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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２８年３月９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 同意第７号 農業委員会委員の任命について 

      同意第８号 農業委員会委員の任命について 

      同意第９号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１０号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１１号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１２号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１３号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１４号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１５号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１６号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１７号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１８号 農業委員会委員の任命について 

      同意第１９号 農業委員会委員の任命について 

      同意第２０号 農業委員会委員の任命について 

日程第 ４ 議案第４８号 洞爺湖町行政不服審査会条例の制定について 

日程第 ５ 議案第４９号 洞爺湖町職員の退職管理に関する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第５０号 洞爺湖町洞爺ふるさと交流センター条例の制定について 

日程第 ７ 議案第５１号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理について 

日程第 ８ 議案第５２号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理について 

日程第 ９ 議案第５３号 洞爺湖町税条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第５４号 洞爺湖町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例の一部

改正について 

日程第１１ 議案第５５号 洞爺湖町洞爺総合支所庁舎新築基金条例の廃止について 

日程第１２ 議案第５６号 洞爺湖町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例及び洞爺湖町立高等学校の入学料等に関する条例の

廃止について 

日程第１３ 議案第５７号 洞爺湖町立高等学校寄宿舎条例の廃止について 
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日程第１４ 議案第５８号 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条

例の一部改正について 

日程第１５ 議案第５９号 室蘭市との間における定住自立圏形成協定の一部変更について 

日程第１６ 議案第６０号 洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

日程第１７ 議案第６１号 虻田町・洞爺村新町建設計画の一部変更について 

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

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第１７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 

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 
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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） おはようございます。 

  現在の出席議員は13名であります。 

  七戸議員より、遅刻の申し出があります。 

  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、７番、小松議員、８番、沼田議員

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、９番、板垣議員、２番、越前谷議員の２名を予定しています。 

  初めに、９番、板垣議員の質問を許します。 

  ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） おはようございます。 

  ９番、板垣でございます。 

  通告順に従って質問させていただきますけれども、理事者の方々には、答弁をよろしくお

願いいたします。 

  今回、私は、件名で言うと１件なのですけれども、町長がこの間朗読していただきました

平成28年度の町政執行方針についてということで、全般について質問させていただきます。 

  この中で、今回、いつもよりすごく具体的に書いているなと思ったのが移住、定住のこと

なのかなと思いますが、具体的に町政執行方針が出ておりました。 

  その中で、今回、移住・定住対策の中で一元化した相談窓口をつくりますということがあ

りました。この具体的な内容を教えていただきたいと思います。 

  今まで、移住、定住ということは、皆さん、議会でも町側からもいろいろなお話がありま

したけれども、具体的に少しずつ進んできているのかなと。その中で、今回、ワンストップ

化するということが町政執行方針に載っておりました。この中で、どういうふうに具体的に

やっていくのかなということで、まず１点目は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） 移住・定住対策の一元化ということで、そのご質問でござい

ます。 

  現在、ワンストップの窓口として、産業振興課がその窓口となって、町の各部局で実施す



－127－ 

る居住や就業、出会いなどの住居、移住に関する施策や住宅に向けた子育て支援などの施策

の情報提供について対応しております。 

  それでは、一元化の具体的な内容ということで、今後の取り組みということでございます

が、まず一つ目でございます。これは申すまでもございませんが、移住相談に対して、役場

内の関係部署をたらい回しにするような対応を防ぐために、一元的な窓口対応を行うという

ことでございます。一人一人の相談や要望に応えた情報提供を行うほか、移住実現のための

提案や紹介、手配など、さまざまな問い合わせに対して、ワンストップ窓口として、きめ細

かな対応を行っていきたいというふうに考えてございます。 

  それから、二つ目として、移住希望者の年齢、家族構成、また地域でのライフスタイルの

イメージもそれぞれ異なるため、問い合わせ内容もさまざまになってきております。このた

め、関係各課は移住相談を想定して情報の掘り起こしや情報の収集、整理をして、移住ワン

ストップ窓口への最新情報を提供するなど、常に連携をとってまいりたいということでござ

います。 

  それから、三つ目でございますが、これは情報発信ということが大変重要になると思いま

す。移住希望者向けの専用ページの開設や移住関係のパンフレットの作成、十分な情報の提

供と、相談窓口に関する情報発信もあわせて行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。しかし、相談内容も多様化してきておりまして、産業振興課職員だけでは対応し切れな

い部分も懸念されますことから、今後、最終的には、地域の優秀な人材や地域おこし協力隊

などの活用なども考えながら、専従のコンシェルジュを育て上げられないかということで、

きめ細かな対応ができるようなシステムを今後考えていきたいというところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、課長のほうから答弁いただきました。 

  いろいろな角度から非常に詳しくお話をしていただきましたけれども、そのとおりやって

いただければそれでいいのかなと思います。 

  それで、お聞きしたいのですけれども、例えば、相談窓口ということで、相談される側が

いるわけですね。そういう方は、どういう立場の方が相談に乗って、今、コンシェルジュと

いう話もありましたけれども、現時点ではどういう方々が相談に乗っているのか、まず一つ

お聞きしたいと思います。 

  また、パンフレット云々という話もありましたけれども、このパンフレットを私はまだ残

念ながら見ていないのですけれども、どういう形でお渡ししていけるのか。また、定住もそ

うですけれども、移住される方、特に若い方は、移住してくるわけですから、過去の仕事を

やめて、ここでまた仕事をしなければいけないということで、例えば仕事の情報はどうなっ

ているのかなとか、生活するためには一番大事な部分でありますので、その辺のことをまず

聞きたいと思います。 

○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） 対応されている職員ということのご質問でございます。 

  産業振興課の職員として２名おります。それから、私も含めて状況に応じて３名で対応を

しております。 

  それから、パンフレットのご質問でございますが、このパンフレットについては、現在、

移住体験住宅のパンフレットということで、とにかく洞爺湖町に来ていただいて移住の体験

をしてくださいというようなパンフレットを現在つくっておりますが、これは、もう少し町

のＰＲも含めた中で新たなパンフレットもできればつくっていきたいなと考えております。 

  それから、仕事の情報ということでございますが、これについては、地元の事業者から要

望があれば、募集の関係で載せている部分もございます。それから、伊達の職業安定所から

情報をいただいて、載せられる部分についての確認をとりながら、その部分については載せ

ているということで情報の発信はしております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） わかりました。まず、きめ細かくやっていただいているなというふう

には思いますけれども、実際にこの相談に来られた方は今までどのぐらいおられますか。 

○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） 実際の窓口における相談の件数といいますか、実績でござい

ますが、平成27年度、今年度の実績についてご報告します。 

  移住全般に関する相談ということで、まず電話による質問が４件、窓口が２件です。それ

から、空き家バンクに関する相談は、電話による相談が24件、窓口が５件、メールでの質問

が１件で合計30件です。ちょっと暮らしの相談は、電話による相談で17件です。それから、

チャレンジショップに関する電話相談が１件と窓口相談が４件で合計５件でございます。 

  それから、平成25年から27年度までの３年間の合計について集計したものもありますが、

移住相談につきましては、電話相談が21件、窓口相談が9件、メールによる相談が１件で合

計31件です。空き家バンクに関する電話相談が72件、窓口相談が17件、メールによる相談が

１件で合計90件です。ちょっと暮らしに関する電話相談が32件でございます。それから、

チャレンジショップに関する電話相談が11件、窓口相談が９件の合計20件です。全体では、

この３年間で合計173件のご相談がございました。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そこそこの数の相談があるということですね。この相談された中で、

窓口対応なり電話対応なりした中で、実際に移住された方はどのぐらいいるのか、チャレン

ジショップに関しては大体わかりますけれども、移住の関係だけで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） 実際に移住された方ということでございます。 
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  これは、平成23年度からご報告したいと思います。 

  平成23年度が10世帯で18名、平成24年度が６世帯で12名、平成25年度が４世帯で10名、平

成26年度が６世帯で８名、平成27年度が３世帯で５名です。これは、あくまでも産業振興課

の窓口を通して移住された方の実績でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） わかりました。年度を追うごとに少なくなってきているのはちょっと

寂しい感じがします。平成28年度はもっとふえるように何とか努力していただきたいと思い

ます。もちろん、そういう問い合わせがないとそういうことができると思いませんけれど

も、基本的に洞爺湖町として移住対策に対してこういうことをやっていますということは、

ほかのまちに比べると、きのう、おとといも話がありましたけれども、もうちょっとボルテ

ージを上げてもいいのではないかと思います。ワンストップ化ということで窓口が一本化に

なっていますということも含めて、きちんと対応していったほうがいいのではないかと私は

思っております。 

  そういう中で、今回、町政執行方針の中で、洞爺地区に独自の単身者住宅16戸を建設する

なんて具体的な数字も出ております。これはきっと予算審議でも出ると思いますけれども、

こういう話を聞くと、移住対策のためにこういう対策を町として今回やるのだなと。例え

ば、温泉街でも各事業所があります。例えば、私、たまたま相談される方というか、聞いた

方がおりますけれども、例えば、某ホテルに就職して、そこに寮がありますと。寮があるか

ら住むところは大丈夫だなと思って行ったら６畳一間ぐらいでえらい狭くて非常に大変だ

と。結局、そこを出られて自分で民間のアパートを借りる。それは、借りられる方はいいの

ですけれども、そうではない若い方は、給料の関係とか収入の関係とバランスがとれなくて

という形もあります。 

  例えば、温泉街のほうで、例えば事業者単位で、ことしは洞爺地区という計画があります

けれども、例えば温泉街、本町地区でもいいですが、例えば、そういう声があった場合に、

大きくなった場合に、今後の話ですけれども、そういう住宅でもつくれるのか。私は思って

いるのですけれども、今、例えば民間のアパートであいているところをそういう扱いにして

家賃を補助的にやって何とか入居してもらうとか、いろいろなやり方があると思うのですけ

れども、定住につながるものをですね。そういった考え方はどうなのかと思っているのです

けれども、その辺はいかがなものでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 定住・移住対策については、今後、洞爺湖町としてしっかり力を注い

でいかなければならないと思います。特に、人口の減ということは本当に大きな問題でござ

いますので、何とか生産人口、これらの方々にもたくさん来ていただけるようなまちづくり

を進めていかなければならないと思います。その観点から、今回、洞爺地区のほうにおい

て、16戸を建設予定として挙げておりますが、将来的には、これは財政の状況もよく勘案し
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なければなりませんけれども、本町地区がいいのか。ただ、洞爺湖温泉には非常に厳しい条

件があるということから、なかなか厳しく、それらのものをクリアできるような状態にない

ということから、今、議員がおっしゃられたような民間の住宅を借り上げ云々ということも

これからの検討課題にはなってくるのであろうと思っております。ただ、家賃、借り上げ料

等々との関連もございますので、その辺は慎重に検討していかなければならないと考えてお

ります。 

  ただ、住宅問題については、今、どこかのホテルに入っていただいて、入った方々が寮に

入って６畳一間口というお話でございました。正直に言いまして、単身の方が２ＬＤＫとか

大きな建物を求めようとするならば、それなりの個人のリスクも多いと思いますが、いい暮

らしをしていきたいということであれば、それなりの収入が上がるような努力も個人にして

いただかなければならないだろうと思っております。今、当町が考えておりますのは、単身

者で所得層の低い方々が当町に何とか住んでいただけるような方策でということで、洞爺地

区のほうに16戸を今回考えるわけでございますけれども、その成果いかんを見て、今度は町

内の有効な地域に、何回も繰り返しになりますけれども、財政の状況を勘案しながら将来を

見据えた住宅対策を考えていかなければならないと考えております。 

  それと、先ほどのご質問の中でお聞きしていたのですが、私どもの町の移住、定住のホー

ムページもかなり見やすくなってきたかなという感がいたします。まだまだ手の加えるとこ

ろはあると思いますけれども、今、非常にアクセスあるいは問い合わせがあるというふうに

聞いております。私は、この間、仕事の関係で箱根町へ行かせていただきました。その折

に、まちの方でございますけれども、自分は定年になったらどこかに移住、定住を考えてい

るのだと。そのときに、今、洞爺湖町のホームページを見させていただいているけれども、

非常に参考になるというお話を聞いておりましたので、ぜひ定年になりましたら北海道のほ

うへお越しください、そして、できることであれば私どもの町に住んでいただけませんかと

いうこともＰＲをさせていただきました。 

  しかし、もう一つ別な話を聞かせていただきました。これは私どもの町ではございません

けれども、北海道の都市部に住んでおられる方が、北海道の私どもの近郊のところに移り住

みたい、定住をしたいということで家を建てたようでございます。ここが安住の土地だろう

ということで家を建てて、奥さんと一緒に暮らしを始めた。ところが、隣近所の方となかな

かうまくいかなくて、自分は積極的に中に入っていこうとするのだけれども、周りの方がな

かなか受け入れをしてくれていないような気がするということから、ここに来てよかったの

かどうか、さらに、ここに家を建てて今後どうしようということで、今、相当お悩みになっ

ているというお話も聞かせていただきました。これは、幸いにして私どもの町ではなかった

のですが、定住、移住をされてきた方々が、本当にそこに住んで、ここを安住の土地とでき

ると思えるような体制づくりもしていかなければならないと思います。 

  そういうことで、今回、ワンストップ、サポートサービスということから、産業振興課が

窓口になっていただきますけれども、産業振興課だけではなくて、これは町全体として取り
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組んでいかなければならない問題だなというふうにも思っております。そんなことから、い

ろいろな課と連携をできるような体制づくりをさらに今後も続けていきたいと思っておりま

す。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、町長に答弁いただきましたが、そのとおりだと思います。そのと

おりやっていただければ、少しでも移住の対策にはなると思います。 

  今、お話で移住、定住という言葉を使っていますけれども、基本的には、中身は移住の話

ばかりですけれども、定住というふうに考えると、例えば、今、現に洞爺湖町に住んでい

て、今は独身だということです。例えば結婚しました、子供ができました、それで、何とか

住みかえというか、今、住んでいるアパートが狭いから移りたいという方もいますね。その

中で、そういうところを探すのでまた伊達のほうに引っ越すということではなくて、洞爺湖

町の中で住むということで、そのときには基本的に公営住宅になるのかなと思いますが、た

またま収入の関係などで公営住宅は対象外で入れない。家を建てるまではいかないので、ア

パートを借りるか。アパートも家賃はそこそこするとかということがありますよね。そうい

うことを含めて、ここに住んでいる方というのは、愛着があって住んでいただいていると思

うのです。その方々がよそへ行かないというか、よそにすぐに引っ越したいなと思わないよ

うなまちづくりもこれからは大事かなと思っていますので、今、町長の言われたとおりのこ

とをやっていただければと思います。ですから、ワンストップ化の中で、現に今住んでいる

方の相談もきちんと受けていただければなと思いますので、その辺をよろしくお願いしたい

と思います。 

  次に、（２）です。 

  現在、試行運転中の買い物支援バスについての現在の状況と今後の予定などをお伺いしま

すということで通告させていただきました。 

  今月いっぱいでとりあえず試行運転が終わると聞いておりますけれども、この現状と今後

の予定はどうなのか。予算書を見ても、今回、この件に関する予算が載っていないような気

がしましたので、お聞きしたいと思います。 

○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） 買い物支援バスの運行状況のご質問かと思います。 

  まず初めに、運行の経緯からお話をしていきたいと思います。 

  平成26年11月、とうや湖農協Ａコープ店が閉鎖となりまして、店舗利用者の方々から直接

意見を伺い、一つに移動販売車の充実を洞爺地区で図ってきたところでございます。ただ、

買い物バスの運行への要望もありました。そうしたことから、庁舎内でも洞爺地区の買い物

について検討してきたところであります。そのときに、どれぐらいの住民の方々が利用する

のか、また利用者数によってどのような車両が必要なのか。そして、運行形態はどのように

していくのがよいか話し合ってきたところでございます。 

  幸いにして、今回、洞爺湖町地方創生総合戦略において、地域活性化・地域住民生活等緊
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急支援交付金が入りまして、その事業として試行調査ができることになりました。そうした

中で、運行状況でありますけれども、12月１日から毎週金曜日運行されており、運行の形態

につきましては、洞爺いきがい交流センターを10時６分に出発しまして、洞爺地区の各停留

所にとまり、湖畔を回り、月浦地区、そして洞爺湖温泉、のぞみ団地を経由して、スーパー

のある洞爺駅、また赤川橋停留所に10時45分に到着するコースで運行しております。帰りに

つきましては、赤川橋停留所を12時56分に出発し、洞爺地区が13時55分となっております。 

  利用の状況でございます。利用につきましては、12月では平均12人程度が乗車していると

ころであります。乗車の８割以上の方が洞爺地区から乗っているという状況であります。た

だ、１月、２月の集計ですけれども、１月につきましては平均で約８名、２月につきまして

も７名ということでちょっと減っているところです。 

  この運営の目的と今後の考え方ですけれども、今回、４カ月間運行いたしまして、利用状

況を調査しているところでありまして、調査結果をもとに、今後の買い物支援バスの必要性

と、運行形態という部分ではどのような運行にしていくのか、地域住民の力をいただいてい

くのか、また民間に委託していくのか、独自で運行していくのかということがありますけれ

ども、しっかり検証いたしまして、今後どのようにしていくかを検討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） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、課長からお話を聞きました。 

