町の友好関係をより一層深めるような交流事業の内容の充実を図り、取り組んで

まいります。 

  放課後児童健全育成事業（学童保育）については、子供たちが安心・安全に過ごせるよう

な環境を維持し、利用される保護者が安心して働けるよう、充実を図ってまいります。 

  学校支援地域本部事業については、町内の全小中学校と地域住民から登録をいただいた

方々との情報共有を図りながら、学校支援ボランティア活動の取り組みを進めてまいりま

す。また、洞爺湖町教育改善推進委員会からの提言にあります、学校以外の学舎の提供とし

て、小中学生を対象に、基礎的な学習を身につける場の提供と、受験対策を目的とした学習

支援事業「地域未来塾」の実施については、学習習慣や学力向上の面からも、引き続き事業

の充実を図り、学校・地域との連携のもと、取り組んでまいります。 

  青年・成人教育については、学習機会を提供しながら社会活動への積極的な参加を図られ

るよう、支援を行ってまいります。青年団体等が実施しているイベントの協力等、関係団体

との活動支援、リーダー養成につながる取り組みを推進してまいります。 

  女性教育については、社会の多様な場面に参画する中で、指導的な役割を果たせるよう、

女性リーダー養成研修への派遣を引き続き実施するとともに、女性団体の活動を支援してま

いります。 

  男女共同参画事業については、男女がともに参加できる事業として毎年さまざまなテーマ

で開催している、きずな学級を引き続き実施するとともに男女間格差を取り除くため、情報

の共有や啓発を進めてまいります。 

  高齢者教育については、「いきいき学園」などを中心に、学習意欲の高揚や知識の習得を

図りながら、健康づくりや生きがいづくり、仲間づくりを行ってまいります。また、高齢者

の持つ長い人生経験、職業経験で得た学習の成果を生かし、積極的に社会貢献できるように

支援してまいります。 

  芸術文化の振興については、洞爺湖町文化団体協議会、とうや文化協会との連携を図り、

地域の芸術文化の発展に努めてまいります。また、町民の方々に芸術鑑賞の機会を提供する

ため、幅広い年齢層の方々が楽しめるよう、さまざまな分野での芸術文化活動の提供を図っ

てまいります。 

  高砂貝塚等の保存整備事業については、昨年度から５カ年計画で整備を進めており、本年

度は、高砂川の復元や園路の整備などの主要工事に着手してまいります。専門家らで構成す

る保存整備委員会の意見を十分に伺いながら取り進めてまいります。 
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  史跡入江・高砂貝塚への関心や縄文の理解をより深めていただこうと、恒例となった「縄

文まつり」については、さまざまな縄文体験などを取り入れて、親しみのあるイベントとし

て定着するよう取り組んでまいります。また、縄文ロビー講座についても、引き続き内容の

充実に努め、実施してまいります。 

  郷土の歴史や文化を学ぶ文化財ウォークラリーを引き続き実施し、郷土に対する理解を深

めていただく事業としてまいります。 

  また、入江・高砂貝塚を含む北海道・北東北の縄文遺跡群のユネスコ世界遺産登録の実現

を目指して、関係市町と連携して、条件整備や情報発信に引き続き取り組んでまいります。 

  洞爺地区郷土資料室の展示物につきましては、地域の方々の意見を伺いながら旧診療所へ

移転し、収蔵展示を取り進め、早期のリニューアルオープンを目指してまいります。 

  読書活動については、昨年度に策定された洞爺湖町子どもの読書活動推進計画（第２次）

に基づき、読書に親しむ機会づくりに取り組んでまいります。また、あぶた読書の家、みず

うみ読書の家、洞爺総合センター図書室における蔵書のデータベースを構築したことで閲覧

機能が可能になり、利用者の利便性を高めることができ、さらに図書システムの導入によ

り、図書貸し出しの際の簡素化を図ります。今後とも一層の読書推進事業の充実を図ってま

いります。 

  スポーツ活動の推進については、指導者の確保を図るため、人材育成に努めてまいりま

す。また、あぶた体育館を初めとした体育施設及び学校体育館の開放事業を活用し、スポー

ツ団体の自主的な活動を支援するとともに、自主的に企画するスポーツ大会、教室の開催等

を支援してまいります。さらに、スポーツ推進委員やスポーツ関係団体との連携を深め、各

種スポーツ教室やスポーツ事業など、町民の方々のニーズに合わせた体育振興事業を実施し

てまいります。 

  社会教育施設及び社会体育施設については、今後も施設の適正な維持管理を行い、子供か

ら高齢者までの誰もが安全・安心して利用することができるよう努めてまいります。 

  以上、平成28年度の主要な方針を申し上げました。 

  教育委員会制度の抜本的な見直しを初め、小中一貫教育の制度化やコミュニティ・スクー

ルの導入促進など、さまざまな教育改革が矢継ぎ早に進められております。教育は今、大き

な転換期を迎えており、さまざまな取り組みが求められています。 

  洞爺湖町教育委員会としましては、未来を担う子供たちが健やかに成長するため、学校、

家庭、地域はもとより、関係機関との連携を図りながら、本町教育の充実に全力で取り組む

とともに、町民の皆様が心豊かに生き生きと学び合うことができる、生涯学習社会の実現を

目指してまいります。 

  議員各位、町民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、町政執行方針並びに教育行政執行方針の説明を終わりま

す。 
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  ここで、昼食休憩に入ります。 

  午後１時より、一般質問を再開いたします。 

（午前１１時５６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） 

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

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、一般質問を行います。 

  本日は、７番、小松議員から、８番、沼田議員までの３名を予定しております。 

  初めに、７番、小松議員の質問を許します。 

  ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） ７番、小松晃です。 

  きょうは、通告してあります３件について、お伺いをしたいと思います。 

  １件目の人口減少対策や子育て対策について質問する前に、町の人口の推移と推計を少し

述べてから本題に入りたいと思います。 

  当町の人口は、合併時には１万1,211人であったものが、この２月末では9,318人と、この

10年間で1,895人も減少しています。さらには、昨年10月作成したまち・ひと・しごと創生

総合戦略や人口ビジョンで国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、25年後の2040年

には5,345人、45年後の2060年には3,092人と推計しています。 

  これに対し、町は、合計特殊出生率を現状の1.25から2040年には2.07まで上昇させる、ま

た、同じく現状の転出超過から2040年までには純移動率の均衡を目指すとして、2040年には

6,852人、社人研の推計よりも1,500人増、2060年には5,493人ということで、同じく社人研

の推計に比べて2,500人増と推計しています。 

  また、人口ビジョンによりますと、2010年の１万132人から５年後の2015年、社人研の推

計よりは138人多いのですけれども、町の推計よりも173人減っております。このように、も

う人口減少がとめられないということで、これは洞爺湖町のみならず、全国的な傾向でしょ

うけれども、なぜこんな極端な少子化になったのか、やっぱり最大の原因は、今、若い人た

ちの給料も安かったりということで、今の経済状況では子供をもうけて育てていけないと。

１人でもようやっとだというような状況のようです。きのうのテレビで、そんなことを言っ

ていました。 

  この種の問題は１年や２年で解決できるものではありませんし、一般質問を通告したとき

には町政執行方針しか手元になかったので、いろいろな資料はまだ届いていませんでしたか

ら、さわりの部分しか見られなかったのですけれども、その後、附属資料とかいろいろな資

料をもらった段階では、新しい事業も含めていろいろと予算を計上しているようです。た

だ、真屋町政もあと残り２年です。先ほど言いましたように、この問題は１年や２年で解決
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するものではないと思いますけれども、真屋町政の残り２年の最大の政治課題として取り組

んでいかなければいけないのではないかと思っています。そうしないと、町が推計した人口

さえも下回るというような、そんな状況が生まれてくるかと思います。 

  先ほど、町政執行方針の中で、人口減少対策とか子育て支援について何点か述べています

けれども、改めて町長、この残任期間の２年間で、どの程度力を入れて、人口減少対策、子

育て支援に取り組む考えでいるのか、伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 定住対策、移住対策でございますけれども、やはり、考えてみます

と、私どもの町は、噴火災害で、洞爺湖温泉街は、一時期は5,000人ぐらいいた定住人口が

今は1,000人ぐらいしかいないということが、本当に大きい痛手だったのかなと思います。

噴火災害の後、のぞみ団地も宅地造成をして、あそこに住宅を設置させていただきました

が、やはり環境的に非常に厳しいものがあります。今、あそこは買い物バスも通っていただ

いておりますが、今、その実績たるや、残念ながら買い物バスに乗る人がいない。聞いてみ

ると、そこそこの公営住宅、今、そこに入っている人方が乗り合いで買い物に来ていただい

ています。これはこれでありがたいことですが、そういう状況が続いているということで、

洞爺湖温泉も非常に飲食店が少なくなった感もあります。 

  以前は、そこに当町出身の方が住んでいて、店が近くだからということもあったようです

けれども、今、洞爺湖温泉街を中心にした人口減少が大きな要因なのかなというふうにも

思っております。ただ、そこのところは、前回の防災協定の中で、住宅はややもするとでき

ない地域というふうな取り決めがなされたようでございます。そこにおいて、民間の方が、

今、住宅を建てていてくれている部分がございますけれども、行政、特に町のほうとして

は、今回も予算提案させていただいておりますが、洞爺地区のほうに単身者住宅16棟を建設

させていただきたいというふうに思っております。 

  今、その前段で調査をしておりますが、単身で洞爺のほうに働きに来ている方が非常に多

いということと、今、伊達方面からもマイカーで、壮瞥、洞爺を通って職場に行かれている

方が多いということもお聞きしております。統計的に、今通っている方の人数等々も調べて

おりますけれども、そういう方々が、住宅ができればこちらのほうに住みたいというお話も

お伺いしておりますので、とりあえずは、洞爺地区のほうに16棟を建設し、住民票をこちら

のほうに持ってきていただいてというふうな定住対策につなげていこうと思っております。 

  また、本町地区のほうは、清水の公営住宅について、以前から、どうしたらいい、こうし

たらいいという計画が出されておりました。今はもう入っていない住宅については、たし

か、今年度から計画的に取り壊すということも今進めているようでございますので、その後

の対策、当町においては、特に本町地区の清水地区においては、津波災害あるいは噴火災害

の影響がないということから、さらには、あそこに国道230号線の道路が新しく来ることに

よって、比較的交通の便がよくなってきたということも踏まえまして、それらも検討課題に

今後は加えていかなければならないと思っております。 
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  ただ、残念なことに、洞爺湖温泉街にもっと利便性のいいものができれば、恐らく、多く

の方々に住んでいただけるような案ができるのではないかと思うのですが、そこら辺のとこ

ろは、いろいろな側面から検討していかなければならないなと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 人口ビジョンの人口の将来展望というところを見ますと、将来人口を

予想している民間機関である日本創成会議では、当町の人口が2040年には73％減少すると。

ということは、2,650人余り、社人研が予想している人口よりもさらに400人も少なくなる。

そして、消滅可能性都市として指定されています。民間機関がこんなことを指定していいの

かどうかわからないのですけれども、日本創成会議という機関がどんなものなのか、まずお

伺いしたいと思います。 

○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） 日本創成会議は、増田寛也先生が「消滅都市」という本を出

されたものでございまして、そうした部分では、洞爺湖町にとっても将来的には消滅都市に

名が挙がっている状況であります。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） わかりました。 

  先ほど、町長の答弁の中で、人口減少対策、単身者住宅の建設だとか、清水が比較的安全

な地帯なので向こうのほうにもっと進めたいというのがありましたけれども、先ほど言いま

したように、何でここまで少子化になったのかというのは、やはり経済的な理由が一番大き

いというのは、きのうかおとといのテレビで見ました。 

  今、去年あたりから子育てに大分力を入れていますけれども、確かに我が町は財政的に逼

迫している時期もありました。それにしても、近隣の市町に比べてどうもおくれているので

はないかという気がしています。 

  先ほど人口減少対策についてお伺いしましたけれども、子育ての部分について触れていな

かったような気がします。先ほども言いましたように、この２年間、最重要課題として取り

組まなければいけない政策ではないかと思いますので、その部分についても改めて町長にお

伺いします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員がおっしゃられたとおり、人口減少の一番大きな原因は、や

はり日本経済の低迷ではないかなというふうに思います。私も率直にそう思います。 

  私どもの町の、今、内閣府が提供していただいております個人１人当たりの総所得といい

ますか、総収入といいますか、それが全道179市町村の中でたしか百六十何番ということ

で、かなり下のほうに位置します。さらに、それを日本全国で見ますと、なおさら下に来ま

す。私どもの町は、こんな言い方をしたら大変恐縮なのですけれども、低所得世帯層が非常

に多いのかなと。低所得世帯層ということよりも、年金世帯者数というか、そちらの世帯の

方も結構いらっしゃるのかなというふうに分析しております。 
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  中には、本当に年収で億近くの方とか、部分的にはいらっしゃると思いますけれども、総

体では、１年間で200万円にいっているかいっていないかの総所得世帯だったと思います

が、それらが本当に大きな要因だったと思っております。そうかといって、そこを伸ばすた

めの手段というのは、正直に言ってなかなか難しいです。しからば、企業があると、それに

こしたことはないです。今、私どもの町も観光のまちと言われておりますけれども、反面、

福祉のまちづくりも目指しているところがございます。この間、大原のほうに50人床の特別

養護老人ホームが建設されました。４月１日から開始ということで、そこには相当の雇用も

生まれるということで、ただいま研修生が入ってきて、その準備に追われており、４月１日

には住民票を移してこられる方もいらっしゃいます。 

  小さいところからですけれども、そういう積み重ねをしっかりやっていかなければならな

いと思います。 

  また、先ほど申しました洞爺湖温泉の飲食店街にも、残念ながら、遅い時間ですけれど

も、通いで来ていらっしゃる方がいます。何とかそういう方々がこのまちに住んでいただけ

るような施策を展開できないか。そうすることによって、前の洞爺湖温泉の人口が四千、五

千人いたような時代を何とか醸し出されるのではないだろうかと思います。それは並大抵の

努力ではありませんけれども、そういう努力を積み重ねることによって、私どもも将来人口

推計では三千何がしになるというものを、何とか頑張って五千何がしにしていきたいという

数値を提示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） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 何回も言っていますように、この種の問題は１年や２年で解決するも