  利用者が10名から８名、７名という格好で、少ないといえば少ないのかなと思います。で

は、バスではなくてワゴン車でもいいのかなとか、いろいろ出てくるわけです。予算がかか

ることなので、予算をかける以上はきちんとした利用状況が結果的にないとだめだと思って

います。 

  ただ、これは洞爺地区もそうですけれども、今回、洞爺地区から温泉地区はのぞみ団地と

いう格好で、月浦、のぞみ団地という格好になってきますけれども、のぞみ団地の人にいろ

いろ聞くと、今までそういうものがなかったので、何とか現状的に、今まで頼んでいた人に

何とか一緒に乗せていってもらうとか、そういう方が結構いらっしゃるのです。ただ、そう

いう方から言われるのは、１年後はおじいちゃんはだめかもしれないとか、車を運転できな

くなるとか、高齢者同士でやっている方も結構います。また、ある方は、うちのお父さん

は、今、車に乗らせてもらっているけれども、もう年も八十ちょっと前ですけれども、あと

１年か２年たったら、板垣さん、あれだろうねと言う方もいます。これは、きっともって、

これからどんどんふえると思うのです。利用される方がふえても、減ることはないというこ

とではないかと思うのです。 

  その中で、私がいろいろ聞いていたら、利用しない理由の一つに、例えば、買い物をする

時間が長過ぎると。例えば、年寄り１人や２人の買い物だから30分とか40分あれば十分なの

だけれども、１時間ぐらい待たなければいけなくて、買い物した後は黙って待ってるんです
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というような話を聞きます。時間がかかり過ぎるということがありますので、やっぱり、利

便性というか、その辺のこともきちんと検証していった上でやっていったらどうなのかと思

います。 

  例えば、これは洞爺地区の人に言われたのですけれども、例えば金曜日は病院に行く日だ

という人が多くて、なかなか使う日がないのですと。だから、高齢者の方はいろいろな都合

があるわけです。その辺のことも、100％全てとはならないと思いますけれども、その辺の

ことのきちんとした検証というか、聞き取り調査も含めて、アンケートでもいいですから、

そういうことをやっていただいて、これも利用する人が変わっていくと要望もどんどん変

わっていくと思いますけれども、その中で、少しでも町民が納得できるようなスタイルにし

ていかないとだめなのかなと思います。先ほども言いましたけれども、利用者がふえても減

ることはないというものだと思います。私はそう思っているのですが、その辺の考え方はい

かがでしょうか。 

○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） 現在のバスの運行ですけれども、洞爺地区の高台とのバスの

乗り継ぎの時間を考慮して、帰りの時間が２時間程度待つような形になっています。今、

乗っていらっしゃる方々にもご意見を聞いているところでありまして、今お話ししたとお

り、買い物時間はこんなに要らないというお話もあります。そしてまた、今、乗っている方

にもアンケート調査を行っておりますので、そうした集計をとって、今後の検討をしていき

たいと思います。 

  また、今お話ししているとおり、温泉地区の方にお聞きしますと、買い物に行くときには

近くの方に乗せてもらって、帰りにバスに乗られるということも聞いておりますし、今後、

潜在的な需要はあると思います。そういう中でも、住民の皆さんの声を聞きまして、再度検

討していきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのようにきめ細かくやっていただければと思います。全て100％と

はなかなかならないと思いますけれども、100に近い数字を出していただきたいと思いま

す。 

  次に、３番に移ります。 

  通告には、ジオパークの推進で洞爺湖全体、特に中島の整備が必要と思われるが、町の考

えはということで質問させていただいております。 

  今回の町政執行方針の中にもジオパークということも出ておりました。火山だけではなく

てという場面も出ていましたので、あえてこういう質問をさせていただきました。この内容

は、きのう、おとといも森林博物館の件のことで随分出ておりましたけれども、中島全体と

いうことで私は質問をしたいと思います。 

  例えば、中島を見ていますと、エゾシカが大変少なくなったということです。その前まで

は、中島で例えば花を植えようとかいろいろなことをしていても、全部、鹿に食べられてう
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まくいかなかったという場面もあります。そういう部分で、きれいに片づけたい、きれいな

ものをつくりたいとか、何か鹿の関係でということで、今はそれがどんどん減りました。 

  その中で、私が昔から一番気になっていたというか、この部分はもったいないなと思って

いたのは、もともとある森林は難しいかもしれないけれども、人工林というか、落葉みたい

な木が結構面積を持って鬱蒼としているのです。そういうところを、公園化というか、少し

でも観光客の人がくつろげる場所というか、その木を間引きして切って、それを椅子に使う

とかチップにするといって、そういう場面で少しでも公園の面積をつくれないのかなと思う

のです。あそこは林野庁とかいろいろな部分で手つかずのままでないとだめだという話もあ

りますけれども、人が植えた木なのだから、人が切っても構わないだろうと思います。鬱蒼

としているのです。その辺も少し間引きして、少し光を入れて、そこに花畑をつくったり遊

歩道をつくったり散歩コースをつくったりということができたら、もっと活用されるのかな

と思います。その中で、それ以上歩きたい方がいれば、それこそ中島の裏というか、何キロ

メートルか歩いて、いろいろな散策をしていただければ、歩いた方はみんな満足してという

か納得して、本当に歩いてきてよかったと多少疲れてはくるわけですけれども、そういう方

がどんどんふえていくと、今はどちらかというと船に乗ることが目的で中島についでに寄っ

てくるという格好ですけれども、中島に行くために船が利用されなければいけないという格

好になるのかなと思います。例えば、広島にある宮島は年間400万人ぐらい行くということ

ですね。中身が全く違いますけれども、きのうの10番議員のお話だと５万8,000人ぐらいが

島におりるという話がありました。例えば、それが10倍にはならなくても、２倍でも３倍で

もとなっていったら、滞留時間がふえて、連泊される方がふえるのではないかと思うので

す。中島を１周すると結構な時間がかかりますので、そういう中で、中島の利用というか、

ジオパークの中の自然の手つかずのままになっているところを、少しでも窓口的に人工林の

部分だけでも何とか利用できないかと思っての質問です。いかがなものでしょうか。 

○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） ただいまのご質問で、人工林ということで、中島について

若干ご説明させていただきます。 

  先日来、入館者とか上陸者についてはご報告しているのですけれども、中島の桟橋に洞爺

湖町としてお借りしている面積がございます。これが約１万7,000平米でございます。これ

は無償でございます。林野庁から借りておりまして、それを３年から５年の契約の更新とい

う形で、数年前ですと、朝に行きますと鹿がたくさんいて、芝生の芽とか花畑の花を食べて

いる。その対策として、産業振興課のほうで、両サイドに、湖を泳いでくるものですから、

ネットを張ったりして、いろいろな工夫をされているところでございます。ことしに入りま

してからは鹿の数も相当減っているということでございまして、そこで見かけることはござ

いません。 

  それで、鹿が来ないように、ご存じだと思いますけれども、借りている土地の山との境界

にぐるっとネットを張っているところを洞爺湖町では借りているところでございます。 
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  ただ、今、板垣議員がおっしゃいましたように、ここ数年、フットパスということで整備

してございまして、過去には、鹿の影響や、天然林とか人工林も含めて、全体的に中島が台

風で木がたくさん折れたことがございます。サミット開催時の環境教育もありまして、皆さ

んご存じのようにウッドチップになってございます。これらは、あそこに倒木した材を使っ

ておりまして、滋賀県等の学校が来まして、そこでウッドチップ化し、敷き詰めたという環

境教育の実践の例もございます。 

  私ども、現在、中島に入山するに際しては、簡単な名前を書いてくださいという程度の施

錠管理はしてございますですけれども、中に入りますと、約８キロメートルの、中島１周と

言っていますけれども、実際は半周なのですけれども、大平原に行きまして大湾に抜けて

帰ってくる。これらについては、ツーデーマーチでも利用しております。そのほかに、今、

議員がおっしゃいました人工林を回る30分コースということで、二、三キロメートルだと思

いますけれども、30分で帰ってこられるコース等もございます。それで、議員からは、人工

林を活用したということでございましたけれども、最近、鹿がいないせいか、中の植林等の

回復も激しくなっておりまして、背の高いものがたくさん生えてきています。また、木の根

の状況ももう一、二年見ていきたいなと思っております。また風で倒れるものなのか、鹿が

いなくなったことによって根つきがいいのか、この辺のところも最終的には、酪農学園大学

の吉田先生という方に、はっきり言いますけれども、森林博物館のあり方を先日来お答えし

ておりますけれども、酪農学園の先生方のご意見をお伺いして、現地を見て、一番いいの

は、あのフェンスがなくなって、見ばえもネットフェンスはよくないと私どもは理解してお

ります。どこからでも行って遊べる中島であるのがいいのかなと思います。また、滞在とい

うご意見もいただいておりますので、そうすることによりまして洞爺湖温泉の宿泊、また滞

在時間が長くなることによる消費活動の活発化ということも考えられますので、少し相談す

る時間をいただきたいと思っております。 

  ただ、中島につきましては、皆さんもご存じのとおり、洞爺カルデラの最大の地域だと考

えております。私もよく解説しますけれども、11万年前の火山活動で湖ができ、５万年で中

島ができた。私はよく言いますけれども、子供たちに、あの中島も火山です。洞爺湖の有珠

山も５万年すればああいうふうになるのではないかと私は言います。それは皆さんのご意見

があろうと思いますけれども、洞爺カルデラ、ジオをＰＲしていく上での入り口だと考えて

おりますので、もう少々時間をいただき、検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 検討するということで、前向きに検討するということですね。いきな

り話してすぐに進むということになるものではないと思いますけれども、基本的に活用とい

うか、本当に自然のど真ん中という部分で、特に観光客の方が来て言われるのですけれど

も、ここのまちは何もないですねと都会の方は言うのです。何もないのではなくて、自然が

いっぱいあると私は言うのです。都会から来て、都会と同じようなものがあったらおもしろ
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くないでしょう。都会にないものの大自然がいっぱいあって、特に中島とか有珠山は本当に

すごいと私は言うのです。ああ、そうですねと。それには、湖の中の写真集を出された方も

いますし、そういうものを見せてあげたりして、ああ、湖ってすごいねと。多分、夏と冬で

お客さんの目は違うけれども、１年を通した本や写真集があったりするわけですから、そう

いうものをどんどん活用して見せてあげるのです。そうしたら、ああ、また来ます、今度は

夏に来ますという話で、本当に来るか来ないかわからないですけれども、そういう話はする

わけです。 

  その中で、中島というのは、本当にこれからどんどん―今まで、洞爺湖温泉街、洞爺湖

観光というのは、景気とか、そういう勢いの中でずっと来たものもあります。しかし、これ

からは自然で、ジオパークもありますし、その中では大事なポイントなのかなと思いますの

で、そのようなことはきちんと活用していただけるような検討をよろしくお願いしたいと思

います。 

  次に、３番に移ります。 

  町政執行方針を中心にしてやっていますので、話題がどんどん飛ぶのですけれども、次

に、子育て支援についてです。 

  子育て支援の充実で、公共施設全体におむつ交換とか授乳ができる場所などを設置すべき

ということです。これは、本当に細かいお話をして申しわけございませんけれども、例え

ば、役場庁舎などがありますね。例えば体育館とか読書の家とか、そういう長い時間いると

ころにないところがあるのです。役場庁舎だったら、町民の方が来ても、何時間もここにお

られる方はうちらぐらいしかいないのかなと思います。あとは、来て、窓口でちょっとお話

しして帰るみたいな格好ですね。例えば、長くいる読書の家とか体育館にはこういう施設が

必要で、そんな立派なものではなくてもいいです。ちょっと陰に隠れたところでもいいです

し、ちょっとテーブルだけ置いて椅子があればいいみたいな施設だと思うのですけれども、

その辺は必要ではないかと思うのです。これは２人ぐらいのお母さんが言われたのですが、

その辺の考え方はいかがなものでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 初めに、現状についてお答えをさせていただきます。 

  当町では、平成25年度及び平成26年度の２カ年間で、外出時にも授乳やおむつがえができ

るよう、町内の公共施設７カ所に赤ちゃんほっとステーションを設置いたしているところで

ございます。また、北海道では、乳幼児を連れた方が安心して外出ができるよう、授乳とお

むつがえができる施設を北海道赤ちゃんのほっとステーションとして登録する事業を平成23

年度から実施しており、当町におきましても、７施設全て登録をいたしているところでござ

います。北海道では、乳幼児を持つ親御さんが情報を入手しやすいよう、ホームページや携

帯サイトで周知を図っており、当町では、そのほかに今年度作成いたしました子育て応援ガ

イドブックでも周知を図っているところでございます。 

  読書の家や体育館など、長時間滞在する公共施設にも、おむつ交換、授乳のできる場所を
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設置すべきとのご意見でございますが、さらなる設置につきましては、子育て中の親御さん

や子育て支援にかかわる関係者の皆様からのお話も伺い、また、既存の７カ所の赤ちゃん

ほっとステーションの利用状況などの検証を行い、利用頻度のないところにつきましては、

他の公共施設への移設を含めて検討して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） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ぜひ検討して設置していただければと思います。実際にそんなに予算

もかかると個人的に思いませんし、こういう希望があるのであれば、子育て支援という部分

ではいろいろな手を打っている当町ですから、こういうことも必要なのかなと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、５番目に移ります。 

  老朽化した水道管の取りかえ等、特に青葉地区ということで、それが必要と思われるが、

町の計画等を伺いますということで通告させていただきました。 

  これは、３年ぐらい前も、青葉地区というのは、冬になったら水道管が破裂したりして、

ことしもありましたね。たまたま私が青葉地区に用事があって行ったときに、真冬に大騒ぎ

をしているのです。職員の人も大変だろうし、工事の人も大変だろうし、もちろん住んでい

る方が一番大変だと思うのですけれども、お風呂も入れないとか水がとまってどうにもなら

ないという話を聞きました。これは、破裂してというか、おかしくなってから対応するとい

うふうに町としてやろうとしているのか、それとも計画的に、あの辺はちょっと古くなって

きたから大変だよねとなっていれば前もってやろうとしているのか、その辺の感覚について

お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 水道の老朽管の布設がえ計画等のご質問でございます。 

  まず、旧虻田地区の老朽管は、石綿セメント管なのですけれども、残延長は約12.4キロメ

ートルございまして、旧洞爺地区の老朽管の残延長は約1.9キロメートルございます。 

  老朽管の布設がえには多額の費用を要することから、これまで、眺湖通などの街路事業や

町道の洞爺２号線など、道路改良工事等にあわせて布設がえを実施してきました。財政負担

が大きいことから、短期間での布設がえは難しいと考えておりまして、工事金額を抑えるこ

とができる道路改良工事などにあわせて布設がえすることと、管の布設年数や漏水事故の履

歴も考慮しながら効果的に更新したいと考えております。 

  また、青葉地区でございますが、以前より漏水事故が多発している状況がございまして、

平成25年に青葉４号線の排水管約154メートルを布設がえしております。その後、平成25年

度は漏水事故がなかったのですが、平成26年度は２件、今年度も４件の漏水事故がありまし

た。漏水事故が発生しますと、緊急断水等で住民の皆様の生活にご不便をおかけすることと

なり、給水用のポリ容器を配付するなどの対応をしている状況でございます。 

  今後につきましては、青葉地区を含め、漏水事故の発生件数等を考慮し、調査、検討し、
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排水管の布設がえについて計画的に事業を実施してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 計画的にということですけれども、これは、住んでいる方にとって

は、水がないということは本当に不便なのです。夜中のみんな寝ているような時間帯に水道

管がいつの間にか破裂して、いつの間にか直っていたというならまだいいのですけれども、

食事の支度をしなければいけない時間とか、子供をお風呂に入れなければいけない時間と

か、そういうときは、自分の家がそうなったら本当にどうなっているのよと必ずなると思い

ます。だから、計画的にやっていくことが大事だと思いますけれども、お金もかかることで

はあります。その中で、きちんとした対応を、そうなったときはしようがないけれども、そ

の後の対応はなるべく迷惑がかかった住宅の方々一軒一軒におわびするとか、今後こういう

ふうにしていきたいと思いますという説明もきちんとしていかないと住民の方はちょっと大

変だと思います。その辺の考え方はいかがなものでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 住民の方々への通知等は、電話対応と広報等で周知をしてお

りますが、議員がおっしゃられるとおり、不足している部分はあるかと思います。それら

は、これからの検討課題として皆さんに周知する方法もいろいろ検討していきたいと思って

おります。 

  また、この原因の一つに、青葉地区に関しては、水道管の排水管に設置している仕切り弁

の数が少ないことから、広い範囲で断水してしまう状況がございます。今後、排水管の仕切

り弁等を増設し、漏水事故が発生した場合の断水範囲を一部の限定的な範囲でのみとする方

策もあわせて実施していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ぜひ、そういう形の中で、少しでも迷惑のかからないというか、水道

に関しては、電気もそうですけれども、ライフラインという大事な二つです。特に、トイレ

も水道が必ず必要になっているわけですから、そういう形の中で、少しでもいい方向に行っ

ていただければと思います。それは期待しておりますので、よろしくお願いします。 

  次に、最後の６番目ですが、洞爺湖温泉中学校体育館の利用計画についてお伺いします。 

  これは、きのうと初日に温泉中学校に関しての質問等がありました。中学校のことはわか

りました。体育館に限っていえば、耐震化もしてありますし、今後も使っていくということ

で、校舎は近い将来に解体するというお話がありました。その中で、この体育館をもう少し

活用したらいいのではないかという質問です。 

  確かに、いろいろ聞くと、利用している人方が減っているとか、いろいろなことがありま

すし、月浦小学校でやってくださいという話もあるのですけれども、どうしても近いところ

で、特に夜に利用する方は、仕事が終わった後、すぐに行って、そこで何か運動するという
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格好になると、少しでも近い方がいいです。そこに温泉中学校が残るわけですから、この温

泉中学校はもっと活発に使うべきではないかと私は思います。その辺の考え方はいかがなも

のでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 体育館の利用計画ですけれども、現在、地域の皆さんとも協議、

検討しておりませんので、どのような利用がよいのか、具体的な利用計画を持ってはいない

状況でございます。校舎等の解体の方向性の説明や体育館等の利用等について、地域の皆さ

んとともに幅広い協議、検討の上、地域の皆さんの理解を得ながら、利用計画について方向

性を出していくことがよいものと考えているところでございます。 

  なお、現在の体育館の利用でございますけれども、社会教育事業の一環の学校開放での２

団体で週３回のみとなっております。また、閉校後につきましては、一部イベント、マン

ガ・アニメフェスタでの着がえ等での利用のみとなっていることから、管理の面や維持経費

の関係から、学校開放につきましては、温泉小学校を利用していただくことで、利用団体と

の調整の上、了解を得ている状況にあるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 利用する方々と、町民の方々と、いろいろな方と相談されて今後検討

していきたいということですね。 

  例えば、剣道をやっている方から言われたことがあるのです。ここの職員の中にも剣道を

やっている方がいると思いますけれども、虻田体育館より温泉中学校の体育館は床がいい

と。過去に虻田体育館で剣道をしていて、剣道というのは素足ですから、けがをされた方が

おります。その後、修復しました。それにしても、温泉中学校のほうが床がいいということ

です。バレーなどだと靴を履いていますのでいいのですけれども、素足でやる場面は、温泉

中学校は床がいいということです。そういうことを含めていくと、利用する人がまだまだふ

えていくのかなと思いますので、その辺も含めて検討していただければと思いますが、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） 剣道の例ということもございましたが、今度、閉校になると、ご

承知のとおり、学校が運営しているという状況の中で、あいている時間に学校開放というこ

とで地域の皆さんに利用いただいてございます。例えば、今もたまに電気の消し忘れ等が出

てきます。そういう状況も確認して、そういう確認ができるのですが、今度は本当に無人と

なってございますので、団体だけにお任せしてしまうと、例えば冬であれば暖房などいろい

ろなことがございますので、管理の面でなかなか難しいのかなというところがございます。

今のところ、先ほど言ったような大きなイベント等では活用を考えてございますけれども、

一般のご利用になったときの管理の面を考えると、ちょっと難しいのかなと考えておりま

す。 

  いずれにしましても、利用の仕方については、地域の皆さんとともに今後検討していきた
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いと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） これ以上話しても、なかなか納得できる場面はないと思いますけれど

も、活用していくべきだと強く申し上げて、私の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、９番、板垣議員の質問を終わります。 

  11時５分まで休憩いたします。 

（午前１０時５３分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

（午前１１時０５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。 

  これから一般質問をさせていただきます。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、今回

は、具体的な細部にわたっても質問させていただきたいと思いますので、その点はあらかじ

めご理解とご了承を賜りたいと思います。 

  今議会で真屋町長はマスクをしておりますが、答弁のときは非常に迫力があっていいなと

思っております。したがって、きょうはマスクをした同士の質疑にな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。 

  さて、まず最初に、平成の大合併で誕生した洞爺湖町の功罪を問うということで通告をさ

せていただきました。功罪というのを見たら、洞爺湖町が何か不正を行って罪を犯したのか

という問われ方をする方もあろうかと思いますけれども、広辞苑でも確認したところ、功罪

というのは、言うまでもなく、よい面、悪い面という意味でございますから、その点をご理

解いただきたいと思うわけでございます。 

  今まで、平成の大合併をいたしまして洞爺湖町が誕生してから、はや10年を迎えようとし

ております。平成18年３月27日に旧洞爺村と旧虻田町が町村合併をいたしまして、洞爺湖町

が誕生したわけであります。その10年間をしっかりと振り返りながら、検証、検分を図った

中で、これからどのようなまちづくりを進めていくのかということになろうかと思います。 

  私は、10年前を振り返ってみて、合併時には議員ではなかったわけでありますけれども、

当然、旧洞爺村も旧虻田町も、行政執行をする中でいろいろな課題を持っていただけに、合

併することになったのだろうなと思っております。 

  したがって、昨今の洞爺湖町を取り巻く状況を見ると、私自身は、決して合併は間違いで

はなかったのではないかという思いを持っております。ただ、その当時、国が合併を促した
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のは、当然、むちの中では、地方交付税を削減しますと。あめの中では、地方交付税を上乗

せしますよ、特例債を発行しますと。そういうあめとむちによって、いろいろな事情を持っ

ている自治体が合併に向かって前進したということであります。 

  そこで、早速、具体的な細部に入らせていただきますが、まず最初に、合併時の人口、現

在の人口は大体わかっているのですが、もう一度、お願い申し上げたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 合併の人口の推移の前に、まず、合併の背景を先に言わせていただき

たいと思います。 

  ことしの３月で合併をしてちょうど10年の節目を迎えるわけでございますが、当時、合併

の背景にあったものとして、大きく二つのまちが財政的に非常に厳しい状況下にありまし

て、行政サービスをこのまま維持し、地方分権時代にふさわしい行政運営をしていかなけれ

ばならないということなどが求められていた時点で必要性があったのかなと思います。そし

て、二つ目には、少子高齢化、多様化する行政ニーズに対応するため、総合的に合併するこ

とによって行財政改革も進んでいくのではないか。三つ目には、産業基盤の強化を図り、地

域の特性、資源を一本化して共有化する必要性もあるのではないかと、いろいろなことが言

われまして、平成の大合併ということで、平成18年３月末までに合併をしなければならない

といういろいろな制約がある中で、任意合併協議会から法定合併協議会に移行し、当町は10

年前の３月27日に合併に踏み切ったのではないかと考えておりました。 

  私どもも、この合併によって何か問題があったのか、合併しないほうがよかったのではな

いだろうかということではなく、合併してよかったのではないかというふうに思っておりま

す。 

  合併後の人口の推計等については担当部長から答えさせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤総務部長。 

○総務部長（遠藤秀男君） 人口の推移でございます。合併当初の平成18年３月末の住民基本

台帳人口でございますが、１万1,143人となってございます。平成28年２月末、先月末では

9,316人でございます。この10年間で1,827人、率にしまして16.4％の減少となっているとこ

ろでございます。 

  これを地区別に見てみますと、虻田地区が7,830人から6,719人で、減少数が1,111人、率

にして14.2％となってございます。それから、洞爺湖温泉地区が1,428人から1,084人でマイ

ナス344人、率にして24.1％の減少でございます。また、洞爺地区につきましては、1,885人

から1,513人でマイナス372人、率にしまして19.7％の減少となっ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） それでは、もう一点、具体的に細部について伺いますが、今、全国

の自治体の市町村の数は幾らでしょうか。それから、北海道内での市町村の数は幾らでしょ

うか。 
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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） 全国の自治体数でございます。自治体数でいきますと、東京23区

を入れますと1,741となりますが、市町村数でいきますと1,718という形になっております。

道内では179市町村という状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 実は、国の進める今日までの合併によって自治体が非常に少なく

なってきたことを若干ご披露させていただきます。明治時代でありますが、1888年のころに

は７万1,314の市町村があったわけでございます。その後の明治の大合併によって1889年に

は１万5,859市町村になっております。それから、昭和の大合併と言われた1953年10月に

は、9,868市町村、このときの道内の市町村数は278であったわけであります。その後、また

合併が進みまして、1961年の６月ごろには3,472の市町村、このときの道内の市町村は224で

す。そして、平成の大合併、1999年の３月の段階では3,232の市町村がございました。それ

とあわせて、道内は212市町村、2010年の３月ごろには、さらに少なくなりまして、2,727市

町村、道内は179市町村であります。先ほど総務部長が述べられていますように、現在の全

国の市町村の数は1,718市町村で、道内が179となっているわけであります。 

  そこで、先ほど理事者も合併は間違いではなかっただろうという答弁をなさいました。そ

れは私も同感でございます。合併した時点でどういうまちを創造していくのか、どういうま

ちを建立していくのか、当時は現在の真屋町政ではなかったわけでありますけれども、合併

する時点でどのようなまちづくりをしていくのかということが大きな議論の対象になったは

ずです。したがって、先ほど真屋町長も、財政の状況が厳しいさなかでありますから、行政

サービスを維持していくため、あるいはまた、地方分権時代にふさわしい行政体制の確立が

必要なのだと。あわせて、先ほど申し上げたように、少子高齢化、あるいは多様化する行政

ニーズに対応していくためには合併が必要なのだと。もちろん、総合的に行財政改革の必要

性なども先ほど申し上げたようでありますけれども。そういう展望を踏まえてこの10年間

やってきたのだろうと思います。 

  この10年間をいろいろと振り返る中におきまして、先ほど申し上げましたが、合併すると

きには、政府のほうでは地方交付税などを上乗せします、あるいは合併特例債などを発行し

ますよというあめもむちも出していたわけでありますが、10年間の交付税の上乗せ額はおよ

そどのぐらいになったのでしょうか。それから、合併特例債の発行額はこの10年間でどのぐ

らいになったのか、まず伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤総務部長。 

○総務部長（遠藤秀男君） 合併に伴って、有利な財政支援がございました。一つには、合併

推進補助金というものが最初にございました。これにつきましては、この10年間で１億

5,000万円の補助を受けてございまして、この事業としましては、総合支所の改築であった

り、各種電算システムについて両町村でシステムが違ってございましたので、これを統一す

るなどの費用に充てているところでございます。 
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  それから、今、おっしゃいました交付税の状況でございまして、新町としての一本算定に

比べまして有利な算定がえによりこの10年間が来てございます。 

  この10年間の増加額は、累計で33億1,778万円となっているところでございます。ただ、

この算定がえは10年で終了でございますので、今後、段階的に一本算定に移行されていくと

いう状況でございます。 

  もう一点、合併特例債の活用状況でございますが、これにつきましては、充当率が95％で

元利償還金の70％が普通交付税の基準財政需要額に算入されるというものでございます。ま

ちづくりのための基金造成にも活用できることから、平成18年度から３カ年で９億6,900万

円を借り入れしまして合併地域振興基金を設置しているところでございます。この基金につ

きましては、現在、25年償還で返済中でございますが、現在、基金の総額としては、10億

2,000万円ほどになっている状況でございます。このうち、償還が済んでいるのが３億600万

円という状況でございます。この基金の活用につきましては、返済終了を待って、十分検討

していきたいと考えてございます。 

  このほかにも、合併特例債では、今年度、平成27年度でございますけれども、消防の洞爺

出張所の整備、それから、28年度では洞爺高校の施設の解体、洞爺の公民館の解体、多目的

人工芝施設の整備への借り入れを予定してございまして、28年度を含めますと大体15億円ほ

どの借り入れという状況になっ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） 今、総務部長から、今日までの交付税状況や合併特例債の活用方法

なども答弁いただきました。 

  現時点で、この10年がたって、今、理事者の考え方というよりも基本理念と基本方針を

とって、今までまちづくりを進めてきた中で、どういうこの、何が残って、これからが何が

課題なのかということがこれからは極めて重要ではないかという気がします。 

  そこで、私は、時間の関係上、割愛させていただきますし、予算議会でありますから総括

質疑の中でも触れさせていただきますが、理事者、この10年間をしっかりと総括しなければ

ならないと思うのです。やはり、総括なくして発展なし、総括なくして前進なしという言葉

もございます。当然、総括はしっかりとやらなければなりません。 

  行政サイドの総括もそうですが、やはり、この10年間の歩みを振り返って検証、検分を

図ったならば、当然、行政と議会ばかりではなくて、住民の方々もしっかりとこの10年間を

振り返れるような総括の場が必要ではないかと思います。そのことによって、後で触れます

が、これからのまちづくりにも十分寄与できるし、反映されるのではないかなと思いますけ

れども、その10年間の総括はどういった場面でしようとしているのか、その辺をまず伺って

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） 今、合併してちょうど10年という時期を迎えます。その中で、第１期

のまちづくり総合計画が平成19年から平成28年までということで、この次は、平成29年から
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第２期のまちづくり総合計画がスタートするわけでございますけれども、この28年度中に第

１次まちづくり総合計画の検査内容といいましょうか、これを総括し、さらに第２次まちづ

くり総合計画にしっかり引き継いでいく必要があるのであろうというふうに認識しておりま

す。 

  その中で、今、私どもの頭にありますことは、第１次まちづくり総合計画を平成19年から

つくらせていただきました。そのときに、確かに平成18年３月27日で合併はしました。互い

に財政の厳しいまちで、将来は大変な状況になるな、早く行財政改革を立ち上げ、行政のス

リム化もしていかなければならない。当時、職員の数からいきましたら二つ合わせて184人

ぐらいいたと思いますが、職員数も計画性を持ってある程度抑制をしていかなければならな

い。そういうことは念頭にありましたけれども、平成18年に北海道のある市が財政破綻に陥

りまして、平成19年に地方財政の健全化に関する法律が国で定められました。国のほうで合

併は促したけれども、財政的側面のいわゆる足かせを一つそこでつくった。そして、平成20

年度決算でその四つの指針から成るものの中の一つにでも該当すると、それらをクリアする

ための健全化計画を国に提出し、それに邁進し、国と協議をしながら健全化計画を遂行して

いかなければならないというものもございまして、合併はしたけれども、前半の三、四年、

下手をすると五、六年の間は本当に厳しい時代に突入したと思います。しかも、その中で、

公共料金の統一化とか、いろいろな面のもの、また、それ以外にも、当初考えていたことと

違う事業展開をしなければならない等々で、前半は非常に厳しい時代があったと思います

が、そこに住むまちの方々の心が一つにといいましょうか、力を合わせてこの難局を乗り越

えなければならない。それが大きな力になり、さらには、2008年にこの地で先進国首脳会

議、北海道洞爺湖サミット、2009年にはこの地が世界ジオパークに、洞爺湖有珠山が日本国

内で第１号の認定を受けたわけです。その弾みを受けて、さらには、まちに今までなかっ

た、今度は新しい芽がそこで生まれ、観光面においても、農業面においても、水産業面にお

いても、少しずつではありますけれども、その芽がしっかり育つような土壌ができてきた、

そして今日に引き継がれてきたのかなという思いがございます。 

  そういうものをしっかり総括して、住民の皆様と理解を、共通認識をさらに深めてまいり

たい、そういう努力を行政はしていかなければならな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） 今、理事者から、総括の概要が答弁としてあったわけであります

が、これから機会あるごとに住民の方々と総括内容を共有し合っていきたい。それは、これ

からまちづくりを進めるのに当たっては最も重要なことだと思っているのです。 

  合併した時点をもう一度振り返ってみると、私なりに、洞爺地区の住民の方々からいろい

ろと声を聞かされたのは、12月の定例議会でも申し上げておりますけれども、合併というの

は、洞爺は吸収合併されたのではないのかという声が多かったように思うのです。ところ

が、行政そのものも執行してきた内容等を見ると、当然、それは議会で議決も得ております

けれども、それを見ると、いやいや、逆に洞爺のほうにウエートを置いてここ10年間まちづ
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くりを進めてきたのではないかという判断をしておるわけであります。洞爺地区と虻田地区

の均衡のとれたまちづくりをしてきたのではないかなという思いを私は持っておりますけれ

ども、その辺の理事者の見解はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、改めまして越前谷議員の見識、考え方を聞かせていただきまし