のではないですから、じっくり腰を据えて取り組んでいただきたいと思います。 

  （２）の地方創生加速化交付金事業、それから、地方創生深化のための新型交付金事業で

す。先日、担当課長から説明を受けた中では、加速化交付金については、ジオを中心にした

事業に取り組むのだと聞いています。深化のための新型交付金は、平成28年度の事業の話だ

から、まだ具体的にはなっていないと思いますけれども、人口減対策とか子育てにかかわる

ようなメニューも何点かあります。新年度、いつごろこの事業に取りかかるのか、予算編成

をするのかわかりませんけれども、その中で、新しいというか新型交付金を活用した人口減

少対策とか子育て支援対策というような事業を盛り込む予定があるのかどうか、伺います。 

○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） 議員がおっしゃるとおり、地方創生の加速化交付金につきま

しては、ジオを中心とした事業という形で、これは地域連携等を結んでいかないと交付され

ないという部分もありまして、この平成27年度の補正によって出しているところでございま

す。 

  ただ、今お話ししました平成28年度の国の予算であります地方創生深化のための交付金で

ありますが、まだ交付申請内容が届いていない状況でありますが、やはり先駆性のある取り

組みに対して交付予定となっているところでありますが、洞爺湖町としては、平成26年度補
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正予算で提案してきて、交付決定されているものを深化の交付金として申請していくことと

しております。 

  その内容でございますが、移住・定住促進事業において、ちょっと暮らし事業、後継者婚

活支援事業、住宅リフォーム事業、チャレンジショップ支援事業、ぐるっと洞爺湖プレゼン

ト事業等でありまして、新しい取り組みにおいては、今後、検討していくこととしておりま

す。 

  ただ、情報によりますと、平成28年度予算で、深化のための交付金については、地域再生

計画を内閣総理大臣に申請し、認定された後に交付決定される仕組みとなっているとの話で

ございます。地域再生計画を出すことにより、４年ないし５年の事業を承認されることと

なって、毎年度申請を行わなくても事業がとり行われるという目的としているものでござい

ます。交付決定に関しましては、まだ未定でありまして、大体夏から秋ごろになるのではな

いかというお話を聞いております。 

  また、平成28年度予算において、13款の諸支出金において、地域住民生活等緊急支援費と

して、子育て応援事業としてインフルエンザワクチン接種費の助成、出産祝い金、移住・定

住促進事業、ちょっと暮らし、チャレンジショップ、地域ＰＲ活動事業、観光誘客促進事

業、また地域消費喚起事業として住宅リフォーム支援事業、ぐるっと洞爺湖プレゼント地域

活性化事業として提案させていただいております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） まだ具体的にはこれからだということですけれども、ただいま聞いた

中で、定住促進だとか、ちょこっと暮らし事業だとかというのがありますけれども、どうも

子育て支援に対してのメニューが少ないのではないかなと。 

  先ほどから何回も言っていましたように、やはり、ここまで少子化になった原因は経済的

な理由が一番大きいと。町長もそのことは先ほどお認めになっているのですけれども、それ

であればなおさらのこと、もっと、子育て支援の経済対策も含めて支援をすべきではないの

かなと思いますけれども、その点はどうでしょうか。 

○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） 子育て支援事業の部分ですけれども、具体策としては、一つ

は、先ほどもお話ししました婚活イベントの開催、また出産祝い金の支給、またインフルエ

ンザワクチンの助成、そして乳幼児医療費助成等の拡大を行っているところです。 

  また、教育の部分にもなりますけれども、保育、学童の充実、またふれあい・交流・あそ

び場の提供、また学力向上スタンダード10の実践、地域未来塾などの学校以外の学舎提供な

ど、また読書環境の整備などを行っております。 

  平成27年度からこの事業を行っているところでございますけれども、一つには、子育て支

援事業の部分でインフルエンザ予防接種費用の助成をした結果という部分もあります。こう

した中では、平成26年度、インフルエンザによって学校・学級閉鎖が行われたところは11件
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ありましたけれども、今年度においては１件の学級閉鎖という形で、10件、学級閉鎖がされ

ていないということです。そうした中では、子供たちが学校を休んで学習をする時間を十分

に休まない中で取れたという部分では、成果があるものと考えておりますし、今後もこうい

うものを取り上げていきながら、子育て支援を行っていきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 一部については、そういうことで実績の上がっているところもありま

す。ただ、町長がよく言っていますように、この町に住んでよかったという認識を若い人た

ちが持つためには、もっともっと手厚い子育て支援、人口減少対策を進めていかなければい

けないのではないかと思っています。 

  ぜひ、しつこいようですけれども、真屋町政残りの任期の中で力を入れていただきたいと

思います。１番の質問については、これで終わります。 

  ２番は、町道虻田ビワオク線、それから板谷川大通り線の道道昇格と整備についてです。 

  去年の執行方針にもありましたし、去年、私もこの問題に質問をしております。とにか

く、泉公園線との交点が変形型の交差点で、たまたま今まで事故は起きていなかったけれど

も、あれを、将来、入江方面に延伸するという想定の交差点になっているものですから、一

日も早く着手してもらいたい。 

 そんなことで、町長に、去年の質問では、町長の任期中に何とかめどをつけてもらえません

かということに対してはまだ明確な答えはもらっていなかったのですけれども、もうこの問

題は2000年の噴火で国道230号線が通行できなくなったときから、当時の土木現業所がこう

いう案をつくった経緯もあるのです。あれから16年もたっていますから、何とか実現をさせ

ていただきたい。既に、次の噴火に向けての折り返し点は、多分、過ぎているのではないか

と思うのです。特にどういうわけか入江４区と泉のほうについては、センターラインが入っ

ていないということは、２車線のない狭い道路なのです。６区までは、路側帯はないにして

も２車線を確保しています。それにしても、大型車と交差するときには、対向する車は、も

うぎりぎり寄って停車しなければ交差できないという状況なものですから、ちょっと何と

か、しつこいようだけれども、町長の任期中に何とか、この事業認可をとるとかという、そ

こまでやってもらえないものかどうか、お伺いします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町は、国道37号、そして230号、道道も本当に数少ない町か

なと思います。そんなことで、次の噴火災害、あるいは、いろいろな災害のことを考える

と、やはりしっかりした道路整備は必要不可欠といいましょうか、何としてもつくっていた

だきたい。そのために、今、国に対し、あるいは道に対しても、今回も執行方針の中で６ペ

ージか７ページあたりに触れさせていただいておりますけれども、本当にこれは何としても

やってもらいたい。ただ、思いだけではどうにもならないということで、国、道に対して、

今、それなりにアピールをさせていただいているわけでございますが、これで足りないよう

であれば、本当に議会議員の皆様のお力もかりながら、国、道のほうにまたアピールをして
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いかなければならないというふうにも思っております。私どもは、１人の力でちょっと足り

ないところもあるようですから、ぜひ皆さんに応援をしていただければなというふうにも

思っております。 

  ただ、その中で、道のほうで一番頼りにしていた方が今、残念ながら東京事務所長で向こ

うに行ってしまっています。恐らく２年間だと思うのですよ。その後、戻ってくると、恐ら

く建設部長で戻ってこられるのではないかなという期待は込めているのですが、その辺は、

東京に出向いたときにちょこちょこ寄らせてもらっていますので、何とかそういう方面から

でも、もちろん道議会の先生あるいは国会議員の先生のお力もお願いはしているのですが、

なかなか道路については先に進んでいないというのが現状でございます。 

  ただ、チャストンネル、クリヤトンネルについては、ここの有珠復旧事務所が室蘭開建の

指示で調査を始めていただきました。その調査をもって、今、学術的にこれがどうなのかと

いう検討を開いていただいているように聞いております。その結果を私どもの町にも報告し

ていただくということにさせていただいております。 

  それから、道道のほうに行きますと、洞爺から東回り、西回り、こちらのほうは何とか前

の山田副局長がおられたときにそのルートをつくっていただいたのかなと、あとは計画的に

前に進めてもらえればいいのかなと思っております。ただ、ビワオク線と板谷川のほうに関

しては新規になるということで、今、あそこで交通量調査をやっているとは言うのですけれ

ども、そこから先にまだ進んでいない部分があります。あとは、何らかの形で協議をしてい

く中で、皆さんのお力添えも賜ればなというふうにも思っております。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 前段伺おうと思って忘れていました。去年の執行方針にもありました

ので、多分、この１年間、それに向けての取り組みをしていたと思いますけれども、この１

年間の取り組みの経過をお話しいただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 町道ビワオク線と板谷川大通り線の道道昇格と整備の取り組み

状況、この１年間の取り組み状況でございます。 

  本年度における取り組みにつきましては、議員もご承知のとおり、北海道へ毎年のよう

に、毎年同様に室蘭開発、室蘭地方総合開発期成会や自民党の移動政調会において、道道昇

格と整備について要望してございます。 

  また、要望活動とは別に、貝塚の関係がございまして、町の教育委員会と協議を進めてご

ざいまして、世界遺産に関係する北海道と東北３県の推進会議において、道路計画の情報を

行ったところでございますが、また今年度から入江・高砂貝塚の公園整備を実施してござい

ます。先ほどお話がありましたけれども、事業完了年度は平成31年度まででございまして、

それによって開発計画が進み、交通量の増加につながることを期待しているものでございま

す。 

  また、事務方として、やはり交通量の増加ということが、要望の中で、北海道からご指摘
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があったところでございまして、私どもも交通量の調査の報告をいただいているところでご

ざいまして、今年度、事務方で調整したところでございました。結果として、北海道のイン

ター通りの整備効果として策定された資料ではございますが、古い資料といたしましては、

事業実施前の交通量といたしまして、噴火前の洞爺湖温泉と国道37号線を結ぶ旧国道の交通

量が全体で１日当たり、12時間でございますが、5,600台だったそうでございます。インタ

ー通りができたことによって、交通量がどう変わったかといいますと、先ほどの反対側の清

水の地区から、37号線から国道230号線の洞爺湖温泉まで行く車両台数としては3,900台でご

ざいます。それと、私ども本町地区から洞爺湖温泉に行く通行車両としては1,600台、合わ

せて5,500台です。事業実施前が5,600台ですから、そんなに変わりがないという報告をいた

だいているところでございます。そのことから、先ほども申し上げましたとおり、やはり交

通量の増加というのが鍵となると判断しているところがあるのですが、先ほどから町長も申

し上げましたとおり、災害時の避難道路としても大変重要だろうということで、やはり、こ

の路線の道道昇格に向けて粘り強く取り組んでいきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 先ほど、入江４区と泉については、センターラインが入っていないと

いうことは、２車線ないのだという話をしましたけれども、それ以上に懸念されるのが、次

の噴火がどこで起きるかはわかりませんけれども、前回のような断層が走って鉄道との立体

交差、あれは使えなくなって橋をかけかえたのですけれども、もしそんなことになったら、

また億単位の金がかかると思うのです。だから、それを避けるためにも、やっぱり一日も早

くこの事業を実現化させてほしい。できれば、来年のこの議会ではこの質問をしなくてもい

いように、町長、何とか取り組んでいただきたいと思います。 

  最後に、洞爺湖温泉中学校の利活用についてです。 

  これは、去年、閉校が決まったので、この利活用について、もうぼちぼち検討したらいい

のではないのかなというお話をしました。当時、校舎については、耐震化工事が行われてい

ないので、解体も含めて検討すると。そのときに、体育館は耐震化工事がもう終わっていま

すし、それとグラウンドも含めて合宿等を呼べるような、そういう施設にできないのかとい

う質問もしました。あれから１年たって、どう検討が進んだのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 洞爺湖温泉中学校の利活用策について、昨年の質問以降、どのよ

うな検討が行われたかというご質問でございますけれども、温泉中学校につきましては、昭

和56年に建設以来、平成24年度の体育館の耐震化工事以外は、本格的な修繕等を実施してご

ざいませんので、校舎等につきましては、電気、水道、貯水槽もございますけれども、それ

らを含む設備の老朽化が非常に著しい。また、耐震化工事も実施していないということか
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ら、利活用の前提となる施設の補修や安全の確保を図るためには、相当な費用を要するとい

うことがまず想定されているところでございます。 

  また、学校敷地につきましては、2000年噴火災害以降、校地内の排水溝の勾配がとれず

に、大雨のときには湖側への雨水が流れていくことから、今後の利活用に当たっては、これ

らの対応も必要であるという現状になっているところでございます。 

  このようなことを踏まえまして、教育委員会としまして、校舎等は解体をして、体育館等

とグラウンドの利活用を図るのがよいものと今のところは考えております。 

  今後につきましては、教育委員会はもとより、庁内関係部署とともに校舎等の解体につい

ての方向性の説明を初め、体育館やグラウンドの利活用について、地域の皆さんとともに幅

広い検討を進める必要があると考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） １年前の質問から余り前に進んでいないようですけれども、少なくと