て、私どもは本当にありがたいといいましょうか、本当は私どもが洞爺地区の皆様に訴えて

こなければならなかったことで、そのことが行政としてちょっと少なかったのかなという反

省は正直に言って持っております。私たちもある程度のことはやったつもりでございます

が、それがなかなか伝わり切っていなかったのかなと思います。これは、本当に私どもの力

不足ということで非常に残念に思っておりましたけれども、今、議員がおっしゃっていただ

いたようなことを、議員自身も、そして皆さんもお考えいただいたということに対しては、

本当に感謝の念にたえません。私どもは、そういう心を持って今まで対応してきたつもりで

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。 

  私は、こういう議論は、行政間も議会間も共有し合って、第２のステップに向かっていか

なければならないと思います。 

  先ほど理事者も申し上げておりますが、現在の第１期のまちづくり総合計画は平成28年度

で終わります。29年度から始まる向こう10年間の計画はこれから策定されていくのだろうな

と。これから作業が進められていくのだろうなと。そこで、先ほど申し上げましたように、

理事者はいろいろな機会を設けて合併10年間を振り返って実態を共有し合っていきたいとい

うことでございますが、やはり、何かの組織体をつくって、住民の方々の教訓あるいは体験

談、反省点等も含めて吸収できるような組織体をつくってしっかりと検証、検分を図る必要

性があるのではないかと私は思っております。 

  そこで、もう少し前進させていただきますが、平成29年度からの洞爺湖町のまちづくり総

合計画を策定するに当たって伺っておきたいなと思うのです。 

  国のほうは、先ほど申し上げましたように、あめとむちを明らかにした中で、あの当時は

三位一体改革というものがあったはずです。いわゆるこの地方交付税を減額しますよと、そ

ういういろいろなむちを自治体のほうに提供していた。いわゆるその三位一体改革の中で、

2004年から2006年間のこの３年間で国がどれだけの交付税を減額したかというと、何と５兆

円ですよ。５兆円を減額したのです。国の合併の狙いというのは、自分たちの財源の抑制を

図るというのが大きな狙いであります。そのことによって、地方自治体がいろいろな環境に

陥ったり、逆に、合併をしたくてもできなかった自治体などは自助努力によって乗り越えて

いるということもございますけれども、やはり、これからの洞爺湖町を取り巻く環境という

のは、広域行政を重点に置いたまちづくりを進めていく必要性があるのではないのか。いわ

ゆるこの隣接の自治体間の連携が極めて重要になるのではないかという気がするのです。 
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  それは、先ほど冒頭に申し上げましたように、地方交付税もこれから徐々に減額されてく

るでしょう。それから、特例債の活用ということも考えたならば、今までの活用内容も考え

たならば、ある意味での財源不足がそこに生まれてくるだろうという気がしてならないので

す。そうだとするならば、これから洞爺湖町という自治体が、一歩一歩、住民の福祉の増進

なども考えた中でのまちづくりを進めていくためには、洞爺湖町独自でできないものも出て

くるのではないか。そうだとすれば、先ほど申し上げましたように、広域行政のあり方をも

う少し重要視する必要があるのではないか。それから、各隣接の自治体間の環境というもの

についてももっともっとパイプを太くする必要性があるのではないかと思います。 

  第２次の洞爺湖町まちづくり総合計画の策定に向けての将来のビジョンをどのように考え

ているか、現時点のもので構いませんけれども、お聞かせ願えないでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、第２次の洞爺湖町まちづくり総合計画の内容の作業に入っている

ところでございますが、まず一つには、第１次に計画した内容、基本理念、基本構想、こう

いうものがそのまま提唱されてくるのだろうと私は思っております。ただ、その中で多少な

りとも中身の入れかえ等々が出てくるやもしれませんけれども、そこには、今、議員がおっ

しゃっていただいたような広域連携的なもの当然出てくるであろうと思っております。 

  この間、西いぶり定住自立圏形成推進協議会の中で、元総務大臣の増田寛也さんにお越し

をいただいて講演いただいた後、多少お時間をいただいて、西胆振の首長と協議をさせてい

ただきました。増田さんは、都市消滅の本もお書きになりまして、洞爺湖町も大変ピンチだ

けれども、それをピンチと思わないでくれ、ピンチをチャンスに変えて何とか頑張ってほし

い。あなた方のところには潜在的にすばらしい資源が眠っているのだ。そして、この３市３

町の協力体制はすばらしいものがある。特に医療関係です。室蘭を中心とした医療関係が

しっかり確立されている。それを結ぶ交通網もしっかり整備がされている。その中で３市３

町の連携が非常にうまくいっていると。今、前段の議員からお話がありました病院の病床数

の減少等の問題もありますが、今、私どもは危機感を持ちながら、この地域、特に西胆振地

域の医療体系をしっかり守っていこうというのは、私どもの町としても、室蘭の病院の病床

数がなくなったら本当に大変だ、私どもの町の病床数がなくなったら大変だ、これは当然の

ことでございますので、そこのところは連携をしながら進めていかなければならないだろう

と思っております。 

  今、北海道も、ややもするとそれに目を向けていてくれている部分があるのではないかと

僕は思っているのですが、道外から来られて医療を受ける方々も受け入れて、そのために

は、最新の医療技術がある都市部中心ではなく、中間都市の西胆振、こういうところをしっ

かりアピールしていく必要があるのではないだろうかと思います。 

  それから、学校の連携関係です。特に、ここは、室蘭工業大学がありますし、優秀な先生

方もいらっしゃいます。その先生方のノウハウをいただきながら、個々に潜在的に眠ってい

る資源を表に出そうとしておりますが、北海道・北東北縄文遺跡群の遺跡関係、さらには、
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世界ジオパークになっている地域は、北海道では私どもの地域と様似のアポイ岳があります

けれども、そのほかにも遠軽の白滝ジオパーク、さらには十勝、鹿追のジオパーク、三笠の

ジオパーク、北海道に五つのジオパークもできており、またこれからできそうな地域もある

ということから、そこらとうまく連携し、この回遊の場を何とかできないだろうか。さらに

は、むかわ町になりますけれども、いわゆる恐竜の化石等々もあるということから、この地

域には潜在的に物すごい資源がたくさん眠っている、それをさらにアピールしていく必要が

あるだろう。おかげさまで、新幹線も３月26日に北海道に上陸してきます。 

  そういうものをいろいろな意味でトータル的にＰＲしていくことによって、北海道は高い

潜在能力を持っているというお話をいろいろなところで聞かせていただいておりますので、

私どもはそれに邁進していかなければならないと思います。 

  さらにもう一つは、室蘭の開発期成会だけではなくて、我々はこれから羊蹄山麓のほうと

もしっかり連携しながら、今、ニセコ町、あるいは倶知安町のひらふのほうからも、相当

数、私どもの町に来ていただいて、宿泊もしていただいています。モーターサイクルとか、

いろいろなスポーツも楽しんでいただいていますので、羊蹄山麓のほうともしっかり連携を

していかなければならないと思います。 

  ただ、残念なのは、今まで３年間、アイアンマン・ジャパンをこの地域でやっていただき

ましたけれども、どうも、諸般の事情から、平成28年度においては少し休止をせざるを得な

いというお話があります。この部分は、何としても平成29年度以降に復活できるよう、私ど

も町村間の連携をとりながら、今、会社のほうとも打ち合わせをさせていただいているとこ

ろでございます。そういう連携を積み重ねながら、そこに洞爺湖町があるのだよということ

で、何とか連携を深めていき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） 今、理事者から広域行政との連携について答弁をいただいたわけで

ありますが、全く同感でございます。 

  先ほど、西いぶり定住自立圏の確立ということで共生ビジョンについても触れておったよ

うですけれども、そういう中で、洞爺湖町という存在感をどう高めていくのかということが

私は極めて重要だろうと思うのです。そのためには、洞爺湖町の未来はどうあるべきかとい

うビジョンを明確にした中で、そのビジョンに向かって一歩一歩前進を図っていく努力が求

められておる昨今だろうと思うのです。やはり、目先の小さな成功ではまちは変わらないと

思うのです。やはり、しっかりと洞爺湖町のカラーを出して、そのカラーのあり方、いわゆ

るビジョンが極めて大事であるという認識を深めなければならないと思うのです。 

  私は、今回の議会でもいろいろな議員の方々が、それなりに洞爺湖町の思いを持って質問

している内容に、正直、敬服しております。そうだよなと思っております。ただ、やっぱり

一番大事なのは、いろいろな事業をやるのも大いに結構です。アイアンマンも結構です。マ

ンガフェスティバルも大いに結構です。ただ、住民が幸せなまちというのは、そこには魅力

があるのです。そういう魅力ある洞爺湖町、魅力ある地域社会には、当然、観光客も来るで
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しょう。先ほどの質問にありましたように、移住者も結びついてくるでしょう。そういう

しっかりとしたビジョンを明らかにしながら、行政も、議会も、住民の方々も一緒に共有し

合って、一歩一歩、そのビジョンに向かって前進をしていくという努力が今まで以上に求め

られていると思うのです。洞爺湖町はもうやってきていますけれども、今まで以上に努力が

求められます。 

  というのも、これから財政的なことが出てくるでしょう。少子高齢化社会の中で、合併特

例債などを使って建設した維持管理等々の管理費等も降りかかってくるでしょう。そういう

ことを考えれば、もっとお互いに共有し合って、どういうところを基礎にしながらこれから

まちづくりを進めていくべきなのか、私の考えも申し上げながら、理事者の見解を伺ってお

きたいと思うのです。 

  先ほどは、町民参加型の検証、検分を図る機会が必要だろうということを１点申し上げま

した。 

  もう一点は、今日まで行政はいろいろなイベントを行ってまいりました。このイベントの

調整をしっかりと図るべきだと思っておるのです。それというのも、やっぱり住民がイベン

トのあり方、要旨といいますか、要項といいましょうか、その辺をしっかりと認識した中

で、いかに住民の方々がそういうイベントに参加できるかという環境ですね。きのう理事者

も答弁しておりましたが、やはりボランティアの方々で住民の方々も環境を十分共有し合っ

た中でボランティアに参加していただきたいということを申しまして、全くそのとおりだと

思うのです。ただ、理事者、いろいろなイベントのあり方で私は思っているのですけれど

も、本町では、この日、何々をやっている、洞爺地区でも何々をやっている、洞爺湖温泉で

も何々をやっているということでイベントの開催日が決定されて行われているのです。少子

高齢化が進んで、人口も少なくなって、高齢者も多くなってくると、イベントに参加したく

ても、なかなかできないような状況になってきています。 

  そこで、私は、このイベントの開催日、開催要項も含めて、もう少し行政サイドでも、関

係団体も含めて調整する必要があるのではないかと思うのです。そのことによって、いろい

ろな住民の方々が参加できなかったことがもう一度戻ってきて、イベントに参加できるよう

な環境ができるのではないかと思うわけであります。 

  もう一点、今日まで洞爺湖町はいろいろ努力されてきていることも私は理解しておりま

す。ただ、洞爺地区の住民の方々と虻田地区の住民の方々の交流をやっておりますけれど

も、もっと強化するべきではないかと思うのです。そのことによって、将来のまちづくりの

ビジョンに対して、一つの輪になって、一つの心になって前進していく、その基礎ができ上

がるのではないかと思うのです。 

  私も一つ宣伝をさせていただきますが、この13日にふれあう心の文化広場というものがご

ざいます。その中で、洞爺文化協会の温かいご協力、ご支援によって、洞爺音頭保存会の

方々もこの日は出ることになったのです。古くからある洞爺音頭をご披露してくださること

になりました。ご存じのように、洞爺湖温泉には洞爺湖小唄・音頭保存会という洞爺湖音頭
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を保存している団体がございます。それが、13日、洞爺音頭も洞爺湖音頭も一堂に集まるの

ですよ。これは初の夢の競演なのです。こういったことを一つ一つみんなで考えて知恵を出

せば、本町地区、本町というよりも虻田地区の住民の方々と洞爺地区の住民の方々の交流を

深める中で、地域文化がどうあるべきか、洞爺湖町というまちはこうあるべきかというのが

おのずから出てくる機運が高まる気がしてならないのですけれども、理事者の見解を伺って

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） 今、議員からご提案いただきましたことは、本当にそうだと思いま

す。町民参加型の協働のまちづくりというのは、本当にそうでございまして、直近のお話を

させていただきますと、いろいろなところで町民の皆様の声を聞くということで、洞爺高校

の廃校に伴って、その跡地対策、あるいはネイパル洞爺の解体に伴う跡地対策、そこには多

くの住民の皆様のご意見を聞きながら、それらのご意見を参考にしながら、今、それに向

かった基盤整備に当たらせていただいこうと思っております。また、ごみ減量化の問題にし

ても、いろいろなところからのご意見を賜りながら、今のごみ処理施設花美館を何とかもっ

と違うものに変えることができないか。そのためには、地域住民の方々との話し合いという

ことで、おかげさまで花和地区の方々のご理解もいただいていると聞いておりますので、そ

れもそういう方向に進めていかなければならないです。 

  それから、今、提案いただいた中で、イベントの調整を図る、いわゆる住民参加型、これ

はごもっともでございまして、今、端的に申しますと、私どもの町も古くからマラソン大会

をやっておりますが、以前からお手伝いしていただいた方々がある程度の高齢に達してきて

いて、もうこれ以上は勘弁してくれよという方々もいらっしゃいます。これは事実でござい

まして、そういう方々にかわる新しい方々、若い方が少ないとはいえ、まだまだ若い方はい

らっしゃる。動ける方もいらっしゃる。そういう方々へのアピールというかＰＲもしていか

なければならないだろうと思います。それから、何か大会があるときは、本町地区の周辺、

駅前周辺も何らかの形で協力、参加できるようなものを手がけていかなければならない。そ

れは、水の駅もしかり、道の駅もしかり、いろいろなところで、町内できょうはこういうイ

ベントがあるのですよということを町民総出でできるような体制づくり、そのためには、行

政が、一つの課が中心となる、そこにいろいろな課がくっついていくわけですけれども、そ

の課だけのエゴではなくて、やはり、町民の皆様を対象として、こういうふうにしたら、い

いお祭りになるということをしっかり議論した上でお祭りを盛り上げていっていただければ

なと思っております。 

  今、もう一つ思っているのは、ツーデーマーチというものがありますけれども、来ていた

だいたお客様がホテル、旅館にお泊まりになって、高い旅費を出して、または会費を出して

参加していただいています。参加人数も年間1,000人程度ということで、非常に横ばい状態

であります。これを打破していくためには、やはり何らかの形を考えていかなければなりま

せん。今、たまたま温泉中学校の校舎の使用目的を考えていく検討に入るということでござ
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いますけれども、できることであれば、そういう方々に寝泊まりをしていただくと、参加者

の負担が軽減されるとか、そういうことも何かお手伝いできるのではないかと思います。こ

れから実行委員会の中でいろいろ協議していただいて、洞爺湖に来たらそういう大会に参加

できるというものができ上がればいいのかなと思っております。 

  今、ことしのお祭りの中で、今まであったお祭りが二つ同じ時期に重なっていたけれど

も、それではちょっと大変だよねと。今、実行委員会の方々が、これを一つのお祭りにし

て、一つの場所でやったらもっと効率的になるかもしれない、こういうことも町内で検討し

ていただいているところでございます。それには、多くの住民の皆様に参加していただい

て、いろいろなご意見を出していただいて、それをうまくコーディネートしていくのがこれ

からの行政の役割かなと思っております。そんなことに邁進していきたいと思っておりま

す。 

  今、合併10年の記念式典がこれから行われようとしておりますが、私どものほうでも実行

委員会を立ち上げて、各界の方々のご意見を聞いております。３月27日の10時から洞爺湖の

文化センターでやらせていただこうと思っておりますけれども、今ご提案いただいておるの

は、３小学校の３年生全員に町民憲章を声を合わせて読み上げていただこう。そして、虻

田、洞爺両中学校の吹奏楽部の合同演奏をしていただこう。さらには、町の無形文化財でご

ざいます香川、曙、月浦の３地区の獅子舞も、町内では初めて一つの舞台に上がって演舞を

行っていただこう。そういう計画もされているようでございます。また、最後には子供たち

の合唱もあるようでございますが、それには町民の多くの参加していただける皆様に一緒に

声を出して歌っていただこうということも計画しているようでございます。これを、10年を

節目として、さらなる10年、20年に向けた第一歩となるような住民参加型の記念式典にして

いきたいなと考えております。 

○議長（佐々木良一君） それでは、１時まで昼食休憩にいたします。 

（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） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

 ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 一般質問も長ければいいというものではないという同僚議員の声も

聞こえてまいりました。できるだけ簡潔に質問させていただいて、一般質問を終了したいな

と思っております。 

  大合併の洞爺湖町の功罪を問うという内容については、先ほど冒頭に申し上げたように、

総括質疑の中でも若干触れさせてもらいますので、できるだけ割愛しながら簡潔に申し上げ

たいと思います。 
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  何といっても、冒頭に申し上げましたが、総括なくして発展なし、総括なくして前進がな

しです。私も、洞爺湖町、旧虻田町に参ってから、ある組織にいたときに、指導者から、

やっぱり総括というのは徹底してやらなければだめだ、そして、総括した内容を教訓として

次のことに反映していかなければならないという指導を受けました。したがって、総括はい

かに大事かということは、ここにいる方々は十分認識を深めているだろうと思いますが、先

ほど理事者から、総括については、検証、検分については、機会あるごとに住民の方々に報

告しながら、情報共有をし合っていきたいということでございました。それはそれでよしと

して、第２期の洞爺湖町まちづくり総合計画を策定するに当たって、そういう住民の声を吸

収した中で、どういう機関で住民の声も反映できるようにしていくのかという策定する段階

での未来展望に向けた協議をする組織体をどう考えているのか、最後に伺っておきたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤総務部長。 

○総務部長（遠藤秀男君） 平成29年度から10年間の第２期まちづくり総合計画でございま

す。現在、住民から成る審議会のほうで皆様に種々の協議をいただいているところでござい

ます。 

  先ほど町長も申し上げておりましたが、基本的には第１期計画の基本構想は継承しなが

ら、地域間連携も非常に重要視して進めていきたいと考えてございます。その中で、今後の

住民参加という部分でございますけれども、今、申し上げましたように、この審議会の中で

しっかり協議をしていただいた上で、素案ができた段階で、また住民の皆様にしっかりと公

表しながら意見を聞き、その上でまた議会の皆様にも審議を賜っていただければと考えてお

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） わぜひ、連携と協働と。したがって、いかに総参加の中でまちづく

りを進めていくのかというと、第２期の洞爺湖町のまちづくり総合計画を策定するのに当

たっても、できるだけ住民の方々も参加できた中での策定を希求いたしますので、ぜひそう

いう環境で策定をしていただきたいと思います。 

  それでは、２番目の質問に入らせていただきたいと思います。 

  手話条例を制定すべきと思うが、理事者の見解を問うということで通告させていただきま

した。答弁によっては、５分で終わりますし、答弁いかんによっては、34分使うこともあろ

うかと思います。そういうことも含めて、ぜひ前向きな答弁をいただきたいと思います。 

  我々は、通常、聾啞者と言いますけれども、聾者とも言うのですね。後で触れさせていた

だきますが、石狩市あたりは全国で１番目の手話条例を制定したところでありますが、洞爺

湖町内に視覚障がい者や聴覚障がい者が何人いるのか、その中で聾啞者は何人いるのか、確

認しておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 洞爺湖町におけます言語聴覚障がい者の身体障害者手帳所持
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者数でございますが、平成28年２月26日現在で57名でございます。そのうち、１種１級の手

帳を所持している方は６名いらっしゃいますが、他の障がいと重複して認定されている状況

でございます。 

  なお、手話により意思伝達が必要な方は現在はいらっしゃらない状況でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、言語聴覚障がい者数は57名といことでございますね。間違いあ

りませんね。 

  それでまず、全国的に手話条例を制定する自治体が非常に広がりを見せております。北海

道の高橋はるみ知事も手話基本条例を制定したいということで前向きに検討に入った模様で

あります。都道府県のどの府県が全国でいち早く手話基本条例を制定したかというと、鳥取

県であります。では、道内ではどこかというと、先ほど冒頭に申し上げましたが、石狩市が

2013年12月に、これは全国の市町村で初めてであります。その後、十勝管内の新得、鹿追、

名寄市はこの４月から施行予定です。登別市も入るようでありますから、登別も含めれば全

道で５市町ということになります。伊達市においても、今、手話条例を制定しなければなら

ないということで、条例化に向けて急ピッチで進めているようでありまして、３月７日には

手話教室も開いております。そして、この手話教室には約80名の受講者があったようであり

ます。先ほど申し上げましたが、道の高橋はるみ知事も、手話基本条例の制定を目指して、

今、積極的に作業を進めているということが報道されております。 

  道内はもちろんのこと、とりわけ洞爺湖町内においても、急速に高齢者がふえてきており

ますし、障がい者は年々増加してくるだろうということを考えれば、洞爺湖町としても積極

的に取り組んでいかなければならないだろうと思います。 

  前に戻りますが、いわゆる視聴覚の身体障がい者は、平成14年の３月段階で全道で30万人

超になっております。10年前から比べて３万人もふえてきているということですから、これ

から高齢化社会がどんどん進んでいくことによって、視聴覚障がい者がもっとふえてくるだ

ろうと私は危惧しているところであります。 

  やはり、理事者も、公平平等、あるいは共存、共愛、友愛のまちづくりを進めていきたい

ということをいろいろの場で申し述べているようでありますが、やはり、誰もが生活するに

当たって安心感が高まるような地域環境をつくり上げていかなければならないだろうと思う

わけであります。したがって、障がい者の方々でも安心して生活のできる環境を早急に整え

ることが重要ではないと思っております。 

  おとといの理事者の答弁の中で、福祉行政を目指して頑張っていきたいと述べておりま

す。それとあわせて、理事者、やはり洞爺湖温泉という交流人口が膨大に膨らむ地域もある

わけであります。したがって、洞爺湖町内においては、57名の言語視聴覚障がい者というこ

とでありますけれども、全国から来られる視聴覚に障がいがある方々でも安心して観光を楽

しめるような環境を整えていくとするならば、まさに洞爺湖町では手話条例を策定するべき
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だという気がしてならないのでありますが、まず最初に、手話条例の策定に向けて通告した

以降、どのような見解をお持ちなのか、お聞かせ願えませんか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 北海道におきましても、議員がおっしゃいましたとおり、手

話条例につきましては、有識者や障がいのある方などで組織する検討委員会を設置して、現

在、協議をしているところでございます。 

  当町では、手話通訳を必要とされる方は現時点ではいらっしゃいませんけれども、議員が

ご指摘のとおり、国際観光地でございます当町において、ホテルや旅館、それからお土産店

等、さまざまな場面で聴覚障がいのある人に対してのおもてなしの心、それから満足のいく

サービスを提供するためにも、町民やホテル従業員などを対象とした手話講習会などを開催

し、手話の普及啓発に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

  あわせて、手話条例につきましては、まずは検討会を立ち上げ、前向きに検討してまいり

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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、健康福祉課長のほうから答弁をいただいたわけでありますが、

今、前向きに検討と言いました。検討しなければならない条例の制定に向けて、どういう障

害、弊害があるのですか、お聞かせください。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 現時点では障害というものは考えておりません。ただ、北海

道の場合におきましては、議員もおっしゃいましたとおり、既に４市町村が条例を定められ

ており、さらに2016年に予定をしている市町村が４市町ございます。現在、こういった形で

検討会を設けている市町村もございますことから、さらなる普及が図られるというふうに私

も感じてはおりますけれども、現在実施しているような検討の内容等の情報をいただきなが

ら、当町も前向きに検討していきたいというふうに思っ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） 今、検討している内容等を提供していただいてということも述べて

いるようでありますが、他町村はどうでもいいのですよ。洞爺湖町でこういう障がい者を公

平な立場で平等に生活できるような、そういう環境を整えていくための基本条例の制定で、

この基本条例を制定したからといって、年間何百万円も何千万円もかかるということではな

いのです。社会的にハンデのある方も自由に健常者の我々と一緒に生活できるような、そう

いう環境を整える手話条例なのです。 

  申しわけないのですが、私は最近の議会のあり方に納得していない部分もあるのです。そ

れというのは、わからないのかもしれませんけれども、洞爺湖町議会で平成26年９月25日に

手話言語法制定を求める意見書ということで、手話は言語であると。したがって、自由に手

話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできるような環境整備を目的と
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して、仮称でありますが、手話言語法を制定することということで意見書を国に出している

のですよ。こういう意見書の採択のときに皆さん方はいない、町の三役だけがいて。だか

ら、この辺の流れもご存じないのだろうと思うのです。 

  私は、やっぱり、他町村が検討している材料をどうとかこうということではなくて、少な

からずや洞爺湖町内に視聴覚の障がい者がいるとするならば、これからもふえるという予想

をされるならば、手話条例をつくって、その方々をある意味で救済する、あるいはまた、公

平平等の環境で生活できるようなことをするのが行政ですよ。それが地方自治の総論です

よ。そういった検討を深めなければならないというのは、私には説得力がないことです。そ

れよりも、手話条例を制定する方向で各団体と協議を深めていきますと。 

  それと、理事者、大変申しわけないですが、健康福祉課長、地域に入ってみてください。

物すごく評判がいい。我々弱者を本当に救済してくれる、我々のことを思って行政は動いて

くれる方だ、あの人はすばらしいと、本当なのですよ、これは。つくり話を言っているので

はないです。健康福祉課長は弱者の方々に、それから、ある意味で日の当たらないような

方々に対して、しっかりとした行政マンとして使命を果たしているという評判のいい方か

ら、検討したいということだけでは説得力がない、自分には。もう少し、一歩前進して、つ

くるために検討させてもらいますという答弁をいただけないでしょうか。 

  理事者、その辺の見解はどうでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 担当課長は担当課長の立場で申させてもらったところでございます

が、手話条例については本当に真剣に考えていきたいと思っております。そして、その思い

を、最大限の思いで担当課長は表現してくれたのだと思いますけれども、恐らくそういう方

向に向かうであろうということを私も期待しております。 

  また、現在、洞爺湖温泉街のほうでは、私ども職員のほうからみずから、英会話教室をや

ろうということで、今、英国青年お２人にお手伝いをしていただいて、時間を区切って、曜

日を区切ってでございますけれども、ホテルの従業員の方々に出向いてもらって、そこで英

会話の教室をやっていただいております。恐らく、同じようなことはできると思いますの

で、早急にそれらの対応を進め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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 理事者の答弁である程度理解しましたけれども、やはり行政の答弁

の中で気になるのは、検討、検討と言われることです。検討と言われて実現されたことがほ

とんどないです。そういう報告もない。99％と言っても間違っていないだろうと思うので

す。やはり、今回のことについては、制定をするための検討でなければならない。そのこと

をしっかりわきまえて、健康福祉課長、本当にあなたは地域の中で評判がいい、庁舎内でも

評判がいい。その担当する部署のことでございますから、洞爺湖町の執行方針にも書かれて

いますよ、福祉行政を目指して頑張っていきたいと。そのことをしっかりと熟知した中で、

この手話条例を、もしできなかったならば６月にまたやりますので、もう少し具体的に全国
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のことを含めてやります。これは、本当に何度も言いますけれども、笑う方もいるかもわか

りませんけれども、つくったからといって財源を圧迫するようなことはほとんどないです

よ。それよりも、町内全体で、そういった方々と自由に会話できるような環境を整えていく

ための手話条例ですから、そのことをしっかり受けとめて努力していただければと思いま

す。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

○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。 

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

    ◎同意第７号から同意第20号まで一括上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、同意第７号農業委員会委員の任命についてから、同意第

20号農業委員会委員の任命についてまでを一括として議題といたします。 

  一括して提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、同意第７号から同意第20号までの14件を一括してご提案

をさせていただきます。いずれも、農業委員会委員の任命について同意を求めるものでござ

います。 

  農業委員会の法律改正を受けて、昨年の12月に農業委員会委員の定数条例について議決を

いただいております。その条例に基づきまして任命をするものでございます。 

  なお、それぞれの委員の略歴につきましては、後ほど一括してご説明をさせていただきま

す。 

  それでは、議案書の１ページでございます。 

  同意第７号農業委員会委員の任命について。 

  下記の者を農業委員会の委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により議会の同意を求めるものございます。 

  記としまして、住所、虻田郡洞爺湖町入江145番地１、氏名、澤田英雄氏でございます。 

  続いて、２ページでございます。 

  同意第８号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町清水168番地、氏名、小林忍氏でございます。 

  続いて、３ページでございます。 

  同意第９号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町月浦92番地、氏名、青山晴重氏でございます。 

  続いて、４ページでございます。 

  同意第10号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町花和130番地、氏名、塩野谷幸一氏でございます。 

  続いて、５ページでございます。 
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  同意第11号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町財田160番地、氏名、堤寛氏でございます。 

  ６ページでございます。 

  同意第12号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町洞爺町54番地、氏名、京谷常美氏でございます。 

  ７ページでございます。 

  同意第13号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町旭浦９番地、氏名、平尾博氏でございます。 

  ８ページでございます。 

  同意第14号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町成香399番地、氏名、原田尚一氏でございます。 

  ９ページでございます。 

  同意第15号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町成香64番地、氏名、星博明氏でございます。 

  10ページでございます。 

  同意第16号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町香川108番地、氏名、田中利一氏でございます。 

  11ページでございます。 

  同意第17号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町香川５番地、氏名、西岡正雄氏でございます。 

  12ページでございます。 

  同意第18号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町成香365番地６、氏名、小山隆顕氏でございます。 

  続いて、13ページでございます。 

  同意第19号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町成香361番地、氏名、中川俊司氏でございます。 

  続いて、14ページ。 

  同意第20号農業委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、虻田郡洞爺湖町洞爺町57番地２、氏名、村上正弘氏でございます。 

  なお、ただいまの同意第17号までの委員につきましては、地域推薦の委員でございます。

それから、第18号につきましては、団体推薦ということで、ＪＡとうや湖の推薦になりま

す。同意第19号についても、団体推薦ということで、いぶり農業共済組合からの推薦という

ことになります。同意第20号については、一般公募という形の委員でございます。 

  それでは、議案説明資料で略歴をご説明させていただきます。 

  議案説明資料の１ページからでございます。 

  澤田英雄氏の略歴でございます。 
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  氏名、澤田英雄氏。年齢、53歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和56年３月、北海道立伊達高等学校を卒業され、同年４月、農業

に従事され、現在に至っております。 

  団体歴等につきましては、昭和62年４月に虻田町４Ｈクラブ部長、平成７年４月、とうや

湖農業協同組合青年部長、平成26年４月、入江地区農事組合組合長をされ、現在に至ってお

ります。 

  続いて、２ページでございます。 

  同意第８号の小林忍氏の略歴でございます。 

  氏名、小林忍氏。年齢、63歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和46年３月、北海道立伊達高等学校を卒業され、同年４月、農業

に従事、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成２年７月から平成17年７月まで虻田町農業委員会委員を務め

られております。 

  団体歴につきましては、平成２年５月、西胆振農業共済組合理事、平成11年２月、いぶり

農業共済組合理事を務められております。 

  続いて、３ページでございます。 

  同意第９号の青山晴重氏の略歴でございます。 

  氏名、青山晴重氏。65歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和44年３月、北海道立伊達高等学校を卒業され、同年４月、農業

に従事、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成14年７月から平成17年７月まで虻田町農業委員会委員、平成

19年３月から現在まで洞爺湖町農業委員会委員を務められております。平成４年４月から平

成18年３月まで虻田町体育指導員、平成18年６月から平成22年３月まで洞爺湖町体育指導

員、平成24年８月から洞爺湖町公害対策審議会委員を現在までなさっております。 

  団体歴につきましては、昭和50年４月、月浦自治会の役員をなされております。 

  ４ページでございます。 

  同意第10号の塩野谷幸一氏の略歴でございます。 

  塩野谷幸一氏。69歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和44年３月、酪農学園大学酪農学科を卒業され、同年４月、農業

に従事をされております。昭和52年２月に、有限会社レークヒル牧場代表取締役として現在

に至っております。 

  公職歴につきましては、平成19年３月から洞爺湖町農業委員会委員を現在に至るまでな

さっております。 

  団体歴等につきましては、平成21年３月、サツラク農業協同組合理事、平成22年２月、ラ

クレン農業協同組合連合会代表監事で現在に至っております。平成22年２月、洞爺清住酪農

組合組合長で現在に至っております。 
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  ５ページでございます。 

  同意第11号の堤寛氏でございます。 

  堤寛氏。70歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和40年３月、洞爺村立洞爺高等学校を卒業されており、同年４月

から農業に従事され、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成25年３月から洞爺湖町農業委員会委員を現在に至るまでな

さっております。 

  団体歴等につきましては、平成21年５月、いぶり農業共済組合地区部長で現在に至ってお

ります。平成21年５月、いぶり農業共済組合評価委員で現在に至っております。平成27年４

月、財田上地区農事組合組合長で現在に至っております。 

  ６ページでございます。 

  同意第12号の京谷常美氏の略歴でございます。 

  京谷常美氏。年齢は67歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和42年３月、北海道立室蘭工業高等学校電気科を卒業されており

ます。 

  職歴につきましては、昭和43年４月から農業に従事され、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、昭和62年７月から平成14年７月、洞爺村農業委員会委員をなされ

ております。平成14年７月から平成18年３月、洞爺村農業委員会会長職務代理をなされてお

ります。平成18年３月から平成22年３月、洞爺湖町農業委員会委員、平成22年３月から洞爺

湖町農業委員会会長として現在に至っております。平成元年４月から、西胆振消防組合洞爺

湖消防団員として現在に至っております。平成18年８月から平成20年７月まで洞爺湖町公害

対策審議会の委員をなされております。平成21年10月から洞爺湖町国民健康保険運営協議会

委員として現在に至っております。 

  ７ページでございます。 

  同意第13号の平尾博氏の略歴でございます。 

  平尾博氏。年齢は62歳でございます。 

  学歴、昭和47年３月に北海道立倶知安農業高等学校を卒業され、同年４月から農業に従事

され、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成19年３月から平成22年３月まで洞爺湖町農業委員会委員をな

されております。平成25年３月から洞爺湖町農業委員会委員として現在に至っております。 

  団体歴等につきましては、平成24年３月、とうや湖和牛生産改良組合副組合長をなされて

おります。 

  ８ページでございます。 

  同意第14号の原田尚一氏の略歴でございます。 

  原田尚一氏。年齢は54歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和55年３月、北海道立豊浦高等学校を卒業され、同年４月に農業
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に従事、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成17年７月から平成18年３月まで洞爺村農業委員会委員、平成

18年３月から洞爺湖町農業委員会委員として現在に至っております。 

  団体歴等につきましては、平成25年１月、とうや湖クリーン農業振興協議会青果部会会

長、平成25年１月から、とうや湖農協長芋振興協議会会長で現在に至っております。平成27

年４月から、とうや湖農協そ菜連絡振興協議会会長で現在に至っております。 

  ９ページでございます。 

  同意第15号、星博明氏の略歴でございます。 

  星博明氏。年齢は57歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和52年３月、北海道立倶知安農業高等学校を卒業され、同年４月

に農業に従事、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成26年２月から平成28年２月まで、洞爺湖町まちづくり審議会