も、もう今月いっぱいで閉校、廃校するわけですから、体育館を活用するためには、校舎と

の切り離しをしたり、いろいろ設備も一部改修をしなければいけないという部分もあると思

います。ですが、何千万もかけて耐震化工事をやった施設ですから、これはあくまでも有効

活用をすべきだです。先ほども言いましたけれども、グラウンドと体育館を含めて合宿等を

呼べるような施設にできないかという提案を去年からしているのですけれども、その辺はど

うなのでしょうか。検討してみましたか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 先ほど申したとおり、体育館はいいのですけれども、校舎等その

ものが、まず使えないこと、それから体育館につきましては、学校開放等、ございますの

で、体育館から入る入り口等を設けてはございますが、それに当たっては、やっぱり体育館

だけではなかなか利用勝手が難しいだろうと。もう少し、トイレだとか、そのほか実際に利

用するとすれば、校舎等の解体等を含めて若干の設備も要るのではないかと想定されてござ

いますので、なかなか合宿等、そういうことも正直難しいのかなと思います。 

  それから、検討につきましては、昨年も議会の答弁のときにお話しさせてもらったのです

が、当時、閉校が急に今決まったということで、閉校に向けた取り組みを優先させていただ

きたいという中で検討も進めたいという話をさせてもらったのですが、実は、閉校記念事業

の協賛会の関係の取り組みが６月から行ったのですが、これが相当回数に及んだことと、実

際の協賛会の設立が10月になったこと、また、当然、協賛会につきましては、温泉地区の

方々の協力も相当の人数を得てやっているということで、会議と実際の作業等がございまし

て、なかなか並行して地域の皆さんに説明するという機会も難しかったということがあっ

て、庁内の私どもの検討にとどまったということがございますので、今後は、しっかりと地

域の皆さんに、先ほど言ったように校舎の解体の説明、方向性の説明等を含めて協議をして

まいりたいと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 
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○７番（小松 晃君） 校舎については、そんな事情であればやむを得ないなと思いますけれ

ども、何回も言っていますように、体育館とグラウンドは使えるわけですから、これがいつ

までも放置しておいて、そのうちにまた老朽化して体育館も使えなくなったということにな

らないように早急に利用策を検討していただきたいということを申し上げて、終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、７番、小松議員の質問を終わります。 

  次に、12番、大西議員の質問を許します。 

  12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 12番、大西智です。 

  今回の３月会議の一般質問ですけれども、通告順に沿って質問をさせていただきたいと

思っております。 

  まず初めに、１番目の農業振興策と将来のビジョンについてという大枠の中で、（１）番

目のＴＰＰ合意締結後、農業に与える影響と今後の対策をどのように考えているのかという

質問でございます。 

  初めに、合意締結後の影響を質問していきたいと思います。 

  昨年10月に参加国12カ国による大筋合意によりまして、ＴＰＰ環太平洋パートナーシップ

協定が合意されております。その中でも、重要５品目以外にも多くの食品の部分で関税が撤

廃されるというような公表もされたわけでございます。品目によっては、年次的に関税率の

引き下げ、撤廃なども予想されるわけですけれども、この中において、町内の農業者に大き

な打撃を与える部分もあるのかなと考えられるわけでございます。 

  そういったことで、現時点で影響がどのぐらいあるのかないのかも含めまして、まずお聞

きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） ＴＰＰ大筋合意によります影響のご質問ですけれども、農林

水産省では、農林水産物の生産額への影響について、試算結果が12月に出されております。

試算対象品目につきましては、関税率10％以上かつ国内生産額10億円以上の品目とされたと

ころでございます。農産物で対象となった19品目において、合計で約878億円から1,516億円

の生産額の減少が生じると試算をされております。 

  北海道におきましても、２月に「ＴＰＰ協定に伴う北海道への影響中間とりまとめ（第２

回）」が公表されたところでございます。北海道でも、先ほどの国の試算方法に準じまして

19品目の農産品におきまして、合計で約337億円から478億円の生産額の減少が生じると試算

をされております。 

  同じ考え方に立ちまして、洞爺湖町の影響額を試算いたしたところ、合計で約2,600万円

から4,300万円の生産額の減少が生じるものと思われます。 

  その中で、品目別の影響額の内訳でございますが、小麦が約100万円、てん菜が約600万

円、牛乳・乳製品が約500万円から約800万円、牛肉が約1,400万円から約2,800万円の生産額

の減少が生じるものというふうに、国・道の試算に当てはめたところ、洞爺湖町での影響額
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となるというふうに捉えております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、洞爺湖町での影響、2,600万円から4,300万円ほどの影響がある

と。各品目ごとによっても、大きかったり、小さかったりということで、これは、まだ合意

という段階で、本当に関税撤廃時期などを協議・調整した内容が、まだ合意に至ったという

段階で、これからの批准手続までにはかなり時間がかかると思います。ただ、そういった町

内でのいろいろな影響があるということで、今後の対策としてどのようなことが必要なの

か。また、どういった情報をいち早く入手するか。また、農業者へ周知また対応などをどの

ように行っていくのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） ＴＰＰの合意に関しましては、本年２月４日にＴＰＰの参加

12カ国の閣僚がニュージーランドで協定文書に署名をいたしました。ＴＰＰの発効は全参加

国での議会承認など、批准の完了を通告して60日後が原則となっております。署名から２年

たてば、ＴＰＰ域内ＧＤＰの合計が85％以上を占める６カ国以上の批准でも60日後に発効で

きることになっております。 

  このように、ＴＰＰの批准には時間がかかるかと考えております。ＴＰＰ関連の新たなさ

まざまな情報につきましては、北海道農政事務所から随時連絡が入り、その詳細につきまし

ては、農林水産省のホームページから確認する状況にございます。 

  町内農業者への周知につきましては、現在ファクス等を利用してお知らせをしている方法

をとっておりますし、今後についても、そういった方法で周知を図っていきたいというふう

に思っております。 

  また、あす３月８日には、農業センターにおいて、ＴＰＰ交渉の結果を踏まえて、今後の

農業経営の方針や生き残るための経営多角化などについて、講師を招いて農業者のための研

修会を農業委員会と連携をとって開催することになっております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁の中では、周知、対応などは各関係機関と連絡をとりなが

ら農業者へ周知していくということだったのですけれども、今後の具体的な対策という部分

の私の質問の中においては、答弁がなかったのですが、これからその批准手続の中でしっか

りとした枠組みができた、はっきり見えた段階で対策をとっていくのか、それとも、今の段

階でとれるところからその対策をとっていくのか、その辺の答弁がなかったものですから、

お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） 具体的な対策につきましては、まだ不透明な部分もございま

すので、その辺を見きわめながら、国のほうではＴＰＰに対する１月の補正予算が可決され

まして、さまざまな対策を図ることとなっております。そこら辺を町のほうでも内容を十分
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見きわめながら対策をとっていきたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） ぜひしっかりとした情報を得た中で、きちんと対策をとっていただ

ければなと思っております。 

  ＴＰＰは、農業にとって本当にいろいろな形で影響が出てくるところで、大変心配してい

るところでございます。一部の報道では、全国で１兆円から６兆円の損失額になるのではな

いかということも言われておりますし、また違う報道では、ＴＰＰは国内農業に全く影響を

与えていないといった報道も出ております。 

  ただ、これがどのような形で進んでいくかというのは、本当に今の段階ではわからないの

ですけれども、備えをきちんとしていくという部分においては大事なのかなと思っておりま

す。 

  今、各関係省庁からＴＰＰ関連の政策・事業、先ほど農業振興課長も言われていたのです

けれども、多く発表されています。昨年11月には、ＴＰＰ総合対策本部から総合的なＴＰＰ

関連政策大綱が出されております。その中で、攻めの農業への転換ということで、体質強化

対策なども盛り込まれております。 

  そこで、続いて（２）番目の質問に移らせていただきたいと思いますけれども、ＴＰＰ関

連事業に対する町としての姿勢を伺いたいと思います。先ほども申しましたように、いろい

ろな事業が出てきており、その中で、町としてこの事業に対してへのスタンスをお聞きした

いと思います。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） 昨年11月25日に、国は、再生可能となる対策を恒久化するた

めの法制化や対策に必要な財源を基金等により安定的に確保することを盛り込んだ総合的な

ＴＰＰ関連政策大綱を決定し、本年１月18日に、その政策大綱に基づき、平成27年度の補正

予算においてＴＰＰ関連予算が措置されました。先ほども申したところですけれども、これ

らＴＰＰに関連するさまざまな対策につきましては、基本的には国が責任を持って実施する

べきだと考えておりますが、農業振興のため、洞爺湖町で必要と思われる事業におきまして

は、町全体を見て、それらの事業内容を十分に見きわめながら考えてまいりたいというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 多くの農業事業を精査しながら、まち全体でその適合する事業を周

知しているかと思います。今の質問に対しての答弁だったのですけれども、町としてしっか

り事業に関して取り組んでいただけるということで捉えたいと思っております。 

  その中で、多くの農業者は、事業そのものを、ちょっと言い方は悪いのですけれども、町

で判断しているといいますか、この事業とこの事業は農業者はどうなのかなという判断の材

料の中で、ちょっとその辺、現状がわからなくて質問をさせていただいているのですが、町
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で判断するだけではなくて、どのような事業がまずあるのかというのが知りたいという農業

者の方々が多いです。そういったことをよく耳にするのですけれども、現状として、どう

いった形でいろいろな事業を農業者の方にお知らせしているのか、していない部分もあるの

か、その辺がどのように今行われているかをお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） このたびのＴＰＰ関連の事業につきましては、さまざまな事

業が示されてまいりましたので、農業者の方に対しては、ファクス等を利用して情報提供を

実施してまいりました。 

  具体的には、さまざまな事業が出されましたので、ボリュームも多かったものですから、

ファクス等を通じて、農林水産省のＴＰＰ関連のホームページにアクセスして、その詳細に

ついて確認できるようになっていますという部分や、インターネットの環境にない家庭につ

きましては、窓口のほうに資料を備えつけまして、閲覧できるような形で周知をさせていた

だいたところでございます。 

  また、そのいろいろな関連事業の中でも、先ほど議員がおっしゃっていた部分もあります

けれども、特に、洞爺湖町において、農業者が取り組み可能な事業につきましては、個別に

情報提供をしながら取り組んできたところでございます。 

  今後も、より多くの情報収集に努めまして、さらにその情報の提供に、同様に努めてまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） ぜひ農業者が求めている事業、そういう部分が出てきたときには、

いち早く、いろいろな形で情報を提供するということをお願いしたいと思っております。 

  政策事業の中には、補助率の関係から町の補助も必要なものも出てくるように思います。

例えば、昨年度取り組まれている事業の中に多面的事業があります。これは、合併10年の中

においては、農業という産業の中では本当に大きな事業の取り組みとして、私自身は評価す

べきかと思っております。今後もＴＰＰ関連の政策事業、農業が強くなる後押しができるよ

うな事業に対して、しっかりとした対応をとっていただきたいと思いますし、必要だと思っ

ております。 

  そこで、政策として、真屋町長はどのようにお考えになっているか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） 特に農業関係ですけれども、昨年11月でしたか、国のほうの農政新時

代、農林水産分野におけるＴＰＰ対策事業ということで、はっきり言って、これはあめ玉で

す。いろいろな面で、例えば、水田の畑地帯化をするときには406億円、国のほうで金を用

意します。産地パワーアップ事業の創設には505億円、国のほうで金を出して基金化し、そ

れが必要な方のときにおろして、その基金を取り崩して使っていただきますと、いろいろな



－39－ 

事業がメニューとして出てきたように聞いております。 

  その中で、私どもの町への状況の中でお話を聞いてみると、希望する農業者への支援対

策、小規模な機械を購入するとか、そういうときに53億円を国のほうで用意しますというこ

とで、正直に言って、北海道に何か提出したみたいです。ところが、もうそれはびっちりで

すよ、もう対象になりませんということで断られたという話で聞いております。要は、こう

いう問題に対して、国のほうから、国は出していますよということで来るわけですけれど

も、期間が非常に短いのです。そして、泡食ってそれを提出しても、もう対象がびっちりで

対象外ですよ、対象になりませんでしたということが今はまかり通っているように聞いてお

ります。 

  それで、この間、農林水産省の職員の方と町村会で個別に会わせていただいて、こんな少

ない金額でやらないでくれ、あめ玉を出すようなやり方はもうやめてくれ、本当の政策を考

えてほしいということで訴えてきましたけれども、彼たちもやっぱり使われている方々です

から、自分たちの意向で何とかなるというものでもないというか、残念ながら、制度として

そうなのかなと我々も思いますけれども、ただ、もっと使いやすい補助制度あるいは交付金

制度に何とかお願いします、それを国のほうにお願いしますということでは訴えさせていた

だいてきました。 

  もう一つ、先ほど多面的農業の支援策は、たしか町が４分の１ということでございますけ

れども、これは、国も出す、道も関係するということであれば、町のほうもそれなりに頑

張っていきたいなと思っております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、真屋町長から答弁をいただいたのですけれども、本当にいろい

ろな事業の中では、出される期間が短いというか、出されてから締め切りまでの時間が短

かったり、または、対象になるのだけれども、金額が少なくて対象外になったりということ

で、真屋町長のほうから農水省の関係機関の方と会ったときに話をされたということなので

すけれども、私どももよく耳にするのは、やはり、北海道に合った事業とか、この地域に

合った事業、そういった事業を国としてしっかりやっていただきたいという部分は、本当に

見ていて思います。我々がどういうふうにということを言っても、これはなかなか難しい問

題なのかもしれないのですけれども、町長自身、そういう関係機関の方々にこれからも多く

会われると思います。そういった中においては、ぜひその現状と問題点等を含めてお話をし

ていただければなと思いますし、お願いをしたいと思います。 

  それでは、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  （３）番目の農業後継者が将来、希望、夢を持てるような農業の施策の考えはどうかとい

うことです。 

  今、町の農業後継者は多くおりまして、本当に次の世代の経営者として頑張っている。そ

ういう姿を見るのは本当にすばらしいものだなと思っております。今の基盤があって、それ

を見て後継者が帰ってきているように思いますし、この今の基盤というものは、その前の時
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代の基盤で、先進的かつ意欲的な考えのもとで構築されてきたのではないかと思っておりま

す。 

  近隣の市町では、ＪＡとは違う角度から農業を見て施策に取り組んでいるところもござい

ます。町独自の長期的な農業の施策ビジョンを掲げることによって、次の世代の人たちが

夢、希望が持てるような時代になるのではないかと思うのですけれども、その辺、施策のビ

ジョン、本当に夢が持てるようなものがないか、お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） 最近の情勢を見ますと、近年では、農作業の効率化が図れる

ものとして、ＧＰＳを活用した農業機械の自動走行システム技術の導入が北海道を中心に普

及し始めております。 

  洞爺湖町におきましても、高台の農業者の方から、このシステムに興味を示す声がありま

したことから、胆振農業改良普及センターの協力を得ながら、先週、農業研修センター「と

れた」において、既にそのＧＰＳを実践している帯広市の農業者やそのＧＰＳを取り扱って

いる機械メーカーの方に講師をしていただきながら、研修会を実施したところでございま

す。 

  今後は、とうや湖農協のご協力をいただきながら、圃場におけるそれらＧＰＳの実演研修

等を実施していきたいというふうに考えております。 

  情報通信技術につきましては、これからも技術革新が進む分野とは考えますが、これから

の農業の課題と思われる労働力不足を解消する一つの手段として、地域として活用できない

か、今後も研究していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁の中でＧＰＳの関係について課長からご答弁いただきまし

た。本当にそのとおりだなと思って聞いている部分もありました。これからの農業、そのＧ

ＰＳを活用した中での機械の効率化ということでは、今、盛んに取り組まれている部分でも

ございます。何とかいろいろな関係機関ときっちり協議した中で、ＧＰＳに対する支援策に

ついて今後しっかり考えていただきたいと思いますし、具体的に施策、ビジョンを打ち出す

ことが大事です。今言われた課長の答弁の中にもＧＰＳ、または、恐らくまだまだ若い人た

ちが夢、希望を持てるような施策が課長の胸の中にはあるのではないかと思っておりますけ

れども、本当に施策を実行する計画も大事だと思っております。 

  特に、このまちの中では、ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ、またＹＥＳ！ｃｌｅａｎといったよう

な認証を受けた中で、優位な農産物の販売が行われております。次の世代に向けた取り組み

は何かというものを既に考えていく時期なのではないかなと思っております。というのは、

今はＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰ、ＹＥＳ！ｃｌｅａｎということでの認証制度、その中での有利

販売、だけれども、これはもう追従してきた中で、日本全国みんながそういった認証を受け

て取り組んでいく。では、次の段階に何が考えられるのかという部分は、今の段階でしっか
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り考えていかないと、既に手おくれになるといった危機感を感じているところでもございま

す。 

  本当に何をするかという部分においては、考える部分はあるかなと思います。ＪＡとの意

思疎通も大変重要なことかと思っておりますけれども、町独自の一歩前に出た施策、そう

いったものも考えていく必要があるのではないかと思います。 

  ただ、それには、しっかりと先を見た考え方ですね。これは、先ほど前段で私が質問させ

てもらった部分ですけれども、組織にとらわれないで、町の産業の一つとして農業をどうい

うふうに守っていくか、先はどういうふうにあるべきか、そういったところをしっかり捉え

て、町の産業を守るといった意味で、これからの若者に夢、希望が持てるような力強い、こ

れからの町の施策、そういったものを構築していただきたいと思いますけれども、この辺は

いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） 農業につきましては、本町の基幹産業の一つでもあります。

先ほど議員がおっしゃいますように、若い後継者も多く戻ってきているところでございま

す。この若い世代が、農業をやってよかったと感じられるような環境をつくっていくことが

重要だと考えております。町といたしましても、先ほど答弁でも紹介しましたＧＰＳを活用

した新しい農業が展開できるような事業がありましたら、その辺の可能性を見きわめなが

ら、さまざまな事業に取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） その辺をしっかりと見据えた中で、前向きな施策を打ち出していっ

ていただきたいと思います。 

  それでは、次の質問に行きたいと思います。 

  教育の充実についてということで質問させていただきたいと思います。 

  （１）番、まちづくりは人づくりの見地から教育の重要性をどのように認識しているか伺

いたいという質問ですが、今回は、特に平成28年度の教育行政執行方針を中心に、また学校

教育の推進について質問させていただきたいと思います。 

  まず、１点目として、教育推進指導専門員についてお伺いしたいと思います。教育行政執

行方針の中に、各学校を専門の立場から指導を行っていくというような内容になっておりま

す。ただ、基本的に教育推進指導専門員の業務内容をまず初めにお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 教育推進指導専門員につきましては、ご承知のとおり、町内中学

校の元校長先生で、教育実践者に就任していただいており、業務としては、教育専門家とし

ての立場から、学校運営全般への指導、助言を行い、課題解決につなげる取り組みを担って

もらっているところでございます。 

  業務内容の主なものを紹介いたしますと、学校運営に関するものについては、例えば、各
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学校で毎年度作成する教育目標達成のための諸課題の解決に向けた方策と取り組みに対する

指導、助言、それから、教育課程に関するものにつきましては、例えば、確かな学力、学ぶ

意欲を育む指導が行われているかどうかについて、授業を参観して気づいた点などについて

指導、助言を行い、先生個々の授業改善につなげること、それからまた、生徒指導全般にか

かわる指導、助言などを行っているものでございます。 

  また、このほかに町内小中学校の先生で組織いたしますスタンダード10研修委員会の事務

局を担い、学力向上や教育的課題の調査研究に取り組んでもらっているところでございま

す。 

  また、一般事務についても、一部、受け持ってもらい、処理をしてもらっているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今年度の教育推進指導専門員の配置された内容につきましては、課

長が答弁されたように、開かれた学校運営と特色ある教育に努める、また信頼される学校づ

くりを一層進めるための配置なのかなと思って聞いておりました。 

  今年度の専門員の配置の成果をどのように評価しているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 教育推進指導専門員を配置したことにより、随時学校へ足を運ん

で専門的立場から学校運営全般への指導、助言を行い、課題解決に向けた取り組みについて

教育委員会として新たにできるようになったことが大きな成果であると考えているところで

ございます。 

  ただ、今年度初めて設置し、一般事務なども担ってもらったこともあり、学校へ出向く回

数がちょっと少なかったかなという思いもありますことから、新年度はさらに回数をふやし

て、どんどん学校に出向いてもらい、さらに取り組みを進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 学校へ出向く回数がやや少なかったという中においては、来年度の

方針におきましては、しっかりとした業務内容で、各学校の改善点などをしっかり押さえて

児童生徒の学校教育が向上するといったような形で期待して、次の質問に移りたいと思いま

す。 

  次に、地方創生の実現に向けた学校と地域の連携、協働のあり方と推進方策として、保護

者代表や地域住民の代表などで組織するコミュニティ・スクールについて質問したいと思い

ます。 

  これも、平成28年度の教育行政の中で出ている部分ですけれども、まず、モデル校の指

定、研究を進め、平成29年度の設置に向けた方策で考えているわけですけれども、この事業

の必要性をお伺いしたいなと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 教育改革、地方創生等の動向から見る学校と地域の連携、協働の

必要性についてのご質問でございますけれども、初めにコミュニティ・スクールについて簡

単にご説明を申し上げます。 

  コミュニティ・スクールとは、学校と保護者や地域の皆さんとともに知恵を出し合い、学

校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え、地域

とともにある学校づくりを進めるものとして、平成26年に地方教育行政の組織及び運営に関

する法律が改正されて、新たに規定されたものでございます。 

  それでは、この事業の必要性でございますが、大きく３点言われてございます。 

  一つ目として、地域社会とのつながりや支え合いの希薄化等による地域社会の教育力の低

下が指摘されるとともに、家庭教育も困難な状況が指摘され、また子供たちの規範意識等に

関する課題に加え、学校が抱える課題は複雑・困難化している状況であること。 

  ２点目としまして、社会に開かれた教育課程の実現に向けた学習指導要領の改訂やチーム

としての学校の実現、教員の資質、能力の向上等、昨今の学校教育をめぐる改革の方向性や

地方創生の動向において、学校と地域の連携、協働の重要性が指摘されていること。 

  ３点目としまして、これからの厳しい時代を生き抜く力の育成、地域から信頼される学校

づくり、社会的な教育基盤の構築等の観点から、学校と地域がパートナーとして相互に連

携、協働していく必要があり、そのことを通じ、社会総がかりでの教育の実現を図ることが

必要であることなどによるものでございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今お聞きしていると、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え

る仕組みになっているのかなと思って聞いておりました。 

  大変すばらしいことだと思うのですけれども、この活動を進めていく中で、子供たちへの

いい影響、また地域、学校との協働体制、こういったものの形または問題などあればお聞き

したいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 子供たちへのよい影響や地域と学校の協働体制ということでござ

いますけれども、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく新たな仕組みにより、

地域住民による学校支援活動、放課後の教育活動、地域文化活動等の実施や、さらなる充実

が見込まれ、子供たちへのよりよい影響が見込まれると。 

  また、地域と学校との協働体制でございますけれども、従来の個別の活動の充実、総合

化、ネットワーク化を図り、支援から連携、協働を目指す新たな体制として活動に係る地域

住民、ボランティアなどの参画を得て、地域学校協働本部を整備して実施していくというよ

うな形になっていくところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 平成29年度の設置という考えなので、大変すばらしいと思います。
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しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

  あともう１点、この中でモデル校の指定ということですけれども、今現在、どのようなモ

デル校ということを考えているのであれば、お教えいただきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） モデル校につきましては、洞爺地区のとうや小学校及び洞爺中学

校をモデルとして指定をしまして、研究を進めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 学校を核とした地域づくり、地域とともに子供たちを育てるという

意味では、地域全体で学び合う展開をしていくのかなと感じているところでございます。理

想的な学校教育ができることを期待して、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  同じく、教育行政の中で出てきている、執行方針の中で出てきている部分で、学力・学習

状況では、学校、家庭、地域などの連携を図った中で一定の成果が示されているということ

でございます。また、基礎力向上のための学習支援員、活動を支援する介護員、学習をサポ

ートする支援員などの配置も継続的に行う計画だということですけれども、現時点でその支

援員等などの人数などが十分なのか、まずそこをお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 児童生徒の生活を支える役割を担ってもらっております基礎学力

向上のための学習支援員、それから、特別支援学級介護員、それから、特別支援教育支援員

の人数でございますけれども、毎年、各学校の要望を踏まえて配置しておりまして、新年度

においても、おおむね学校からの要望に沿った人数、配置してございますので、我々、教育

委員会としましては、学校現場の理解を得ている人数であるということで考えているところ

でございます。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 各支援員等などにおいては、保護者の方々から本当にしっかり支援

していただく方を配置してほしいという声がよく聞かれます。本当に保護者の方々の子供た

ちへの期待または思いは大変大きなものになっております。それに応えるべく、教育行政の

熱い熱い思いがあれば、綱嶋教育長、お願いしたいなと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（佐々木良一君） 綱嶋教育長。 

○教育長（綱嶋 勉君） 今、議員から平成28年度の町の教育行政の重点的な観点といいます

か、ご質問をいただいたところでございます。 

  我々教育に携わる者、特に学校教育においては、子供たちの生きる力といいますか、子供

たちのそういう力を育むことを目指して、学校現場、家庭、それから地域の皆さんのご支援

をいただいて、そういう取り組みを進めているところでございます。 

  また、議員もご承知だと思いますけれども、今の子供たち、ある調査研究機関の発表の中
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では、平成23年度に小学校に入学した子供さん、平成27年度でいえば今の５年生が大学を卒

業した時点のその子供たちの職業、現在は全く世の中にない職業にその子供たちが65％以上

つくのではないか、それだけ時代が変わるといいますか、世の中が変わっていく、そんなよ

うな発表もございます。ですから、今はその関係者だけでの学校経営といいますか、そうい

うことだけではなくて、要は地域総がかりで学校の経営も含めて支援をいただき、一緒に

なって子供たちを育んでいく、それが今の学校教育に必要なのではないか、それが先ほど質

問をいただいたコミュニティ・スクールで、協働で学校経営をする。学校のプロであって

も、その辺の時代といいますか、教育という部分だけに固執することなく、生きる力といい

ますか、そういうところを一緒に育んでいくと。そのために、町も、平成26年度から、先ほ

ど質問にもありました教育専門の推進員を配置しましたし、28年度においては、また教育の

プロである方を社会教育のコーディネートも含め、あとは学校教育の課題の部分の解決のた

めに、そういう配置もしていただいていますので、それら一体となって子供たちのために洞

爺湖町の教育の充実に引き続いて努めていきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、綱嶋教育長のほうから熱い熱い言葉をいただきました。ぜひ

しっかりとした教育、そういったものを保護者は望んでおりますし、我々もそれに向かって

しっかりと見ていかなくてはいけない部分があります。 

  教育に、これがマックスだ、これが限界だということはないわけですから、できる限りの

ことを子供たちにしていくべきなのかなと思っております。 

  人的なもの、金銭的なものも含めて、多くの課題があると思いますけれども、まちづくり

は人づくりの思いで取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。 

  それで、次の質問に移ります。 

○議長（佐々木良一君） それでは、ここで35分まで休憩いたします。 

（午後 ２時２７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 ２時３６分） 

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

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 次に、３番目の質問に移らせていただきたいと思っております。 