の委員をなされております。 

  団体歴等につきましては、平成９年４月、洞爺村立成香小学校ＰＴＡ会長、平成25年４

月、成香自治会役員を歴任されております。 

  10ページでございます。 

  同意第16号の田中利一氏の略歴でございます。 

  田中利一氏。年齢、61歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和44年３月、洞爺村立洞爺中学校を卒業され、同年４月、農業に

従事、現在に至っております。 

  団体歴等につきましては、平成８年４月、洞爺村立香川小学校ＰＴＡ会長、平成20年４

月、香川自治会役員、平成26年４月、香川獅子舞保存会副会長で現在に至っております。 

  11ページでございます。 

  同意第17号の西岡正雄氏の略歴でございます。 

  西岡正雄氏。年齢は52歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和57年３月、北海道立倶知安高等学校を卒業され、同年４月に農

業に従事され、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成20年４月から平成22年３月、洞爺湖町社会教育委員、平成26

年８月から洞爺湖町公害対策審議会委員で現在に至っております。平成23年12月から平成25

年３月、洞爺湖町地域福祉計画策定委員会委員をなされております。 

  団体歴でございます。平成11年４月、とうや湖農業協同組合青年部長、平成25年４月、大

原自治会役員にて現在に至っております。 

  12ページでございます。 

  同意第18号の小山隆顕氏の略歴でございます。 

  小山隆顕氏。年齢は61歳でございます。 

  学歴は、昭和51年３月、北海道拓殖短期大学を卒業されております。 
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  職歴につきましては、昭和48年３月から農業に従事し、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成24年４月から洞爺湖町農業委員会委員で現在に至っておりま

す。 

  団体歴につきましては、平成21年４月、とうや湖農業協同組合理事、平成24年４月、とう

や湖農業協同組合地区担当理事として現在に至っております。 

  13ページでございます。 

  同意第19号の中川俊司氏の略歴でございます。 

  中川俊司氏。年齢は58歳でございます。 

  学歴につきましては、昭和50年３月、北海道立倶知安農業高等学校を卒業され、同年４月

に農業に従事され、現在に至っております。 

  公職歴は、平成21年２月から洞爺湖町農業委員会委員で現在に至っております。 

  団体歴等につきましては、平成２年３月、とうや湖農業協同組合葉菜部会会長、平成７年

２月、胆振西部農業共済組合地区部長、平成７年４月、胆振西部農業共済組合評価委員、平

成22年１月、いぶり農業共済組合理事をなさっております。 

  最後に14ページでございます。 

  同意第20号の村上正弘氏の略歴でございます。 

  村上正弘氏。年齢は63歳でございます。 

  学歴は、昭和45年３月、北海道立虻田商業高等学校を卒業されております。 

  職歴につきましては、昭和45年３月、伊藤ハム栄養食品株式会社入社。昭和46年４月、同

社を退社されております。昭和46年５月、森永商事株式会社入社。昭和50年４月に同社を退

社されておりまして、昭和51年４月、洞爺村役場に奉職されております。平成18年３月、洞

爺湖町役場職員として奉職され、平成24年３月、同役場を退職しております。 

  公職歴につきましては、平成24年７月から洞爺湖町廃棄物減量等推進審議会委員として現

在に至っております。平成24年10月から平成26年10月、洞爺湖町洞爺地区振興策検討委員会

委員をなされております。平成26年４月から洞爺湖町人権擁護委員として現在に至っており

ます。 

  団体歴等につきましては、平成10年４月、洞爺第１自治会役員をされ、現在に至っており

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が、確認程度の質疑といたしたいと思います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 本当に確認程度です。今後のこともありますので、確認させていただ

きたいのですが、今回、農業委員として14名の方について提案されているわけですが、見て

みますと、14名のうち８名が現職の方で、６名が新しく、あるいは元という方ですけれど

も、そのうち、団体推薦が２名、公募が１名ということになっています。それぞれ地域ごと
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に、ほどよくと言ったら語弊があるかもしれませんが、農業委員として選出されておりま

す。 

  前回、農業委員については、選挙ではなくて、こういう形で選任、任命をするというふう

になったわけでありますが、この場合、今回のように地域もそれぞれ大体いいぐあいに分か

れ、あるいは公募も１名ということなのですが、やり方としては、このような配分の仕方、

地域分けであったり、あるいは、例えば公募１名を募集するということであったり、こうい

うような方法で選出していくのかどうか。あるいは、今回は今回としてこういうことになっ

たけれども、次回はこれに限らないということなのか、選出の基準というのか、考え方とい

うのか、町側が提案する際のこういう形で提案するという根拠が何かあるのであれば、

ちょっと説明をいただきたいと思います。 

○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） このたびの法律改正に伴いまして、北海道内では、当

町を含めまして６市町村が４月１日から新たな法律に基づいて改選を行っております。です

から、これまでの方法は選挙による地域からの推薦がほとんどでございましたので、その形

をなるべく崩さず、地域を混乱させないような形をとりたいということで、農業委員会のほ

うで、ある程度、地域の区分けをしながら進めさせていただきました。その上、今回はこの

ような形で混乱をさせないという形をとりましたが、次回、農業委員会のほうでも検討させ

ていただきまして、選任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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 余り深く聞き過ぎるとまずいのかなと思いながら聞くのですが、つま

り、今回、こういう形で名簿が上がりました。その名簿を上げる前提としては、地域の推薦

をもとにしてというか、それを基本にして出すのだけれども、現農業委員の方々の中で相談

いただいて、その中で調整を図って名簿として出しましたと、こういう話を今されたのです

か。 

○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） 基本となる地域の区分けにつきましては、農業委員会

のほうで検討させていただきまして、町のほうに申し出をさせていただいてきましたが、そ

の地域のほうでの協議につきましては、農業委員会のほうでは触れてございませんので、そ

の地域の中で、どういう方が適格なのかというご検討をした上で推薦されたということでご

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） これで質疑を終わります。 

  ここで、お諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、ご異議ございません
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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、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、同意第７号から同意第20号までをそれぞれ採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  同意第７号は、これに同意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） 起立全員でございます。 

  したがって、同意第７号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第８号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員でございます。 

  したがって、同意第８号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第９号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員でございます。 

  したがって、同意第９号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第10号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員でございます。 

  したがって、同意第10号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第11号農業委員会委員の任命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、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 
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○議長（佐々木良一君） 起立全員でございます。 

  したがって、同意第11号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第12号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員でございます。 

  したがって、同意第12号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第13号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員でございます。 

  したがって、同意第13号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第14号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員でございます。 

  したがって、同意第14号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第15号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員です。 

  したがって、同意第15号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第16号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員でございます。 
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  したがって、同意第16号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第17号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員です。 

  したがって、同意第17号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第18号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員です。 

  したがって、同意第18号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  続いて、同意第19号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員です。 

  したがって、同意第19号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

  最後に、同意第20号農業委員会委員の任命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、これに同意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） 起立全員です。 

  したがって、同意第20号農業委員会委員の任命については、同意することに決定いたしま

した。 

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

    ◎議案第48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48号洞爺湖町行政不服審査会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。 



－165－ 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の15ページでございます。 

  議案第48号洞爺湖町行政不服審査会条例の制定についてでございます。 

  洞爺湖町行政不服審査会条例を次のように定めるものでございます。 

  この条例の趣旨でございますが、公正性の向上、使いやすさの向上及び国民救済手段の充

実、拡大の観点から、行政不服審査法の全部が改正され、本年４月１日から施行されること

に伴い、同法第81条に規定する執行機関の附属機関として、調査、審議や意見陳述等の法律

により、その権限に属された事項を処理する組織として、洞爺湖町行政不服審査会条例を制

定するものでございます。 

  それでは、各条でございます。 

  第１条でございますが、設置でございます。行政不服審査法第81条の規定に基づき、洞爺

湖町行政不服審査会を設置することを定めております。 

  第２条は、組織でございます。委員は５名以内で組織することを定めた内容でございま

す。 

  第３条は、委員でございます。第１項は、委員について、公正な判断ができ、かつ識見に

すぐれたものから町長が任命することを定めております。第２項は、委員の任期で３年とし

ております。第３項は、再任に関する規定でございます。第４項は、任期満了の特例規定で

ございます。第５項は、委員の罷免に関する規定でございます。第６項については、委員の

守秘義務に関する規定、第７項は、委員の政治活動の制限について定めた内容でございま

す。 

  なお、第６項及び第７項の規定についてでございますが、委員は、さまざまな個人情報を

含んだ案件を審議することが予想されますが、身分は特別職の地方公務員となり、原則、地

方公務員法が適用除外とされることから、条例で地方公務員法と同様の義務を課し、権利を

一部制限するものでございます。 

  16ページ、第４条は、会長でございます。会長の選任方法、代理等について定めた内容で

ございます。 

  第５条は、専門委員でございますが、特定の専門事項について、委員のほかに専門委員を

任命できる規定でございます。委員同様に、守秘義務を課してございます。 

  第６条は、会議でございます。審査会は会長が招集し、委員の半数以上の出席を要するこ

とのほか、可否同数の場合については議長が決することを定めた内容でございます。 

  第７条は、庶務にかかわる規定でございます。 

  第８条は、委任でございます。 

  第９条は、罰則でございますが、先ほどの守秘義務や政治活動の制限と同様に委員は地方

公務員法の適用除外となることから、第３条第６項の規定に違反した場合は、地方公務員法

と同様の１年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを定めてございます。 

  附則第１項でございます。この条例は、平成28年４月１日から施行するものでございま

す。 
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  附則第２項でございますが、委員の任命に関する準備などは、法律の施行前にもできるこ

とを定めた内容でございます。 

  附則第３項でございますが、会議招集の特例規定でございます。 

  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） この議案第48号の行政不服審査会条例、制定するということで、目的

は三つ、先ほど説明の中で挙げられました。公正性の向上、使いやすさの向上、そして救済

手続の充実や拡大と、この三つを目的にしてということです。これまでの行政不服審査法を

含むいわゆる行政訴訟制度の意義というのは、簡単に言えば、行政が行ったこと、または行

わなかったことで、被害を受けた国民や住民の被害救済のための手続を定めたものだったわ

けですね。その時点では、問題があると行政側に認識されていなかったとしても、不服申し

立ての手続を通じて、それまで行政が認識していなかった問題が明らかになるということも

あると。その結果、その後のよりよい行政の改善にもつながっていくということが、これま

での幾つかの事例、あるいは裁判例を通じても明らかになるわけですが、今回、それをあえ

てこのような形に改正する必要性がどこにあるのかということです。先ほどは三つの目的を

挙げられたのですが、本当にそれがそうなのかということで、非常に疑問になるわけです

が、現行の異議申し立てが廃止された場合、申立人の権利救済の仕組みを逆に後退させるこ

とになるのではないかと思うのですが、その点について、いかがお考えでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 今回の行政不服審査法の全文改正でございますけれども、実は、

昭和37年に旧法律が定められておりまして、今回、50年ぶりに大改正を行っております。先

ほど議員からのご質問がありましたけれども、公正性の向上、使いやすさの向上、国民救済

手段の充実、拡大という３点によりまして、50年ぶりの改正が行われたこととなっておりま

す。 

  まず、公正性の向上ということでございます。これまでの行政不服審査法でいきますと、

例えば不服申し立て、町の処分、例えば道路占用の申請があった場合、それは担当課、例え

ば建設課で許可、不許可の決定をしまして、それで通知を行うものでございますけれども、

例えば不許可の決定をされた場合、受けたものにつきましては、異議申し立てをできること

となっておりまして、それにつきましては、処分をした課のほうに申し立てをして、建設課

のほうで審査、それと決定を行うような形になっておりました。今回の改正に伴いまして

は、職員のうち処分を関与しない審理員という方が、申し立てをされた方、それと処分をし

た課の両方の主張を公平に聞きまして審理を行うことになっております。 

  その採決につきましても、今回、ご提案をしておりますけれども、第三者機関、行政不服

審査会というものがございますけれども、そこに諮問をしまして答申を受けなければ採決が
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できないということになっております。そういう形で、今回、公正性の向上ということに

なっております。 

  また、不服申し立てにつきましても、現在、60日の期間が３カ月に延長になっておりまし

て、不服申し立ては、これまで、手続につきましては異議申し立てと審査請求と二つの方法

がございましたけれども、これが審査請求ということで一元化になったということで、こう

いう法律の改正が行われたため、今回は、相当の内容の改正が行われておりまして、不服申

し立てをされる方に対しまして、利便性が向上されているという認識をしております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の説明を聞いて、事前にいただいた資料もありますから私もそれを

見ていたのですが、例えば異議申し立てが廃止された場合、つまり異議申し立ての中には陳

述や検証も含めているのです。ところが、今回はこれがなくなります。そもそも、こうした

不服審査制度を活用する申立人の思いは、自分の権利や利益などを認めてほしい、守ってほ

しいということになってくるわけです。その申立人が、書類一辺倒の再調査ではなく、おざ

なりな調査ではなく、より丁寧な審査を求めようとすれば、審査の再調査の請求に当たって

は、直接その場に行って意見を述べて、そういう陳述、あるいは検証も求めてきたわけで

す。ところが、陳述も検証も基本的にはやらないと。これは、申立人にとっては、おざなり

な対応だとしか言いようがないのではないでしょうか。手続の簡略化、簡易・迅速化などと

言いますけれども、それは、申立人のためではなくて、むしろ再調査をする行政側のための

簡易・迅速化を進めるというような内容にもなっております。 

  また、この審査会のメンバーも、いわば行政に対して異議申し立てをしているわけですけ

れども、その行政の長が任命する委員によって審査が行われるという点での身分上といいま

すか、立場上の問題を抱えているのです。幾ら公平な立場でやってくださいよと言ったとし

ても、任命する側の意図する人物が選ばれていけば、当然、そういう方向に流れていく可能

性だってあるわけです。そのことから言うと、これは申立人にとっては非常に不利益な内容

ではないかと思うのですが、改めて、その件についてどうお考えなのかを伺いたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） ただいまのご質問でございますけれども、先ほど、公正性の向上

ということで審理員を設置するということでございます。これまでは、処分を行った課のほ

うに申し立てが来まして、処分を行った課が審査をして結論を出す形になっておりますけれ

ども、今後は、そうではなくて、申し立てがあった方と処分をした課の両方の主張を審理員

という職員が聞きまして、その主張を公正に審理することになっておりますので、これまで

とは内容的に全く違ってくると思います。それで、その審理員は、例えば、不許可の処分を

したところの担当課ではなくて、例えば、建設課で処分をした場合につきましては、総務部

長がその審理員を行う形になりますので、処分と全く違う課の者がその両方の主張を公正に
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審理するということでございます。 

  もう一点の第三者機関の関係でございます。第三者機関につきましては、法律または行政

にすぐれた見識を有する者で、公正な方を任命するということで、偏った判断をするという

ことではありませんので、それは公平な立場で審議をしていただくような形になります。 

○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） 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48号洞爺湖町行政不服審査会条例の制定について、反対の討論

を行います。 

  提案理由は、行政不服審査法の施行に伴って、当町における行政不服審査会の組織及び運

営その他、法の移行について必要な事項を定めるためというものでありますが、さらに、こ

の後に提案される議案においても、行政不服審査法の施行に伴う８条例についての規定整備

を行うというふうに、その入り口部分になる条例制定ですが、行政不服審査法の改正点のう

ち、最も重要な問題は、不服申し立ての手続を審査請求に一元化して、これまでの異議申し

立て手続を廃止することにあります。すなわち、制度の一本化によって、異議申し立てが再

調査請求に変わり、参考人からの陳述や検証もなくなる。簡易な手続で事実関係の再調査を

して処分の見直しを行うというものです。陳述も検証もないとなれば、再調査は申立人に

とっておざなりの対応としか言えず、簡易と言っても、申立人のためではなく、行政の迅速

化を進めるものにすぎません。救済の仕組みが後退しかねないものです。 

  例を挙げれば、例えば、2013年の４月16日、最高裁で水俣病の認定請求を棄却処分された

水俣市の男性が棄却処分の取り消しを求めて審査請求を行いました。その結果、同年の10

月、公害健康被害補償不服審査会の認定が相当とした棄却処分を取り消した例があります。

これは、現行の不服審査法がよく機能して、行政側が持っている判断の認定の基準が最高裁

の判断を受けて変更されたものとして、よく代表して言われる重要な判例でもあります。 

  行政不服審査法など関連法には、審査期間の延長や証拠書類などの謄写、審理において申

立人の処分庁への質問権など、権利や利益の救済にとっての改善点も確かにあるわけです

が、審査員や行政不服審査会における公正性の担保や、審査庁から独立して審査に当たるた

めの手だてがはっきりしておらず、救済の仕組みが後退しかねない問題を含んでいると言え

ます。 

  以上のような理由から、救済の仕組みが後退しかねない今回の議案第48号については、反

対をせざるを得ないことを申し述べ、反対討論といたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、討論を終わります。 
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  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48号洞爺湖町行政不服審査会条例の制定については、可決されまし

た。 

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

    ◎議案第49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49号洞爺湖町職員の退職管理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17ページでございます。 