  虻田地区の振興対策についてということで、（１）番目の地域再生エネルギーとして、西

山地区の地熱開発の考えはということで質問させていただきたいと思います。 

  現在、虻田地区、また多くの町民の方々が、西山地区の地熱開発に大変関心を持っており

ます。それは、皆さんもご存じのように、金比羅山地区の地熱調査結果に伴い、地域では大

変明るい話題となっていますし、今後もバイナリー発電を含め、２次利用の期待が高まって

いるというお話をお聞きします。 
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  洞爺湖温泉利用協同組合が、平成25年にＪＯＧＭＥＣの地熱資源開発調査事業費助成金交

付事業を採択された中で、地熱調査井の掘削が実施された結果、湧出温度99.8度、湧出量は

１分間に400リッターが利用できる地熱水の存在も確認できました。 

  現在では、観光資源の一つとして、ジオたまごなども開発され、今後も町としては地熱資

源の優位性を持って見ていく必要性があると思います。 

  そこで、西山地区における地域再生エネルギーの調査を進めていくべきと思いますけれど

も、今後どのように考えていくのか、お聞きしたいと思います。 

○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） 西山の地熱の調査というご質問でございます。 

  ご承知のとおり、金比羅火口付近から高温の熱資源が発見されまして、有効な２次利用が

されておりますけれども、西山につきましては、北海道立地質研究所にも相談をしておりま

して、地熱の２次利用の将来計画を立てる上でも、まず、有効な熱源の有無や熱量を把握す

ることが重要であるというお話を伺っております。 

  調査ボーリングの主目的は、地熱・発電事業への利用ではございますが、調査の結果、高

温で大量の熱資源が見つかれば、農業などへの２次活用も可能であることから、国の助成制

度が利用できれば、熱資源の調査について検討をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁ですと、調査をするという意向で受けとめたわけですけれ

ども、調査をする段階において、今後のスケジュール的なもの、どの年度でどのような手続

を進めていくのかお聞きしたいと思います。 

○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） スケジュール的なものというご質問でございます。 

  北海道立地質研究所とも相談しておりますが、平成28年度の国の募集も近々開始されるの

ではないかというお話も聞いております。それで、時間もないところではございますが、28

年度の募集に対して手を挙げたいというふうに考えております。 

  地熱資源開発調査事業ということで、国の助成があり、100％の補助事業ということでご

ざいまして、関係する機関とも協議をして、また指導もいただきながら進めてまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 平成28年度の募集ということで前向きな答弁をいただいたわけです

けれども、今後しっかり取り組んでいっていただきたいと思います。 

  続きまして、（２）番目の今の部分で、地熱を利用した再生エネルギーの有効活用の考え

はという質問ですけれども、今の答弁の中では、調査をする手続に入るということでしたけ
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れども、もし、地熱がわかった、判明したというときには、バイナリー発電を基本とした中

で、再生エネルギーをどのように２次利用していくかということも含めて考えていくべきか

なと思っております。現段階でどのような形でこの計画をされているのか、考えていること

があるのであればお聞きしたいと思います。 

○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） 有効な地熱が確認できた場合の再生エネルギーの有効活用は

というご質問でございます。 

  有効な地熱が確認できれば、当然、地熱を利用した再生エネルギーの有効活用について検

討する必要があると考えております。 

  以前からもお話がありますように、イチゴのハウス栽培での有効活用についてはもちろん

でございますが、そのほかにも、農業関係で何か有効活用が可能なのか、また農業だけでな

く、水産関係においても、魚介類の陸上飼育施設などが可能か、また新たな加工品の開発な

ども可能なのか、専門家や役場関係課、また農業、漁業、商工会などとも一緒になって検討

する必要があるのではないかと考えております。 

  地熱資源活用の新しい産業の創出については、具体的に検討を行っていくことで、住民や

事業者等の意欲向上にもつながるのではないかというふうに思っているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、専門家や役場関係課、また農協、漁協、商工会などの各団体と

も一緒になって、これから新しい産業の創出について具体的に検討を行っていくという答弁

だったのですけれども、例えば、その地熱利用を民間の企業に誘致する、誘致というか民間

の企業で考えていただくという、その誘致について考えられないのかなということももし考

えているのであればご質問したいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○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） 地熱の民間企業への活用ということでのご質問でございます

が、地熱の利用につきましては、基本的に地域の財産として地域で活用することが望ましい

のではないかと考えているところではございますが、地熱の量によっては活用の仕方も変

わってくるとは思いますが、大量の熱量があれば、民間企業などの誘致についても検討は可

能ではないのかなというふうに思いますし、地熱資源を利用した新たな産業の発掘を目指す

ことで地域の活性化にもつながってくるのではないかというふうに考えております。 

  いずれにしても、熱源が発見されれば、金比羅山に次ぐ二つ目の財産となりますので、ま

ずは有効な熱資源があるのかないのか、それをまず把握することが急務であるというふうに

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） 12番、大西議員。 
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○１２番（大西 智君） ぜひいろいろな角度から地熱利用について検討していただきたいと

思いますし、そういったことがこの地区の振興につながっていく部分だと私は思っておりま

す。どうか、しっかりとした対策を練って検討していっていただきたいと考えております。 

  それでは、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  （３）番目の洞爺駅周辺の再開発と虻田地区の今後の振興対策をどのように進めていくか

という質問でございます。 

  まず最初に、洞爺駅周辺の再開発ですが、大きな再開発ではなくて、近年、洞爺駅を中心

にインバウンドの旅行者が大変多く訪れている、観光客が訪れているということで、また北

海道新幹線開通に伴っては、まだまだ多くの方々が訪れるのかなと思っております。そんな

中で、駅周辺でのおもてなしとして、一息つけるような場所が少ないのかなと思っておりま

す。観光地を訪れる方々にとっては、どこかで思い出が残るひとときを感じたいと思ってい

る方々が多いのではないかなと思います。おもてなしの心から、駅周辺での憩いの場という

ものも考えるべきなのかなと思いますけれども、この辺をどのように考えておられますか、

質問したいと思います。 

○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） 洞爺駅周辺の再開発という、大きな意味ではないというお話

でしたけれども、これにつきましては、駅周辺の再開発については、国道37号線の拡幅事業

にあわせて区画整理やまち並み整備の駅前、大通線などの近代化に向けて、商工会や地域の

方々や町で真剣に取り組んできたところでございますが、思うようなまち並み整備ができな

かった部分もあるのかなと思いますけれども、特に本町地区においては、農業も漁業も商工

業も、その後は年々後継者不足であるという状況でございまして、駅周辺の商店街について

も空き店舗が増加してきておりまして、チャレンジショップを有効に利用するようＰＲなど

も行っているところでございますが、なかなか活性化にはつながっていない部分もございま

す。 

  現在は外国人観光客もふえまして、駅周辺をいかに有効活用するのか、駅前の活気をどの

ようにしてつくり出すのか、これについては大変重要な部分でございますが、商工関係者や

駅周辺の住民の皆様の意見なども踏まえながら、いろいろと今後検討をする必要があるのか

なというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、チャレンジショップも有効に利用した中でＰＲも行っているけ

れども、なかなか進んでいかないということで、活性化につながっていっていない部分、ま

たは私が先ほど質問いたしました一息つけるような場所がないのかなというような答弁でし

た。特に、洞爺駅での憩いの場というか、そういった観光客が洞爺駅で楽しむことができ

る、そういうカフェ的なものは考えの中にはございませんか。いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 
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○産業振興課長（佐藤孝之君） 駅周辺でのカフェ的なものの検討はというご質問だと思いま

す。 

  洞爺駅は、１日平均800名程度が乗りおりするというふうに聞いております。待ち時間の

休憩所、カフェや軽食もとれる場所も少なくて、観光客が駅周辺をただ歩いている様子が見

受けられるというお話も聞いております。駅の交流センターを活用できないかというような

お話も聞いてございます。 

  これについては、商工会からも提案がありまして、よい方向に向けて、お互いに検討して

いるところでございまして、早い時期に駅のカフェについて結論を出していきたいなという

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） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） ぜひ積極的に取り組んでいただいて、駅を中心とした憩いの場とい

うものができれば、こちらの本町地区の振興対策の一つにもつながってくるのではないかと

思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

  本当に、訪れる方々の心に残る一息つけるような場所となっていく、そういったものが大

事だと思いますし、駅周辺に明るさが出るのではないかと思います。そういった期待を込め

て、次の質問に進みたいと思います。 

  虻田地区の今後の振興対策の部分で、（４）番目ですけれども、合併してから10年がたと

うとしているのですが、私も議会に出てから洞爺地区、温泉地区の観光などで振興対策を盛

んに訴えてきたところでございます。 

  ただ、過去５年を見た中では、虻田地区の振興対策については、具体的に見えてこなかっ

た部分もあるのかなと感じております。観光対策または洞爺地区の振興対策は、真屋町長の

前向きな取り組みが目に見えて出てきているようにも思えます。財政健全化という使命の中

で、各地区、町全体の振興を考えていくことは大変容易でないということも十分理解してい

るつもりでございます。 

  今後、虻田地区をどのような地区にしていくのか、どのような地域形成を考えているの

か、長期的な政策的なビジョンを伺いたいと思いますけれども、真屋町長はどのようにお考

えでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 当町におきまして、ややもすると最後のほうまで残ってしまったのが

本町地区の再整備かなというふうにも思っております。幸いなことに、本町地区は、スーパ

ー北斗、北斗のとまる駅でもございます。今、３月26日に、新函館北斗駅まで、新幹線が北

海道へようやく上陸をしてくると、そして、いつの日かは長万部、さらには倶知安のほうま

で行く。倶知安からこちらへは線路での移動手段は難しいかもしれませんけれども、今、そ

の後、長万部から何とかこちらのほうまで、北斗あるいはスーパー北斗を利用して、こちら

のほうに来ていただけるような催し物をしていかなければならない。そういうことで、ｎｉ
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ｔｔａｎ戦略会議、あるいは室蘭開発期成会、こちらのほうと連携しながら進めているわけ

でございますけれども、要は、洞爺湖町本町の中心地となるのは駅前付近かなと思っており

ます。 

  ご承知のとおり、今、インバウンドのお客様が洞爺駅について、それから、パワースポッ

トである虻田神社、そして、海岸線のほうへ歩いて楽しんでいただいている。そういうもの

も見ているわけですが、なかなか駅前近辺に食べるところ、ちょっとした休むところが今ま

ではなかったのが現実です。最近までは本当にあったのですけれども、諸般の事情でなかな

か厳しい状況になっていると。それが、お話を聞いておりますと、一つ二つ、芽が何か出て

きているように聞いております。今、改造もやっているようなお店もあるようでございまし

て、何とかそこら辺が開いてくれると同時に、今、商工会のほうからご提案をいただいてお

ります駅カフェ、これをうまくミックスができれば本当は一番いいのでしょうけれども、そ

こら辺の問題、今、商工会ともいろいろ詰めの作業をやっているということで聞いておりま

すが、一体、どういうふうになっていくのかが、ちょっと不透明でございます。 

  それから、駅前周辺に、今、一つ二つあるもののほかに、さらに飲食店あるいは休憩どこ

ろができるような、そういうものがたくさん出てきてくれればいいなと思うのですが、今、

残念ながら、チャレンジショップにしても洞爺地区あるいは温泉地区に限られていると。虻

田地区では、本町地区では、１軒だけチャレンジショップを受けたと思いますけれども、や

はりもっと数多くの方がチャレンジしていただけるような、そういうものを醸し出していけ

ればなというふうに思っております。 

  ただ、そういうチャレンジショップだけではなくて、将来的には、これは第２期のまちづ

くり総合計画にも入るかもしれませんけれども、やはり、住むところ、私どもの町、北海道

全体的にそうなのかもしれませんけれども、持ち家を持って住んでおられる方、これはこれ

で持ち家ですから結構なことなのですが、持ち家を持たないで住まれている方、要はアパー

トとか公営住宅にお入りになっている方、こういう方々も結構多い町でして、今は入居率が

非常に高い部分がございます。そういう部分とあわせ持った方策ですね。一番いいのは仕事

があればそれにこしたことはないわけですけれども、仕事といってもこれといった仕事、産

業が今のところ見当たらない。いわゆる噴火災害のあるまちにそういう企業がなかなか来て

くれないということもございます。 

  そんな中、先ほど議員が前にも質問でなさっていてくれた地熱発電、これは非常に有望な

産業になるのかなと思っております。できることであれば、今月中に地質研究所の先生方と

いろいろ話を持ちながら、それがうまくいって平成28年度で可能になるのであれば、それは

チャレンジしてみたいというふうにも思っております。 

  そういうことで、片や駅前の再開発、そして住宅の再確保、そして入江地区で地熱で何か

催し物、企業誘致でもできるようなことがあれば、それはそれで取り組んでいきたいと思い

ます。そうすることによって、雇用も生まれるし、定住対策にもつながってくるかなと思い

ますので、トータル的にかみ合わせて、これからいろいろ検討していかなければならないと
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いうふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁の中で、総合的に、トータル的に考えていかなくてはいけ

ないということで、虻田地区の振興対策は、いろいろな角度から長期的に、きっちりとした

施策を持って取り組んでいただきたいと思っております。 

  これは最後の質問になるのですけれども、虻田地区の振興を含めて、町全体のことでお伺

いしたいと思います。 

  本当にすばらしいまち全体のＰＲをどのようにしていくべきか。これは、ＰＲをどのよう

に考えていくのかなということですけれども、今、町は、多くのイベントを開催した中で、

多くの方々に参加して町を知ってもらう、町のよさを知ってもらう、また、洞爺湖町のホー

ムページから町のよさを感じてもらうなど、また、ふるさと納税を積極的に取り組むこと

で、町を認知していただくような方法、手段、そういったものが数多くあると思いますけれ

ども、また違った形で何か町をＰＲできないのか、宣伝できないのか、また、そういった仕

組みが今はないのか、考えていないのか、どういう形でこれから町をＰＲしていくか、あれ

ばお聞きしたいなと思いますけれども、真屋町長、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） 洞爺湖町の新たなＰＲづくりというのは、本当に全くそのとおりだと

思います。それで、現在、整備しておりましたのが町のホームページの更新でございます。

今、大分見やすくなってきたかなという感がします。それと、いろいろなところにリンクで

きるようになってきたのかなと思います。これはこれで成功なのですが、さらにこの上を求

めていかなければならない。もっと見やすいホームページにしていかなければならないだろ

うと考えております。 

  それと、私どもの町は、いろいろイベントをやっております。ただ、そのイベントも、あ

る意味、洞爺湖温泉街とか洞爺地区とか特化したところでやっているイベントで、そこに携

わっている方が、ややもすると、本町地区のほうからボランティアで参加はするのですが、

それが一体になっているのかなというと、なかなかそこまでいっていない現実もあると思い

ます。例えば、マラソン大会があります。そのときに、この本町地区の駅前で、あるいは駅

前の商店街で、それに一緒に参加していただいているのか。例えば、マラソン大会ののぼり

を大会当日でも駅前に何本か置いて、あるいは駅前の商店街に何本か置かせてもらう。ケー

キ屋さんの前でもレストランの前でも、私たちもこれで応援していますよとか、そういう体

制づくりがまだ不十分なのかなという感がします。 

  それから、産業まつりにしても夏まつりにしても、確かに洞爺でそういうお祭りをやって

いる。最初の宣伝で前売り券も売れている。けれども、数に限りがあり、それ以上の枚数は

売れない。そうなってくると、そののぼりにしても、そこ一点に集中するのではなくて、温

泉街にのぼりを置いたっていいし、230号線沿いに置いて、またはこの本町地区に置いて

も、別に同じまちなのだろうから、ぜひそういうＰＲの仕方も必要なのではないかと思って
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いますし、今後は、ぜひそういう面で一つのまちということのイベントづくりに向かってい

きたい。そうすることによって、町民の皆様一人一人が、今月はこういうイベントがあるの

だ、こういうイベントがあるのだということで、いろいろ町民の皆様も参加していただける

イベントになるかもしれないということで、まず、町が一つになれるようなイベントづくり

にしていかなければならないだろうと思います。 

  それから、残念ながら、平成28年度はアイアンマン・ジャパン北海道が諸般の事情によっ

て中断せざるを得ないとアスロニアのほうから聞いておりました。ただ、せっかくここまで

３年間やってきたもので、それが経費だけで終わるのであれば、これはなかなか厳しいもの

があるなと。ただ、平成28年度は、かなり条件が厳しいということでお聞きしておりますの

で、これが無理であれば、平成29年度に向けて、その次に向けて何らかの体制は、今、これ

から組んでいかなければならないかなと思います。今せっかく西胆振・羊蹄山麓10町村でス

クラムが組めたということがございますので、これをしっかり組んでいくことによって、洞

爺湖町の知名度がさらに上がってくるのではなかろうかと思っております。 

  さらに、私どもの町は、一昔前までは本当に北海道の洞爺湖と言ってもどこにあるのかと

いうくらいの町でございましたけれども、2008年に、いわゆる先進国首脳会議、Ｇ８と北海

道洞爺湖サミットがあった。そして2009年には、世界ジオパークに日本国内で第１号の認証

をいただいた。2013年には、世界ジオパークも再認定の称号をまたいただいた。ある意味、

いろいろな意味で洞爺湖町という名前が知れ渡ってきている。確かに旅客誘致でいっても、

北海道の洞爺湖から来てくれたのですよねということで、非常に知名度は出てきていると思

います。ただ、まちの中が観光客の皆様、あるいは、よそのまちから来られる皆様を、地域

の方々がしっかりおもてなしでお迎えをできるのか、そういうところにしっかり力を注いで

いければ、まだまだ洞爺湖町はいいまちだというふうに思われる町になるのでなかろうかな

というふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、町長の答弁をいただきまして、本当にいろいろな角度からいろ

いろな方面で、この町のよさをしっかりＰＲしていくということをお聞きして、そういった

ことをしっかりやっていただくことを期待しまして、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） これで、12番、大西議員の質問を終わります。 

  ここで、３時17分まで休憩をいたします。 

（午後 ３時０７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 ３時１７分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 
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  次に、８番、沼田議員の質問を許します。 

  ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 通告のとおり、１番目に観光振興について、２番目に安全と安心のま

ちづくりについて、一般質問を行いたいと思います。 

  最初に、洞爺湖温泉の冬の間、冬の間と言っても一部ですけれども、観光施設として、に

ぎわい広場のイルミネーションが10年たったかなというふうに思っております。一定の効果

があったのではないかとは思っていますが、どのような捉え方をされていますか、お聞きし

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） にぎわい広場におきますイルミネーショントンネルにつき

ましては、平成19年の12月20日に第１回目の点灯をしております。これは、サミット開催

200日前記念イベントとしてスタートしたものでありまして、今回で約10回で、先月の末に

終了しております。 

  成果ということでございますが、洞爺湖温泉に訪れます冬期観光客の中心でありますイン

バウンドの方が多く見学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） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 私は、2010年の６月の定例会で、３年たった、今後どうするのだとい

う質問をしております。そのときのお答えは、これからも先方さんのご厚意にということで

やっていきたい、こういうお話がありましたが、今でも同じ気持ちでしょうか。 

○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） そのイルミネーションをいただいております、御殿場市の

時之栖という旧虻田町出身者でございまして、国内最大級のイルミネーション施設を運営し

てございます。ただ、毎年毎年いただいてきているところでございますけれども、昨年度、

時之栖の展示施設の模様がえがございまして、議員はご承知だと思いますけれども、昨年に

つきましては、日本各地の金魚を集めた施設の展示が行われております。 

  それに伴いまして、今までＬＥＤのイルミネーション等をいただいてきましたけれども、

旧来のイルミネーションで、使用数につきましても、相当数を落としてございます。それ

で、昨年度いただいたものは40枚ほどでございまして、従来150枚なければならない施設に

40枚ということで、旧製品、３年前からもういただいておりますので、それらを活用した展

示となっております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） そこは、そういうことで承知しております。ですから、私が言いたい

のは、厚意に甘えて、来年はだめだなんてはまだ言われていませんし、言ったほうがいいよ

というふうに私は聞いていますけれども、10年もやって、それなりの効果があるのであれ
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ば、やっぱり観光業者の方のためになっているのであれば、観光業者の方もそこらは腹をく

くって、もう少し考えなければいけないのではないかと私は思いますが、その辺は、町とし

て、今後どう観光協会等にお話を進めていくつもりがあるのかないのか、お聞きしたいと思

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） 今の件でございますけれども、来年度は11回目ということ

なのですけれども、来年は、洞爺湖温泉開湯100年という記念すべき年でありまして、新た

な一歩を踏み出す年というふうに考えております。次回のイルミネーション開催に向けて

は、３年前に製造しているものを、先般、解体したのですけれども、もう点灯しない部分が

たくさんあります。これらについては、100年という予算の中で新年度予算に計上しており

ます。これは３年前ですので、１メートル掛ける５メートル物で40枚程度です。150枚必要

でございますけれども、工夫してやる。 

  また、イルミネーショントンネルにつきましては、特に最近、外国人観光客の増で飲食店

のほうからもホテル等からも、外に出す消費活動というか経済活動に結びつくというお褒め

の言葉もいただいておりますけれども、これも、今、議員がおっしゃいました、あり方等に

ついて、まず基本となる旅館組合です。観光協会、旅館組合等とそれ相当の費用負担につい

て協議を進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） わかりました。その辺もひとつ考えていただかないと、また下さいと

いう、だめだと言われていませんから、また言って構わないと思いますけれども、それに

ばっかり頼っているようではいかがなものかなと思いますので、その辺はひとつ、ぜひ相談

をしていってください。 

  それで、また続けてやるのだとすれば、現状のままで、あそこのままで10年やってきまし

たけれども、また同じことを考えているのか。私は、課長はいろいろ勉強されていますから

ご承知かと思いますが、国立公園のあり方について、考え方が変わってきているのです。そ

のようなことはどう承知されているのか。もう既に阿寒の国立公園のほうが何かやるような

ことを聞いていますけれども、その辺はご承知でしょうか。 

○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） 今、議員がおっしゃっております国立公園の規制に関する

部分では、私、承知していなくて、大変勉強不足で申しわけございませんけれども、あそこ

のにぎわい広場に、今、インバウンドの方が来るのですけれども、そこに滞留するための、

定住・移住促進も含めて、あそこでご商売できる方がいないのかなということは内部で検討

してございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 



－55－ 

○８番（沼田松夫君） 実は、環境庁は、今の国立公園の利用の仕方ではだめではないかとい

うことをどうやら考えているみたいです。どうやら、アメリカあたりの国立公園の使い方を

参考にして国立公園の今後の姿を描き直すようです。 

  そういう中で今、環境庁は、国立公園を観光施設として利用していくには、どういう形が

いいのかということを考えているようです。先ほどちらっと名前を出しましたが、阿寒町の

ほうでは、既に環境庁と駐車場とか、イベントの広場とか、そういうものを相談されている

というふうに伝わってきております。 

  ですから、環境庁とも十分、洞爺湖温泉の、私は洞爺湖温泉の今の形は、先ほどからいろ

いろな話が出ていましたけれども、ゾーニングということで人を排除してしまった、住民を

排除した結果が荒廃につながっているというふうに私は見ているわけですけれども、何とか

もう少しにぎわいを戻すには、62万人の観光客のうち25万人が道内客だというわけです。で

すから、インバウンドであれば、毎年同じものを見て済むのです。そんなに２度、３度来る

ことはないのだろうと思いますから、それでいいという考え方が観光業者のほうにあるので

はないかという気がしているのです。 

  先ほど課長から言葉が出ましたけれども、時之栖のほうでは、毎年毎年、次の年のことを

考えてイベントをやったり、イルミネーションを追加したり、私が最初に行ったときは150

メートルでした。今は400メートルどころの話ではなくて、いろいろなことをやっていま

す。そういう中で考えると、あのにぎわい広場でお茶を濁しただけではだめではないか。道

路から湖水に向かって別なイルミネーションがございます。あれを利用して、もっと広げる

方法を、そして楽しんでもらえる方法はないかということを、この際、同じイルミネーショ

ンにしても、もう少し考えたほうがいいのではないか。追加していくものがどんどん広がっ

ていって、去年よりことしのほうがいいねと言われるようなイルミネーションに持っていけ

ないのかというふうに思っているわけです。 

  そういう中で、国立公園のあり方を、間違いなく変わるそうですから、それはアメリカ

型、アメリカの国立公園の利用の仕方をまねるとは言いませんでしたけれども、あり方を勉

強するということで環境庁は考え方が変わると。要するに、今までは自然と環境を保全する

のが国立公園の役目だということでやってきたようですけれども、それでは生かせないと。

観光地としての利用の仕方を考えるようですから、ぜひその辺も勉強してやってもらいたい

と思います。ご感想があればお願いします。 

○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） 今おっしゃいましたイルミネーションですけれども、ま

ず、議員がおっしゃいました阿寒とか、そのほかに十和田、国のほうでは五、六カ所ぐらい

を全国で指定して、オリンピック前に外国人の方々を多く集客したいというのは、新聞報道

で知っている程度でございまして、まだ内容については把握していないのは大変失礼しまし

た。 

  イルミネーションにつきましては、イルミネーショントンネルのほかに、イルミネーショ
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ンストリートと言いまして、ホテルとホテルの間にあります。冬のイベント、冬まつりにつ

きましても、花火を１週間ほど上げております。いろいろなお菓子まきとか催事も行ってお

りますけれども、そこと私たちが連動したような売り方になっていないのも事実でございま

して、どうしても道路部分でいろいろな規制がかかっていることもございます。いろいろな

チラシなどで周知はしているのですけれども、イルミネーションストリートのほうは若干お

客様が少なく、トンネルのほうが電飾が多いので、この辺も含めまして、町内のホテルの中

心街からちょうどカーブのイルミネーショントンネルあたりにつきましては、相当数の観光

客がおりますので、何か工夫してみたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） その辺は、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

  次に、２番目に入りますが、スポーツ観光ということで町長は取り上げまして、月浦地区

に多目的人工芝施設ができようとしているわけでございます。つくればいいというものでは

ないということは誰もがわかっていることでございまして、いかに喜ばれる、ああ来てよ

かった、楽しかったという施設にできるかということが大事な要素になるわけでございまし

て、その辺、つくるほうの計画は、私もできるだけお金はかけないでくださいということを

言っていましたから、かなり節約された形の中でできていくのかなと思いますけれども、私

の頭の中では、もう少し安くてもいいと思っていましたけれども、そんなことを言っても

しょうがないので、そういう中で、どうやって、主に来るのは学生かなという気はしていま

すけれども、喜んで帰ってもらって、また来るという施設にできるかということが私は一番

心配なのです、ここまで来ると。 

  そういう中で、執行方針にも出ていますけれども、にぎわいネットワークですか、まず１

番目に、若い子供は食べるのです。私も時之栖のスポーツクラブへ行って見ておりますけれ

ども、今、多分、洞爺のサッカー場をご利用いただく方は、にぎわいネットワークで、ホテ

ルにお客さんを案内しているのかなと思いますけれども、私は、それではまずいのではない

だろうか。ホテルのほうも、今、安い客は要らなくなってきているぐらいで、これからは、

少しずつでも高いお客さんをとって利益を出して、従業員にももう少し高い給料を払いたい

というのが本音だと思います。安く安く、安く安くと言って、どんどん安くしたのがここ何

年かの現状だと思います。そういう中で、これ以上、安い学生は要らないというふうになる

のではないかと私は心配しているわけです。その辺はどうお考えなのでしょうか。 

○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） 今のホテルのお安いお客様という部分についてご回答させ