  議案第49号洞爺湖町職員の退職管理に関する条例の制定についてでございます。 

  洞爺湖町職員の退職管理に関する条例を次のように定めるものでございます。 

  この条例の制定でございますが、離職後の元職員は、現役職員に対して、一定の影響力を

有していると考えられることから、営利企業等に就職した元職員が離職前に在職していた部

署の現役職員に対し行う行為のうち、住民の不信感を招くおそれのあるものを規制する地方

公務員法の改正が行われたことに伴い、職員の退職管理に関し、必要な事項を定めた条例を

制定するものでございます。 

  条項でございます。 

  第１条でございますが、趣旨の規定でございます。 

  第２条につきましては、営利企業等に再就職した元職員のうち、離職した日の５年前の日

より前に国の部長、課長相当職についていた者は、当該職についていたときに在職した部署

の職員等に対し、離職後２年間、職務上の行為をするように、またはしないように要求し、

または依頼してはならないことを定めた内容でございます。なお、国の部長、課長相当職に

ついていた者とは、規則において、町の場合は次長及び課長職とすることとしております。

また、部長職については、地方公務員法において同様の規制がされておるところでございま

す。 

  第３条でございますが、任命権者への届け出でございます。第１項は、管理または監督の

地位にあった職員が離職後２年間に営利企業等に就職した場合は、その就職状況について、

任命権者に届け出ることを義務づけした内容でございます。なお、管理または監督の地位に

ある職員とは、規則において、課長職以上とすることとしております。第２項につきまして

は、届け出状況を公表する規定でございます。 

  18ページの第４条でございますけれども、過料でございます。第３条第１項の届け出義務

に違反した場合は、10万円以下の過料に処することを定めた内容でございます。 
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  第５条は、委任でございます。 

  附則でございますが、この条例は、平成28年４月１日から施行しますが、第３条第１項の

届け出に関する規定の対象となる者は、条例の公布以降に離職した職員とするものでござい

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。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 中身としてはいいのだろうと思うのですが、ちょっと二、三、質問し

たいと思います。 

  まず、この条例を制定する趣旨の中で、離職した日の５年前の日より前についていた者に

対して、その職に関し、離職後２年間ということなのですが、何かわかりそうでわかりにく

いところがあります。要は、退職する以前の５年前までについていた職や関係部署に対し

て、退職してから２年の間はいろいろと要求するということはできませんということを言っ

ているのだと思うのですけれども、なぜ２年と５年なのかということです。 

  また、例えば、大きな町なら、確かに自分が退職直前の働いていた部署、その職員という

のは大体つかめますが、ほかの部署はなかなか把握できない部分があるかもしれません。で

も、こういう小さな町だと、何年間に１回は人事がえがあって、管理職としてあちこち回る

わけでしょう。５年ないし10年前であっても、要は自分の後輩なり自分の部下、こういう人

たちは庁舎内にいっぱいいるわけですよ。そういう人が退職した後に、退職後、さかのぼっ

て５年間の間だけ自分が勤めた部署に関係する職について物を申せませんよというのは、何

かちょっと違和感があるのです。 

  うちの町を退職した人もそうですよ。全ての職員が顔なじみだし、もしかすると、直接部

下ではなくても融通がきく部下がいるかもしれない。そうなると、そういう制限というのは

どこまで本当に生きてくるのか、よくわからないのです。ですから、こういうものを５年と

か10年と定めること自体がどうなのかと思います。むしろ、自分の再就職した営利団体に利

益になるような、あるいは不利益を受けないようなことで、逆に退職前というか、現在の職

員にそういうものを口ききするとか、そういうふうにしてはならないよと言ったほうがすっ

きりするような気がするのですけれども、なぜこういうふうにしたのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 離職後２年間にわたって契約等の事務にかかわって、離職前５年

間の職務に関する働きかけを禁止するというものでございます。これは、全職員が５年前の

職場に対して、退職後２年間、民間などに就職した場合については、その影響力が２年間は

あるだろうということでの２年間だと思います。それで、全職員に、退職前５年間の間のも

のについては働きかけの禁止を行っております。 
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  それ以外に、課長職、管理職の方は、課長職以上になった５年以前、例えば７年前に課長

になった者につきましては、その７年前からこの規制が適用されるという形になります。例

えば、５年前以前に、当町でいえば部長職以上、それで、うちのほうでは規則で定めますけ

れども、課長職、次長職につきましては、５年以前ということで、課長になったときからこ

の働きかけの禁止を行うということでございます。それで、例えば私が７年前に総務課の課

長になったときには、総務課の業務に対しての働きかけを禁止するという中身でございまし

て、それ以外のところのものについては、この法律の適用除外となっております。それで、

この管理職、課長職以上につきましては、それだけ影響が大きいということで、課長職に

なったときからこの規制を受けるというような内容でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、ご本人が例を挙げたので、ご本人の例をとっていいですか。例え

ば、今、課長が退職された。それで、５年間、課長になった年からということなのでしょう

けれども、同じく働いていたその部署、総務課なら総務課の職員に対してということです

ね。ですから、例えば、総務課ではなくて住民課だったり下水道課だったりする場合は問題

ないということでしょう。それは、さっき言ったように、こういう小さな町で、その課にい

たからその課だけにしか影響力がないとは限らないでしょうと言っているのですよ。それな

のになぜ、そういうふうな限定の仕方まで、国がそうやって決めているから、流れから言え

ばこうなるのだということになるのかもしれませんけれども、現実的に考えたら、こういう

小さな町でいけば、どの課に対してもこれは共通しているのではないですか。退職した後、

課長になった年以降、どの課に対してもそうですよ。自分の勤めている会社の利益になるた

めに口ききをしたり融通を促したりということはやってはならないと言ったほうが、ずっと

すっきりしてわかりやすいような気がするのだけれども、そういうふうに独自につくること

はできないのですか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 今回の条例につきましては、地方公務員法の改正に伴っての中身

でございまして、働きかけの中身についても、例えば再就職先との契約を有利にするような

要求、公になっていない情報提供の要求、再就職先企業の処分を甘くするような要求、再就

職先企業の許認可を認めるような要求、こういうものの働きかけをしてはならないというこ

とでございます。それ以外につきましても、ＯＢとしては、やってはならないものはやって

はならないということでございますけれども、地方公務員法の改正は、こういうものに対し

ては、罰則規定を設けまして、こういうことはしてはならないという法律の定め方になって

おりますので、今回はそれに沿った形の条例改正になっております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 本当は、幾らか前進する話なのだと思うのです。まだ不十分とはいえ

です。ただ、本来検討すべきことは、行政に携わっていた職員が、退職後、就職するとき
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に、町との契約関係にある企業に対して、そういうものに何年間かは再就職できませんとい

うふうにしたら一番すっきりするのです。私は、そういう方向で今度考えるべきだなと思う

のですけれども、そんな検討は当然されていないですね。それを最後に聞いて終わります。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 今回は、地方公務員法の改正のものだけになっております。た

だ、退職管理に関する規制違反による制裁措置がございまして、例えば再就職のあっせんと

いうような項目もありまして、例えば、職員が不正な行為をすることの見返りとして、営利

企業等に対してほかの職員、元職員を営利企業の地位につかせることの要求などについては

３年以下の懲役とか、また別な法律によって縛られている面もございますので、今回は、地

方公務員法の改正に伴う部分の改正ということでございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 当町の役場関係に関しては余り心配していないのですけれども、一

応確認したいと思います。 

  これは職員の場合ですけれども、町長、副町長、教育長のような三役、特別職に関して

は、何か法律でそのような規制はあるのでしょうか、それだけを確認しておきたいと思いま

す。あるいは、これとは別にうちの町の条例に何かあるのかどうか、それだけ教えていただ

きたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 町長になりますと、あっせん利得処罰罪というものが適用になる

と思います。これにつきましては、国会議員や地方公共団体の議員、首長が、国や自治体の

行政処分や契約などに関して、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使した場合につ

きましては、行使して利益を収受した場合については、３年以下の懲役に処するという、

あっせん利得処罰罪というものが適用になるかと思います。 

  以上でございます。 

○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。 

  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49号洞爺湖町職員の退職管理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〕 
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○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49号洞爺湖町職員の退職管理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。 

  ここで２時40分まで休憩いたします。 

（午後 ２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。 

（午後 ２時４０分） 

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

    ◎議案第50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50号洞爺湖町洞爺ふるさと交流センター条例の制

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19ページでございます。 

  議案第50号洞爺湖町洞爺ふるさと交流センター条例の制定についてでございます。 

  洞爺湖町洞爺ふるさと交流センター条例を次のように定めるものでございます。 

  この条例は、旧洞爺診療所の廃止による既存施設の利活用を図るため、地域住民の福祉の

向上や高齢者の生きがいづくり交流活動の推進及び郷土の歴史や文化を伝える資料等を保

存、展示し、郷土の歴史に対する認識の向上、その伝承を目的に本条例を制定するものでご

ざいます。 

  各条でございます。 

  第１条は、設置及び目的でございます。住民福祉の向上や生きがいづくり諸活動の推進及

び郷土資料などを保存、伝承を目的として設置するものでございます。 

  第２条は、名称及び位置でございます。名称を洞爺ふるさと交流センターとし、位置は、

虻田郡洞爺湖町洞爺町１３２番地２とするものでございます。 

  第３条は、構成でございます。施設の利用構成としまして、高齢者サロン及び郷土資料室

をもって構成する施設として、定めるものでございます。 

  第４条は、管理でございます。施設を良好な状態において管理し、効率的な運用をしなけ

ればならない旨を定めるものでございます。 

  第５条は、入館の手続ですが、利用する者は規則で定める入館受付簿により、入館手続を

行うことを定めてございます。 

  第６条は、入館の制限でございます。第１号「公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあ

るとき」から第６号「その他町長が必要と認めるとき」までの各号のいずれかに該当すると

認められるときは、入館を拒み、または退場を命ずることができる旨を定めてございます。 

  第７条は、使用料等でございます。使用料及び入館料については、無料とすることを定め
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るものでございます。 

  第８条は、損害賠償でございます。利用者の責めにより、施設、設備及び備品等を損傷

し、または滅失したときの損害賠償について定めるものですが、やむを得ない理由があると

認めるときは、その額の全部または一部を免除できる定めでございます。 

  第９条は、委託でございまして、町長は交流センターの管理の一部を委託することができ

る条項でございます。 

  第10条は、委任でございます。 

  附則でございますが、この条例は、平成28年４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。 

  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50号洞爺湖町洞爺ふるさと交流センター条例の制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50号洞爺湖町洞爺ふるさと交流センター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51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51号行政不服審査法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21ページでございます。 

  議案第51号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理についてでございます。 

  行政不服審査法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。 
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  この条例改正の趣旨でございますが、公正性の向上、使いやすさの向上及び国民救済手段

の充実、拡大の観点から、行政不服審査法の全部が改正され、本年４月１日から施行される

ことに伴い、関連する条例を一括して改正するものでございます。 

  これは、議案説明資料においてご説明させていただきます。 

  議案説明資料の15ページをお開き願います。 

  まず、洞爺湖町固定資産評価審査委員会条例新旧対照表でございます。 

  この条例改正でございますが、固定資産税の価格に対する不服申し立てにつきましては、

地方税法に基づき審査されることになっておりますが、手続の一部について、行政不服審査

法を準用していることから、同法に準じて改正するものでございます。 

  第４条第２項は審査申出書への記載事項等について、法に準じた内容とする改正と、第３

号以下を１号ずつ繰り下げる改正でございます。第３項につきましては、法の改正に伴う文

言の整理でございます。第６項は、届け出書類を追加する規定でございます。 

  第６条は、申し出に対する弁明が、電算システム等を使用された場合にも、弁明書の提出

があったものとみなす規定を追加し、第２項及び第３項を１個ずつ繰り下げるものでござい

ます。また、第５項は、反論書に関する規定を追加するものでございます。 

  16ページとなります。 

  16ページ、第11条第１項は、審査の決定書に記載する事項について、法に準じた内容とす

る改正でございます。 

  続いて、17ページでございます。 

  次に、洞爺湖町情報公開条例新旧対照表でございます。 

  行政不服審査法には、処分に関与しない職員の中から審理員を指名し、公正に審理を行う

制度が新たに設けられておりますが、例外として、条例で特別の定めがある場合について

は、審理員を適用除外とすることができるとされております。情報公開条例に基づき、不開

示決定等に対する申し出は、従前より民間の有識者で構成される洞爺湖町情報公開・個人情

報保護審査会へ諮問し、審議を経て、答申に基づき決定しているところであります。行政不

服審査法が新たに施行されることにより、審理員を適用除外とする措置をとらなければ、審

理員による審査と洞爺湖町情報公開・個人情報保護審査会による審査の両方が併存すること

になることから、それらを避けるために、情報公開条例に基づく処分については、審理員を

適用除外とすることを定めた改正でございます。 

  第17条でございますが、法の施行に伴う文言の整理と、次の条の定めにより審理員が適用

除外となることに関連した改正でございます。 

  18ページになります。 

  17条の２は、情報公開条例に基づく処分には、審理員を適用除外とすることを定めたもの

でございます。 

  次に、19ページでございます。 

  洞爺湖町個人情報保護条例新旧対照表でございます。 
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  こちらも先ほどの情報公開条例と同様に、行政不服審査法の施行に伴う文言の整理と、審

理員の適用除外を定めた改正内容でございます。 

  目次及び第33条でございますが、法の施行に伴う文言の整理と、次条の定めにより審理員

が適用除外となることに関連した改正でございます。 

  20ページでございます。 

  第33条の２は、個人情報保護条例に基づく処分には審理員を適用除外とすることを定めた

ものでございます。 

  第34条は、行政不服審査法の施行に伴う文言の整理でございます。 

  続いて、21ページでございます。 

  洞爺湖町情報公開・個人情報保護審査会条例新旧対照表でございます。 

  情報公開条例及び個人情報保護条例などで審理員を適用除外としたことに関連して、洞爺

湖町情報公開・個人情報保護審査会での審議等における調査内容等を行政不服審査法の審理

員と同程度の内容とすることを定めた改正でございます。 

  第３条第１項、第７条第４項は、行政不服審査法の施行に伴う文言の整理でございます。 

  第８条は、審査会の調査権限に審査請求の利害関係者である参加人を加える改正及び文言

の整理でございます。 

  続いて、22ページでございます。 

  第９条でございますが、口頭意見陳述に関する規定の拡充について定めてございますが、

第１項は、申し立てに応じて口頭意見陳述を行う機会を与えることを定めております。第２

項は、口頭意見陳述の場には処分をした行政庁の職員等が参加することを定めております。

第３項は補佐人の出頭を認めることを、第４項は口頭意見陳述の場においての発言の制限に

ついて、第５項は申立人の処分庁に対する質問権を認めることを定めております。 

  23ページでございますが、第10条は、行政不服審査法の施行に伴う文言の整理でございま

す。 

  続いて、24ページでございます。 

  洞爺湖町職員の給与に関する条例新旧対照表でございます。 

  第23条第２項は、行政不服審査法の施行に伴う文言の整理でございます。 

  25ページでございます。 

  洞爺湖町手数料条例新旧対照表でございます。 

  行政不服審査法においては、審理員による審理または洞爺湖町行政不服審査会条例に基づ

く同審査会での審理において、処分庁等から提出された資料等の写しの交付を求めることが

できるとされておりますが、その交付にかかわる手数料の額は条例で定めることとされてお

りますので、その手数料の額を定める改正内容でございます。 

  別表に第31項として、行政不服審査法に基づく写しの交付手数料の額として、モノクロ片

面１枚につき10円、カラー片面１枚につき20円とする規定を加える改正でございます。 

  また、行政不服審査法においては、手数料の減免等を行うものとして「審理員」または
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「審査会」と定められていることから、備考に読みかえ規定を定める改正でございます。 

  次に、26ページでございます。 

  洞爺湖町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表でございます。 

  第５条第２号ですが、行政不服審査法の施行による文言の整理でございます。 

  続いて、27ページでございます。 

  洞爺湖町特定個人情報保護条例新旧対照表でございます。 

  こちらも情報公開条例及び個人情報保護条例と同様に、審理員の適用除外と文言の整理で

ございます。 

  目次及び第36条でございますが、法の施行に伴う文言の整理と、次条の定めにより審理員

が適用除外となることに関連した改正でございます。 

  第36条の２は、特定個人情報保護条例に基づく処分には、審理員を適用除外とすることを

定めたものでございます。 

  28ページから29ページでございます。 

  第37条及び第38条は、行政不服審査法の施行に伴う文言の整理でございます。 

  議案書に戻っていただきまして、26ページの附則でございます。 

  この条例は、平成28年４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。 

  ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） ちょっと教えてほしいのだけれども、15ページの第４条で、現行では

（１）「審査申出人の氏名又は名称及び住所」となっているのが、わざわざ今度、「居所」

と入れてあるのです。この使い分けはどういうことなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 「居所」についてですけれども、「住所」というのは住所登録を

されているところだと思いまして、「居所」については住んでいる場所というような認識で

おりますけれども、詳しくは、また調べてお答えを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） 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。 

  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51号の行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理についてと

いう提案ですが、これについての反対を述べたいと思います。 



－178－ 

  反対理由については、先ほどの議案第48号の洞爺湖町行政不服審査会条例の制定について

の内容とほとんど変わりありませんので、ここについては割愛させていただきますが、いず

れにしても、これに関連して、洞爺湖町固定資産評価審査委員会条例から洞爺湖町特定個人

情報保護条例までの８件の条例の一部を改正するということでございますので、これについ

ても反対させていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 次に、賛成者の発言を許します。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○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51号行政不服審査法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52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52号地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部