ていただきますけれども、ホテルにつきましても、夏の繁忙期、冬の閑散期という言葉がご

ざいましたけれども、現在のところは、ほとんど通年して入っていただいております。けれ

ども、洞爺湖温泉の発展の中で重要な部分の子供というところがございまして、今でも大変

お金をかけていますけれども、修学旅行については、将来のリピーターというふうに考えて
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おります。安いからではなく、数も多いです。それを入れるということで、あと土曜日、日

曜日とか普通の日もございます。夏休みの期間であいている日もございますので、その辺の

調整は十分可能だと考えておりますし、子供たちは大切なお客様ですので、入れていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） そういうことであれば、それを信じて、どうなるかを見てみたいと思

います。 

  実は、子供は夜食も食べたいのですよ。一日いっぱい、走り回っていますからね。ですか

ら、ホテルなんかでそういう対応をしてもらえるのかどうかなと思います。 

  そういう中で、私は、先ほど、温泉の中学校のこれからどう利用するのだという話もあり

ましたけれども、洞爺に洞青寮がありますね。そういうサッカーの１チームとかもう１チー

ムぐらい入れるのかなと思いますけれども、そういうチーム全部で入って、ほかのお客さん

に迷惑をかけないような形でできるのではないか。 

  実は、時之栖のスポーツセンターは、全く子供が立ち入れない、大人しか入れないという

食堂、食堂というよりもちょっと高級なのですけれども、そういうことで、子供たちに迷惑

がかからないようにということを逆に配慮しているのです。ですから、下手に大人とこうす

ると、子供が騒いだらだめだと先生にやられるのがかわいそうだから、大人だけしか入れま

せんよと、ちゃんとそういうシステムになっているところも実はあるわけです。ですから、

子供たちに自由にやっていただくためにも、洞青寮を利用してもらうような形は、いいので

はないのかなというようなことで思っていますし、それから、先ほど課長は、ホテルは十分

にあるのだ、客室は十分あるよと言っていましたけれども、私が考えているのは、やっぱり

そのチームがばらばらで１部屋で入らないで、全部入れるようにする。チーム力を上げるた

めには、やっぱりばらばらにしてはだめだということで、私が一番最初に時之栖に行ったと

きは、大きい部屋に１チームが全部入る。ロフトがあって、そういうことでやっていた。ま

だ今でもやっているはずです。 

  ですから、ホテルの客室に挟み込んで、何名かずつ分けてということではなくて、やっぱ

り全部でとなると、今はお休みになっているそんなに大きくない民宿とか旅館もあるだろう

し、そういう工夫は、今後、考えたほうがいいのではないかと思います。そうすることに

よって、例えばの話ですが、私ども洞爺地区には、英語の先生と言えるかどうか、ボランテ

ィアが来ています。そういう方に来てもらって、生の英語をその子供たちに聞いてもらった

りということをしています。また、ご希望があれば、そこでただ遊ぶだけではなくて、夜、

勉強をして帰っていく、また、食べるものも、あっちへ行ったらよかったけれども、こっち

のホテルはだめだったということは必ず起きます。そういう中で、一つのあれであれば、き

ちっと同じ物を食べて、よかったなという話になるのではないかと。安いジンギスカンでも

いいから腹たっぷり食べたいというのが子供たちだと思います。そういうことから、私は、
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今後そういうあり方もぜひ考えていただきたいと思います。 

  それから、今度は人工芝ですから、雨降ろうが何をしようができますけれども、そういう

中で、人工芝でなければ、雨が降ったりなんかしてあれすると傷むから使えない、そうする

と学校の屋体を使うということになりますけれども、それで月浦小学校の体育館を残したら

どうだというお話も私は賜りましたけれども、いや、今度は人工芝だし、もしあれだったら

別なところもあると思うからということですが、花和の学校の体育館は使えるものなので

しょうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○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） 今、議員がおっしゃいました花和の学校の体育館という形

でございますけれども、実際に私は何回も入って知っていますけれども、多少、小さいと思

います。本来、フットサルを室内でやる体育館がありまして、温泉小学校の体育館と財田の

冬に使う室内のテニスコートというか、サッカーグラウンドの横にある、あそこをお借りし

ているのですけれども、それより若干小さいような気がします。温泉小学校の体育館でぎり

ぎりの大きさで、先般、２週間ほど前、大会は開催されてございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 何を言いたいかというと、別にサッカーのスペースがなくていいので

す。要するに、ただ帰りさせてはだめなのです。ですから、私も同級生の時之栖の理事長か

ら聞いていますけれども、せっかく来てもらったのに、ただ帰りさせちゃだめだと言ってお

ります。沼田君、そんな高くなくてもいいから、二、三面、少なくとも４面ぐらい、小さな

コートでいいから、北海道は雪が降るから、屋根かけられるものがあったらいいんだよな、

それだったらあいている学校を使って、体をほぐして、楽しんでいくぐらいのことは、そう

いう活用ができないかなというふうに思っていますので、ぜひその辺も、今後、ただ帰りさ

せないということで、必ず楽しんでいただける施設として活用されることを希望しておりま

す。 

  そういうことで、どこまで行ったらうまく軌道に乗るのかなんてことは全くわかりません

けれども、ぜひ、せっかく時之栖とも地縁を持っていますので、夏あたりは向こうから、向

こうは暑くて大変なのですから、向こうから生徒を送ってもらえるようなおつき合いも考え

たらいいのではないかと思います。そうすることによって、洞爺湖温泉も楽しめる観光地、

スポーツ観光地となるのではないかと思いますので、道内客だけでは大変だと思いますの

で。町長の執行方針の中にもコンサドーレとのコラボも考えているようですけれども、やっ

ぱり、独自でそういう学校のサッカーボーイをこっちへ来てもらうことによって、子供たち

も見に来ますから、有名なサッカーチームが来るよとなると。ですから、強くするには強い

チームとやらなければならないということで、強いチームが来るときに、電話で予約があっ

て、いつどこのチームが入るとなったら来るのだということを言っていました。ですから、

私どものこのサッカー場も、今度できるサッカー場も、そういう強いチームが来てくれる

サッカー場にぜひしていっていただきたいと思います。その辺についてはいかがでしょう
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か。 

○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） 今、議員がおっしゃいました強いチームということは私も

全く同感でございまして、先ほど議員からコンサドーレというお話がございました。若干お

話しさせていただきますけれども、コンサドーレとは平成25年に洞爺湖町と全道初の協定を

結んでございます。今回、コンサドーレのほうから、昨年の夏には財田におきまして、札幌

で５カ所、室蘭地区で１カ所、洞爺で１カ所、全部で７カ所ありますコンサドーレスクール

が開催されておりまして、約50人以上の選手が来ているのですけれども、洞爺地区、伊達の

チーム、大変強いのですけれども、伊達は室蘭のほうのスクールに行くのですけれども、ニ

セコ、倶知安方面からのスクールのお客様が大変多かったのが実績でございます。それで、

昨年、スクールを開催してございます。そのほか、コンサドーレとしましても、毎年開催の

ほかに、今月の末でございますけれども、サッカーで、先ほど議員がおっしゃいました食と

いう部分が大変ありまして、ホテルに入れてたくさん食べると、最近は奥様方、お母様方に

怒られるそうでございまして、今月末には、サッカーアンドスポーツの食育教室が洞爺湖温

泉で開かれます。これはＪＡ北海道、北海道教育委員会、部活をやっている人の食育につい

ての専門の講師が来て説明して、そのほかにサッカーの指導をする。こういうものも洞爺湖

温泉で開催するようになってございまして、地元との交流を何としても連携していきたいと

いうふうにコンサドーレ側は言っておりますので、強いチームになればいいのかなと思って

おります。 

  また、コンサドーレというのはプロスポーツでございますので、これらの指導を仰ぎなが

ら、指定管理者とも協力しながら進めてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 今、そうだよなと。うちのまちから副知事さんが出ていまして、樫原

副知事さんだったのですが、あの方が北海道サッカー協会の会長をやっていたのです。それ

で、たまたまうちのまちへ帰ってきたときに、沼田君、うちのまちにはサッカーチームがな

いのか、そういう話を聞いているんだけどなと。実際にサッカーチーム、なかったのです

ね。それで、学校の先生に言って、つくってもらったという経緯はあるのですが、今、うち

のまちにサッカーチームはあるのでしょうか。 

○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） サッカーチームといいますか、部活動でございますけれど

も、ございません。部員はおります。先般調べたときは、７名だと思います。指導者もおり

ます。コンサドーレの現役選手の同級生という方がいるのですけれども、チームはございま

せん。そのほか、中学校にないと言いますと、北の湘南という伊達市のクラブチームに所属

している方が何人かおりまして、伊達でサッカーをしているのが現状でございます。また、

ちょっと１ランク下げまして、小学生になりますと、旧虻田も含めまして、豊浦の会場で練
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習して、チームは混成になりますけれども、そういうチームがございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） ぜひ、うちの町にサッカー場ができますので、サッカー少年のチーム

ができるようにご努力を願えたらと思います。私の希望ですから、それ以上の答えは要りま

せん。 

  次に入りますが、洞爺湖森林博物館やサミット記念館のあり方を考えるということが載っ

ております。今どんなことをお考えなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○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） 今、ご質問があった森林博物館という形でございまして、

森林博物館につきましては、建築されてから60年、まちに移管されてから47年という高い年

月使っておりまして、老朽化で随時しのぎ切っておりますけれども、もう厳しいところまで

来ているという認識でございまして、できれば次期のまちづくり総合計画の中に森林博物館

を改修していただきたいというふうに担当のほうでは考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） サミット記念館のほうはどうですか。 

○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） 申しわけございません。 

  サミット記念館につきましては、私ども、ことし５月に三重、志摩で一定の成果という形

で終了するのですけれども、これについては、現在、ジオパークの展示がえを４月のオープ

ンに合わせてやっておりますので、サミット記念館の今ある展示物が８年という形で、皆さ

ん、ご存じですけれども、重要なものはテーブル関係、これについて何か活用できないか。

私は、例えば、今、道庁のほうとご相談しているのですけれども、今回、ジュニアサミット

という道主催の部分もございまして、子供たちでも使ってみるのも一つの価値かなと考えて

おりますけれども、もう少し時間をいただいて、一定の成果、７年、８年ですか、終わった

後の使用という形で考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 私も、森林博物館には何回か行っていますし、２年ぐらい前も行って

みました。もうお金を取って見てもらうものではないというふうに思います。ですから、思

い切ってその辺を考えていかなくてはならないだろうと思います。 

  サミット記念館も、そういうことであれば、どう使うかということになるのだろうと思い

ます。あれは壊すというわけにいきませんからね。 

  そういう中で、皆さんも当然ご承知かと思いますけれども、山の水族館を聞きますよね。

温根湯温泉です。留辺蘂です。私も行ってみたことはございません。しかし、テレビ等で報

道を見ているわけですけれども、あそこがうまくいっている。なぜうまくいっているのかと
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いうことを知りたくて、インターネットを開いて少し見ました。そうすると、大体の水族館

は、うちの施設もそうですが、冬に休みます。夏だけの利用でいいのか。うちの貝塚館も冬

は閉めていますという話が先ほどありましたけれども、山の水族館は、冬も生かす方法はな

いかということを考えたのです。 

  何がよかったかというのは、１年中使うということなのです。あとの細かいことはインタ

ーネットで出ていますから、どうぞ見てもらって結構ですが、調べてもらって結構ですが、

先ほど出ていましたけれども、温泉。温根湯温泉のお湯は、どうやら熱帯魚を飼えるのだそ

うです。熱帯魚も温泉は使っている。それから、サケの仲間のイトウという魚が四、五十匹

いるそうです。要するに、日本一で日本初でというのを念頭に置いて、お金をできるだけか

けない。このプロデュースした人が中村元さんという水族館のプロデューサーだそうで、無

償でやってくれたそうですけれども、公立の水族館は、どこもお金をかけ過ぎてだめになっ

ているので、できるだけお金はかけないようにしましょうということで、職員も石を運んだ

りしてやったということも載っていますが、要するに、地元にあるものを生かすぞ、そして

１年間使うのだという中で、温泉、使って、今言った熱帯魚の水族館もあります。それか

ら、水が、地下水が大変豊富なところらしいのです。その地下水が豊富に使えるということ

から、大体、水族館のお金がかかるのは、ろ過装置なのだそうです。何億もするろ過装置を

かけて、それをしないで新しい水をどんどん取り入れて、ろ過装置に金をかけなかったとい

うこともよかったようです。 

  もう一つは、環境を生かしたということですね。ええっと思ったのですが、実はしばれ

る、寒いということですよ、留辺蘂は。その寒さを生かそうではないかということから、

氷、張る水槽をつくったのだと。そして、ことし何月何日に凍るかということで、凍らせ

て、その下で泳いでいる夏には見られないスタイルのものを見せたところ、冬も来てくれる

ということで、１年中使える施設になっているということが自慢のようです。ですから、大

変もうかっているそうですけれども、今後、私どもの観光施設も、冬に休ませてもいいのだ

ぐらいの気持ちではなかなか大変だと思います。ですから、１年間、どうやって使っていた

だけるか、見ていただけるかというようなことを考えなければいけないのではないかなと思

います。 

  ですから、さっきのサッカー場もそうですけれども、冬はやりませんではなくて、冬も来

てもらって、利用していただけるような考え方をぜひとってもらいたい。この森林博物館を

今後、考える。どんなものをつくるのか、私、わかりませんし、これからになるのだと思い

ますが、水だったら、うちのまちだって、もう立派な水がありますから、湖水から何ぼでも

くみ上げられますし、温泉だって、先ほどから出ているように、熱還元すれば済むことです

から、温水をつくってね。 

  先ほど課長から話が出まして、当然、私も見てきていますけれども、時之栖に金魚がたく

さんいて、１匹60万円もする金魚もあるということで見させていただきました。どうやらリ

ニューアルをして、全く違うところにつくったような感じで、私が見たのと違うなという思
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いをして、夕べ、金魚の展示を確かめたのです。あれも、最初は2,000万円かけたけれど

も、こんなものだめだと思ってやったそうです。本当に見ましたら、見てきている方もい

らっしゃると思いますが、屋根トタン１枚のところでした。それを、時之栖美術館というと

ころに移したようです。そうすると、非常に人気で、やめられなくなったと言っておりま

す。 

  ですから、まねをしろではないけれども、何か見つけないと、北海道にここしかないよと

いうようなものを何とか見つける努力をしていただいて、１年間使えるような施設を、ぜひ

知恵を絞って考えて、森林博物館を生かすかどうか。 

  あそこは電気はないのですね。森林博物館の中島では電気がないのですね。水槽はどうし

たって電気を使いますから、あっちでは無理かなと。そうすると、サミット館だったら相当

な水槽を入れたって大丈夫だろうから、サミット館のほうがいいのかなと。もし金魚などを

やるのであれば、そういう利用の仕方もあるのではないかということで、どんな利用をされ

るのかなということで、大変関心を持っているということを申し上げて、この質問も終わり

にさせていただきます。 

  何かあればお願いします。 

○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） 貴重なご意見をありがとうございます。 

  まず、中島に電気がございませんというのが１点と、中島で、現在、冬は６カ月ほど汽船

会社が、船が上陸しない、水が浅くなるものですから、そういう問題も多少ございます。そ

れと、今、中島では、特に環境省とも相談しているのですけれども、鹿による食害の生物多

様性問題がございまして、酪農学園の方々が森林博物館の一部をご使用していただいて、い

ろいろな対策を練っていただいております。これらをもとに、これをやめるとなると、私が

昔、担当した10年前であれば三百何ぼもいたとか、どんどんふえているような話も、またこ

としバンビが生まれてという話も聞いてございまして、この辺のところも先生方のご意見を

伺いながら、森林博物館、生物多様性も含めて新たなものになるのか、あくまで博物館なの

か、専門家のご意見を伺って進めたいと考えております。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 先ほどからお話にも出ていましたように、せっかくのジオパークです

から、ジオの恵みということで、温泉だって水だってあるわけですから、あとはうまく、ぜ

ひ見つけていただきたいと思います。決して山の博物館をつくれ、水族館をつくれと言うつ

もりはありませんけれども、何かあるのではないかなという思いでおります。どうぞよろし

くお願いします。 

  次に、安全と安心のまちづくりということでお伺いをしたいと思います。 

  町の公共施設には、建物だけではなくて、いろいろなものがあるわけですけれども、私も
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どうかと思っているのは、この質問をするに当たって、どこだったっけなといろいろ探した

のだけれども、どうも出てこないので、どこのまちとは言い切れませんけれども、通学路に

あった街灯が20年たっていて根っこが腐っていて、ばたっと突然倒れて小学校２年生の女の

子の手に当たって、指を骨折したという事故が報道されたのです。うちの町だって、そうい

うところはあるのではないか。建物を見ていても、根っこが腐っているかどうかまで見てい

ないこともあるなと思いますので、公共物のそういう危険なものがあるかどうか。 

  それから、民間でも、テレビ報道で有名になりましたが、カニのお店の看板が落ちたとい

うことがあります。実は、あのタイプのものがうちの町にもあります。最近、ある人が、札

幌に建物を持っていまして、沼田君、見てきて保険かけてくれ、何かあったら困るというこ

とで、保険をかけましたけれども、最近、突風がひどいのです。大風とか突風で落ちてし

まったということで観光客に迷惑をかけても大変ですし、町民に迷惑をかけても大変です。

そういうことで、どの程度の危険を確認されているのか、確認されているのであれば、その

数はどのぐらいか、していないのであればしていないで結構ですけれども、その辺をお聞か

せ願えればと思います。 

○議長（佐々木良一君） 建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 各施設の安全確認の状況でございます。 

  順番に説明させていただきますと、まず遊具の関係でございます。遊具につきましては、

公園や町営住宅内の遊具につきましては、毎年、春先に職員が点検を実施してございます。

そのほかに、１年に１回、専門業者にお願いしまして、保育所や小学校も含めて点検を実施

してございます。ふぐあいがあった場合には早急に対応して、安全確認をしている状況でご

ざいます。ちなみに、遊具の数でございますが、保育所が５施設で41基、小学校が３施設で

32基、公園が７施設で22基、町営住宅が10団地で36基とかなりの数になっているところでご

ざいます。 

  次に、街灯でございます。街灯につきましては、平成24年12月に発生しました中央自動車

道の笹子トンネルの天井落盤事故があった。それを機に、道路ストック総点検事業といたし

まして、防災・安全・社会資本交付金を活用しまして、実は本年から道路の照明灯の点検を

実施しております。 

  そのほかに、昨年、今お話があったとおり、勢力の強い台風がうちの町にも何度か来たこ

とから、直前に、環境課と私ども建設課と、職員の中で防犯灯も含めた町内の街灯の点検を

実施してございます。その際に、危険なものを確認しまして、街路灯を１基、防犯灯も１基

を撤去することで対応しているところでございます。 

  ちなみに、今言った道路ストックでの街路灯の数でございますが、私どもが今、建設課で

補助事業としてやろうとしているのは516基ございます。そのうち、街路灯が506基、そのほ

かに道路標識が10基、本年は44基の点検を終了しているところでございます。これは、根元

も見るのですが、高所作業車を使って上のほうの灯の管球もチェックをして、委託として発

注しているところでございます。 
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  町といたしましての管理個数としてはもっと大きくて、1,800ほどあるそうでございま

す。それは、支柱に単独でついたもの、北電さんの電柱にくっついているものも含めた数字

だそうでございます。 

  それから、看板の関係でございます。看板については、今お話がありましたように、昨年

の２月に札幌で起きましたビルの看板落下事故があったことから、そのときに、職員にて町

内の看板の安全パトロールをしたところでございます。目視ではありますが、そのときには

特に危険がなかったということで、各総合支所、温泉支所、本町地区に分かれて点検をした

という報告を聞いているところでございます。 

  今後も、この関係につきましては、先日も大きな風が吹いたところでございますけれど

も、安全パトロールをきちっと実施するほか、やはり所有者にも物を言わなければいけない

ということで、町広報紙などを通して所有者に安全確認等の啓発にも取り組んでいきたいと

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） ご承知のとおり、空き店舗が大変多くなっております。そういうこと

から、看板類もかなり傷んでいても放置されている可能性がございます。そういうときにわ

かったら、町で何らかの支援をするような方策をとってあげられないものかどうか、そうい

う考えはあるかどうか、お聞きします。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） まず、補助ということではなくて、町としては、その方たちに

危険ですよということを周知させていただいて、その後の対応をしていただく状況かと考え

ているところでございます。 

  ちなみに、点検の業務としまして、大きな看板になりますと、北海道屋外広告物条例とい

うのがございまして、その中では、大きな看板については３年に１回更新手続をして、その

ときに検査報告書を添付して安全確認をしているところがあるそうでございます。 

  そのほかに、建築基準法でも、建物の定期的な検査はしているのですが、その際に、広告

塔等、外壁に連結したものについては、それを点検する義務もあるそうでございまして、そ

こら辺で安全確認をしていただいているところでございますけれども、今申し上げたとお

り、まず私どもが確認させていただいたところに、オーナーさんのほうにきちっと報告させ

ていただいて啓発運動に取り組みたいと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） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 先ほど、遊具のことについてはお聞きしましたから、安全を十分確認

していただきたいと思います。あるまちでは、幼稚園の子供たちが遊んでいて、それが壊れ

てしまったということから、遊具を全部なくせというような、まちから遊具がなくなるとい

う記事を書いてあるところもあります。そんなことがあっては困ります。子供たちが遊ぶ遊
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具は絶対に必要ですから、安全に運用できるように取り計らっていただきたいと思います。 

  ここから先は通告していませんので、お答えできないものはできないで結構ですけれど

も、最近聞いたのは、何だと思ったのは、大磯分港ができます。そうすると、ヨット、モー

ターボートの係留があちらへ移るわけですね。本港の入江のほうからね。そのときに、本当

かということで、私も確かめていませんが、せっかくまちは、漁港に係留するときには保険

をかけないとだめですよと、必ず事故は起きますからということで、今まではかけていたの

ですね。それは、自分が起こすということは、相手にぶつけちまうことですから。ですか

ら、そういうことだったのですが、今度は要らないのだということで言われましたけれど

も、もしわかる人がいたら、なぜかけなくてもいいのか。 

  私のお客さんは、もう一回、危ないから、何かあったら困るから、私はかけますがと言っ

ていましたけれども、町ではかけなくてもいいと言っていますよということなのだけれど

も、そこはわかりますか。 

○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） 漁港と係留については、安心・安全な形で泊められるように

ということで、説明会でも漁業者とトラブルのないようにということでお話もさせていただ

いています。ただ、保険については、それについては全く触れておりません。入ってくださ

いとか、入る必要ないというような説明は一切しておりません。ですから、本人のほうで安

全を期してとめてくださいというような説明はしております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） そのことについては、それ以上は話をしません。 

  次に、防災計画の中で考えておいてほしいと思っていることを言います。 

  防災計画ということは、噴火のことを想定してしゃべっているのですが、噴火があったと

きに見に来たいということで、過去に何人も中に入った人がいることは承知しております。

今度、何が起きるかといったらドローンが入ってくるのです。間違いなくドローンが入って

きます。ご承知と思いますけれども、2000年の噴火でも、泉地区の防災工事は、無線で女の

子が机に座って防災工事をやっていたのです。そういう中でドローンをどんどん飛ばして、

火山を見たいという人がいっぱい出てきますから、この防災計画の中に、ドローンを規制す

るようなことをお考えになったほうがいいのではないかと思いますが、お考えはありますで

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） 今のお話は、有珠山を想定したときの避難指示、避難勧告の

ときの機器を使った警戒区域内への侵入というお話かと思います。 

  ドローンという機械が近年出ている中で、無人で目的地まで行けるという装置にはなって

おりますけれども、現状では、当地域の中でドローンの航空の規制区域はないところです。

ただ、指示または勧告等が出たときに、そういう機器を飛ばすという部分は、今後、それな
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りに検討していかなければいけないところであると思います。今の防災計画の中にはありま

せんのけれども、今後、そういう部分も協議会の中でいろいろと話し合いをしていきなが

ら、どのようにしていけばいいか、検討していきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） ぜひその辺を考えていただきたいと思います。えっ、この人がこんな

ことをやるのかというぐらいドローンは結構使っています。実際にこうやって撮ったんだよ

という写真も私は見ております。ここではなくて、室蘭の人ですけれども、こんな簡単にで

きるのだと。素人みたいな人でもこんなことができるのだというのがドローンです。今、そ

のぐらい簡単に使えるそうです。そうすると、火山で、防災で動いている人たちに迷惑がか

かるようなことにならないように、ぜひその辺は検討していただければなと思います。 

  それから、これも通告していませんが、最近話題になっております認知症です。うちの町

には認知症の方はどのぐらいいるのか、数値を持っていますでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 沼田議員、通告外になりませんでしょうか。 

○８番（沼田松夫君） ですから、なければなくていいのです。 

○議長（佐々木良一君） 通告に沿った安心・安全のまちづくりの中でお願いします。 

○８番（沼田松夫君） そうですよ。 

○健康福祉センター長（山本 隆君） 今、データを持っていないので、今の段階では数はわ

からないので、もし必要であれば、後ほどご案内したいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 安全・安心の問題で認知症というのは大変な問題になっているので

す。町民の安全ということからいくと、どのぐらいの認知症の人がいるのかなと思いまし

た。通告していませんから、細かいことはどうでもいいのです。ただ、この認知症の報道

が、ちょっとおかしくとられている部分があるようなのです。せっかく介護、認知症、お年

寄りのための、それこそ安心に暮らしてもらうために、介護をしているほうが、罪をしょわ

なくていいのか、罪になるのかとかという問題があります。ですから、こういう中で、正確

に何が起きているのかということを、ぜひお年寄りのためにも、介護している人のためにも

きちっとお知らせをしてほしいと思います。年とってきたら誰もがそうなるわけで、介護し

たら責任を負わなければならなくなるとか、介護しなければ責任を負わなくてもいいのだと

か、そういういいかげんなものではありませんから、ぜひ成年後見者支援センターなんても

のをつくって安心して過ごしてもらえるようにということでやっていくのでしょうけれど

も、ぜひその辺も担当者の方は、認知症について、ぜひ周知してもらって、介護する人もさ

れるほうも安心してやれるためにはどうしたらいいかということをひとつお考えいただけれ

ばと思います。 

  そういう中で、私は商売ですから言います。認知症の方でも保険は入れます。ですから、

賠償責任はそういうことでできますから、ぜひ安心して認知症の介護をできるように町も指

導されたらいいのではないかと思ってお話を申し上げました。 
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  以上をもって、私の一般質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、８番、沼田議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

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

    ◎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。 

（午後 ４時１６分） 
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