を改正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27ページでございます。 

  議案第52号地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正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。 

  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正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。 

  この条例改正の趣旨でございますが、人事管理の徹底を図るための地方公務員法及び独立

行政法人法の一部を改正する法律が平成26年５月14日に公布され、本年４月１日から施行さ

れることに伴い、関連する条例を一括して改正するものでございます。 

  それでは、議案説明資料によりご説明させていただきます。 

  30ページをお開き願います。 

  説明資料の30ページでございます。 

  洞爺湖町職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表でございます。 

  第１条の趣旨でございます。地方公務員法の改正に伴う文言の整理として、第24条第６項

を第25条第５項に改めるものでございます。 

  次に、洞爺湖町職員の給与に関する条例の新旧対照表でございます。 

  第１条の趣旨は、先ほどと同様の地方公務員法の改正による文言の整理でございます。第
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４条の給料表でございますが、第５条で新たな表が追加されることによる文言の整理でござ

います。 

  第５条は、職務の分類でございますが、地方公務員法の改正に基づき、従来までは規則で

定めていた職務の級に対応する職務等の基準を定めた等級別基準職務表を条例で定める改正

でございます。 

  別表でございます。等級別基準職務表の追加により、別表を別表第１と改める内容でござ

います。別表第２は、行政職給料表等、等級別基準職務表でございます。給料表の職務の級

に対応する職務の基準について、１級については定型的な業務を行う職員、２級について

は、特に高度な知識や経験を有する業務を行う職員、３級については、主任の職務、４級は

係長の職務、５級については、課長補佐の職務、６級は次長、課長及び会計管理者の職務、

７級は部長の職務とするものでございます。 

  次に、32ページでございます。 

  洞爺湖町職員の旅費に関する条例新旧対照表でございます。 

  第１条は、地方公務員法の改正による文言の整理、第４条は、等級別基準職務表の改正に

伴う文言の整理でございます。 

  33ページでございます。 

  洞爺湖町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表でございます。 

  地方公務員法の規定に基づき、職員数や勤務条件など公表しなければならない事項に、職

員の人事評価の状況を第２号に、職員の退職管理の状況を第７号に加える改正と、それに伴

う各号の繰り下げを定めた内容でございます。 

  議案書に戻っていただきまして、28ページの附則でございます。 

  この条例は、平成28年４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。 

  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52号地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行

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。 

  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。 
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          〔「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52号地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施

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53号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第９、議案第53号洞爺湖町税条例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29ページでございます。 

  議案第53号洞爺湖町税条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町税条例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、平成28年度与党税制改正大綱において、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かかわる一部の手続における個人番

号の利用の取り扱いを見直す方針が示され、地方税分野における個人番号利用手続の一部が

見直されたことに伴い、条例を改正するものでございます。 

  改正の内容でございますが、減免申請書類へ記載するとしていた個人番号について記載を

求めることにより生じる本人確認手続など、納税義務者への負担を軽減するため、記載を不

要とするものでございます。 

  それでは、議案説明資料でご説明いたします。 

  34ページから35ページでございます。 

  洞爺湖町税条例新旧対照表でございます。 

  第51条の町民税の減免でございますが、これにつきましては、個人町民税の減免申請書類

への記載をするとしていた個人番号について、記載を不要とするものでございます。 

  第139条の３、特別土地保有税の減免でございますが、これにつきましても、特別土地保

有税の減免申請書類へ記載するとしていた個人番号について、記載を不要とするものでござ

います。 

  附則でございますが、29ページにお戻りください。 

  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。 
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  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53号洞爺湖町税条例の一部改正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53号洞爺湖町税条例の一部改正については、原案のとおり可決されま

した。 

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

    ◎議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第10、議案第54号洞爺湖町保育の必要性の認定等に関する基準

を定める条例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30ページでございます。 

  議案第54号洞爺湖町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例の一部改正について

でございます。 

  洞爺湖町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例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、条例第２条において、保育の必要性の基準を規定していると

ころでございますが、その中で、法律を引用している部分があり、法律の改正により、引用

条文の条番号が変わったことにより、条例の改正が必要となったものでございます。 

  議案説明資料の36ページをお開き願います。 

  洞爺湖町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例新旧対照表でございます。 

  第２条第７号イ中「第15条の６第３項」を「第15条の７第３項」に改めるものでございま

す。 

  議案書にお戻りいただいて、附則でございます。 

  この条例は、平成28年４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〕 
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○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54号洞爺湖町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例の一部改

正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ありませんか。 

          〔「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54号洞爺湖町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例の一部

改正については、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、議案第55号洞爺湖町洞爺総合支所庁舎新築基金条例の廃

止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31ページでございます。 

  議案第55号洞爺湖町洞爺総合支所庁舎新築基金条例の廃止についてでございます。 

  洞爺湖町洞爺総合支所庁舎新築基金条例を廃止する条例を次のように定めるものでござい

ます。 

  廃止の理由でございますが、本基金条例は、平成18年の合併時に旧洞爺村から引き継いだ

ものであり、洞爺総合支所庁舎の改築が終了し、本年度の消防洞爺出張所整備費に基金残額

を充当することとしており、これをもって本基金設置目的が終了することから、本条例の廃

止について、議会の議決を求めるものでございます。 

  附則でございます。 

  この条例は、平成28年４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。 
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  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55号洞爺湖町洞爺総合支所庁舎新築基金条例の廃止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55号洞爺湖町洞爺総合支所庁舎新築基金条例の廃止については、原案

のとおり可決されました。 

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

    ◎議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、議案第56号洞爺湖町立高等学校教育職員の給与、勤務時

間その他の勤務条件に関する条例及び洞爺湖町立高等学校の入学料等に関する条例の廃止に

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32ページでございます。 

  議案第56号洞爺湖町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

及び洞爺湖町立高等学校の入学料等に関する条例の廃止についてでございます。 

  洞爺湖町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び洞爺湖

町立高等学校の入学料等に関する条例を廃止する条例を次のように定めるものでございま

す。 

  廃止をする理由でございますが、洞爺高等学校が平成28年３月31日をもって閉校すること

に伴い、関係条例の廃止を行うものでございます。 

  一つ目でございますが、洞爺湖町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例、二つ目でございますが、洞爺湖町立高等学校の入学料等に関する条例でござ

います。 

  附則でございます。 

  この条例は、平成28年４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〕 
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○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56号洞爺湖町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例及び洞爺湖町立高等学校の入学料等に関する条例の廃止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56号洞爺湖町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例及び洞爺湖町立高等学校の入学料等に関する条例の廃止については、原案のと

おり可決されました。 

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

    ◎議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、議案第57号洞爺湖町立高等学校寄宿舎条例の廃止につい

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33ページでございます。 

  議案第57号洞爺湖町立高等学校寄宿舎条例の廃止についてでございます。 

  洞爺湖町立高等学校寄宿舎条例を廃止する条例を次のように定めるものでございます。 

  さきの議案と同様に、洞爺高等学校が平成28年３月31日をもって閉校することに伴い、条

例の廃止を行うものでございます。 

  洞爺湖町立高等学校寄宿舎条例は、廃止する。 

  附則でございます。 

  この条例は、平成28年４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。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 高等学校が３月31日をもって廃止になりますので、条例自体の廃止

については納得のいくところでございますが、寄宿舎そのものがまだ残るということであり

まして、形として残っていますので、全く使えないものなのか、何か使う必要が出てきたと

きに使うことが可能なのかどうか、これだけをちょっと確認させてください。 
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○議長（佐々木良一君） 教育長。 

○教育長（綱嶋 勉君） 今回、条例を提案するのは、教育施設といいますか、寄宿舎として

の用途といいますか、それが３月31日で終了することに伴っての条例の廃止でございまし

て、建物自体は４月以降も現存し、区分といたしましては、用途が特定していませんので普

通財産と。教育委員会から町の財産管理の中での所管といいますか、管理に移行されると。

ですから、その中で、臨時的なりの使用というのは可能だというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま、教育長の申したとおりでございまして、まだ３月までは、

教育財産ということになっております。が、しかし、４月以降につきましては、普通財産に

移行しながら、今、いろいろな方々、関係機関から、こういうふうに利用したらどうだろう

というご提案もいただいております。庁内、そして議員の皆様といろいろご論議を交わしな

がら、町にとってどういう形に残していったら一番ベターなのだろうか、そういうところを

模索しながら、きちんとした方向性を出し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） 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） 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57号洞爺湖町立高等学校寄宿舎条例の廃止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、寄宿舎の廃止でありますので、可決をするには議会の議決に付すべき重要な公の

施設の利用又は廃止に関する条例第２条の規定により、議長を含む出席議員の３分の２以上

の者の同意を必要とします。ただいまの出席議員は14名であり、その３分の２は10名です。 

  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） ただいまの起立者は全員でございます。 

  したがって、議案第57号洞爺湖町立高等学校寄宿舎条例の廃止については、原案のとおり

可決されました。 

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

    ◎議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第14、議案第58号議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用

又は廃止に関する条例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。 
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  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の34ページでございます。 

  議案第58号議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正

についてでございます。 

  議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例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、議会において、出席議員の３分の２以上の者の同意を得なけ

ればならない施設から、洞爺の診療所、そして高校の寄宿舎を削る改正でございます。 

  議案説明資料の37ページをお開き願います。 

  議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例新旧対照表でございま

す。 

  第２条第３号の診療所及び同条第４号の寄宿舎を削る改正でございます。 

  議案書に戻っていただきまして、34ページの附則でございます。 

  この条例は、平成28年４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。 

  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58号議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

の一部改正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58号議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条

例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第15、議案第59号室蘭市との間における定住自立圏形成協定の

一部変更についてを議題とします。 
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  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35ページでございます。 

  議案第59号室蘭市との間における定住自立圏形成協定の一部変更についてでございます。 

  室蘭市との間において、別紙のとおり定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結し

たいので、洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例第２条第２項の規定に基づき、議会

の議決を求めるものでございます。 

  本件につきましては、平成22年９月30日に室蘭市との間において締結した定住自立圏形成

協定について、新たに福祉、住民交流、移住促進の分野を追加するなど、協定の一部を変更

する協定を締結したいので、議会の議決を求めるものでございます。 

  それでは、議案説明資料の38ページをごらんいただきたいと思います。 

  定住自立圏の形成に関する協定の新旧対照表でございます。 

  生活機能の強化に係る政策の分野における現行の政策、地域医療体制の充実を（１）の地

域医療体制の充実及び（２）健康づくりの推進と、２の福祉、（１）の地域福祉の推進とし

て細分化し、三つの分野としております。 

  各分野の取り組み内容、中心市の甲の役割、乙の役割として、それぞれの役割を整理して

おります。 

  39ページ、防災につきましては、取り組み内容、甲の役割、乙の役割を他の分野同様に文

言の整理をしております。 

  続いて、40ページでございます。 

  観光は産業振興に変更し、（１）の地域産業の振興を追加して、広域観光の推進のほか

に、圏域における担い手、雇用の確保や地域産業の振興を追加しております。 

  41ページの環境、42ページの教育につきましては、取り組み内容、甲及び乙の役割を他の

分野と同様に文言の整理をしております。 

  次に、43ページでございます。 

  結びつき、ネットワークの強化に係る政策の分野につきましては、１のＩＣＴネットワー

ク及び２の地場産品の消費拡大は、取り組み内容、甲及び乙の役割を他の分野同様に文言の

整理をしております。 

  44ページでございます。 

  この分野において、３、住民交流・移住の促進を追加し、圏域の団体のネットワーク強化

や交流の促進による（１）住民交流の促進及び首都圏等への魅力発信や多世代の（２）移住

定住の促進を追加して、他の分野と同様に甲及び乙の役割を整理しております。 

  最後に、圏域マネジメント能力の強化に係る政策の分野につきましては、取り組み内容、

甲及び乙の役割を他と同様に整理をしております。 

  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。 
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  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59号室蘭市との間における定住自立圏形成協定の一部変更についてを採

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59号室蘭市との間における定住自立圏形成協定の一部変更について

は、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第16、議案第60号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の策定

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41ページでございます。 

  議案第60号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の策定についてでございます。 

  当町における過疎地域自立促進市町村計画、平成28年度から平成32年度を別冊のとおり策

定したいので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求

めるものでございます。 

  過疎地域自立促進特別措置法の改正により、執行期限が平成33年３月31日まで延長された

ことから、前回の計画をベースとして、人口減少問題に対する産業の振興、生活環境の整備

を推進するため、継続して計画を策定し、安定的な財政運営に向け、過疎債による財源の有

効活用を図ることとしております。 

  本計画の期間は、平成28年度から平成32年度までとしております。また、計画では、まち

づくり総合計画に定める将来都市像、「湖海と火山と緑の大地が結びあい元気をつくる交流

のまち」の実現に向け、町内各産業の振興、インフラなど生活環境の整備、住民の保健福祉

の向上、教育・文化の振興、集落の整備を進める上での現況と問題点をまとめ、その対策や

具体的な施策を整理しております。 
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  計画書の内容については、全員協議会の中で事前に配付させていただき、ご参照していた

だいていると思いますので、説明を省略させていただきます。ご了承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。 

  質疑はありませんか。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ちょっと質問をさせていただきますが、過疎計画の中で、参考資料

の集落の整備の中の過疎地域自立促進特別事業という中で、地域おこし協力隊事業と婚活交

流事業、リフォーム支援事業、これは既に行われている事業なのですが、皆さん、ご存じだ

と思いますが、地域おこしというのは、よそから来られる方が外部の視点で、違った視点

で、この洞爺湖町地域の地域活性化を担っていただくということで、私は、外部の人の力を

かりる意味でも、とてもいい制度だと思っております。 

  その中で、事業費が組まれていまして、平成28年度は890万円、それ以降、1,300万円と増

額していますが、現在、協力隊としてご活躍いただいている方は何名ぐらいいらっしゃるの

かということと、29年度以降に額がふえていますので、こんなところにお願いしたいという

計画があるのかどうか、その確認をしたいことが１点です。 

  それと、リフォームの支援事業も、商工会が窓口となって、地元の業者さんにも大変好評

な事業で、大変喜ばれている事業なのですが、一つだけ欠点があります。申し込みが殺到し

てしまいまして、１カ月か２カ月ぐらいで予定がもう終わってしまう。町民の方や業者には

それでオーケーなのですが、例えば、移住とか定住とかということを考えたときに、ある物

件を入手して、当然、住所を移していただかなければだめなのですが、その方がリフォーム

をしようとしたら、全部自費になってしまうと。この辺がちょっと、移住定住に向けての別

枠みたいな形であれば、チャレンジとか店をつくるのにはありますけれども、こういうリフ

ォームのやつが充実するなり枠があるなり、別な期間に来たときにもそういった支援がなさ

れれば、よりいいかなというふうに思っておりますけれども、その辺の仕組みについても教

えていただきたいと思います。 

  この２点を質問させていただきます。 

○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） 地域おこし協力隊の現在の採用数でございますが、２名でご

ざいまして、洞爺湖温泉地区に１名と洞爺地区のほうに１名配置して、それぞれ地元のため

に活躍をしていただいているところでございます。 

  平成29年度の1,300万円の金額についてでございますが、地域おこし協力隊は、現在は２

名ですけれども、今後、でき得る限り、本町地区もそうですけれども、温泉地区、洞爺地区

に限らず、意気込みのある方をなるべく採用したいということで、今後もふやしていきたい
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ということでの計画で出したものでございます。 

  それから、リフォーム支援事業でございますが、これについては申し込みが結構早い時期

に終了されるという報告を商工会から受けておりますけれども、これについては、今、言い

ました移住定住に関する部分で、何らかの形で、その物件を利用できないかというお話でご

ざいます。 

  これにつきましては、一応、商工会とリフォーム支援事業の利用についての検討というこ

とで会議を開いておりまして、その中で現在の形で進んでおります。今後、商工会などとと

もその辺をいろいろ検討したいと思いますが、あくまでも商工会と協議していきます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、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。 

  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60号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の策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60号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の策定については、原案の

とおり可決されました。 

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

    ◎議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第17、議案第61号虻田町・洞爺村新町建設計画の一部変更につ

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42ページでございます。 

  議案第61号虻田町・洞爺村新町建設計画の一部変更についてでございます。 

  虻田町・洞爺村新町建設計画の一部を次のとおり変更したいので、市町村の合併の特例に

関する法律第５条第７項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

  平成24年６月に、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関す

る法律の一部を改正する法律が施行され、旧合併特例法による地方債を起こすことができる

期間が10年度から15年度と延長されたことに伴い、当町の新町建設計画についても同様に計
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画期間を５年間延長し、延長に伴い財政計画を平成26年度までを決算額、27年度から32年度

までを計画額として変更するものでございます。また、本計画の期間延長に伴い、過疎債同

様に安定的な財政運営に向け、合併特例債による財源として有効活用を図ることとしており

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61号虻田町・洞爺村新町建設計画の一部変更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61号虻田町・洞爺村新町建設計画の一部変更については、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。 

（午後 ３時３９分） 
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