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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 ９ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２８年９月１５日（木曜日） 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 報告第３号 総務常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 報告第４号 経済常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ６ 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６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 

総務課長 

伊  藤  里  志  君 

 

経済部長 

 

澤  登  勝  義  君 

洞爺総合

支 所 長 
大  西  康  典  君 

企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 
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税務財政

課 長 
佐  藤  久  志  君 住宅課長 山  本     隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
原     信  也  君 

観光振興

課 長 

兼洞爺湖

温泉支所長 

佐 々 木  清  志  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 

庶務課長 山  崎  貞  博  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 遠  藤  秀  男  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 毛  利  敏  夫 

庶務係長

兼 議 事 

係 長 

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。 

  ただいまから、洞爺湖町議会平成28年９月会議を開会いたします。 

  現在の出席議員は14名全員であります。 

  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。 

  読み上げて報告します。 

  所管事務調査報告書。平成28年９月15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、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。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成28年９月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成28年９月８日木曜日。 

  ３、出席委員、私、岡崎副委員長、越前谷委員、五十嵐委員、七戸委員、大西委員。 

  ４、委員外として、佐々木議長、下道副議長の出席をいただいております。 

  ５、説明員、森副町長です。 

  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９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、９月15日から９月23日まで。 

  審議日程について、裏面のとおり本会議ということですので、後ほどごらんいただきたい

と思います。 
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  以上です。 

〇議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  本会議の会議期間については、本日から23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。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成28年９月15日開催の洞爺湖町議会、平成28年９月会議に町の行政

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。 

  金員の寄附でございまして、匿名161件、金額が245万円でございます。 

  次に、二つ目といたしまして、洞爺湖町名誉町民並びに平成28年度洞爺湖町表彰式に係る

被表彰者の選考についてでございます。 

  町政の発展などに卓越した功績のあった方を名誉町民として顕彰し、栄誉をたたえること

を目的として、本年６月に洞爺湖町名誉町民に関する条例を制定いたしましたが、このた

び、お２人の方を同条例の規定に基づき推薦いたしたく、８月31日に開催した表彰審議会に

てご意見を聴取し、名誉町民として推薦することといたしました。 

  また、長年にわたり、まちづくりの各般においてご尽力され、功績のあった方々の表彰を

来る11月３日の文化の日にとり行いますが、本年度の被表彰者の選考について、８月24日に

表彰審議会に諮問し、同審議会において慎重な審議がなされ、答申をいただきました。 

  なお、名誉町民並びに功労表彰者につきまして、本会議に同意議案を提案しておりますの

で、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

  三つ目に、台風10号による暴風雨に伴う被害、災害についてでございます。 

  非常に強い台風10号が８月30日の夜から31日の未明にかけて、北海道に最も接近し、道内

各地の暴風雨による河川の氾濫、大規模停電や家屋の損壊などの被害が発生し、また、農林

水産業にも大きな被害がもたらされました。 

  当町におきましては、台風接近に伴い沿岸区域の８地区、418世帯、822人に対し、自主避

難情報を発表し、町内３カ所に開設した避難所には43人の方々が自主避難をされました。 

  台風が最接近した30日夜から暴風雨が発生し、倒木や家屋の倒壊など被害がありました。

特に倒木による道路の通行どめや停電が町内全域で発生し、31日午前９時には2,140戸が停

電となり、大部分は同日中に復旧したものの、一部の地域においては２日午前10時30分まで
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停電が続きました。 

  農作物については、大福やスイートコーンなどが倒れたりするなどの被害が4,030アー

ル、農業用ハウスの倒壊等が90棟、3,350アールの被害が確認されており、収穫には問題の

ない作物もありますが、一部の作物については品質低下などの被害が心配されているところ

であります。 

  一方、漁業被害においては、養殖施設や作業施設、養殖生産物などが被害を受けており、

今後、生産量への影響が懸念されているところであります。 

  海岸線では離岸堤10基が高波により崩壊しており、今後、海浜地の保全においても大きな

影響が出てくることから、町として北海道に早急に復旧を要望しております。 

  また、海浜地に多くの漂着物があることから、漁業者や地域の皆さんにご協力をいただ

き、海岸清掃を行うこととしております。 

  今回の台風10号は、降雨量が最大で200ミリ近くになると予想されておりましたが、雨量

は34ミリと少なかったものの、暴風による甚大な被害がもたらされました。これから、秋を

迎え、降雨量が多くなる時期にもなりますので、気象台や胆振総合振興局と連携し、情報収

集を行い、被害を最小限にすべく、防災対策を講じてまいります。 

  なお、今後の対策につきましては、議会との協議をお願いすることとなりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

  四つ目に、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、次のとおり報告をいたし

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。 

  遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） それでは、教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  １点目でございます。 

  平成27年度洞爺湖町学校給食会計決算についてでございます。 

  平成27年度洞爺湖町学校給食会計決算、これは私会計でございます。学校給食運営委員会

において承認されたので報告します。 

  虻田給食センター分でございます。 

  収入総額2,735万4,655円、うち給食費2,733万9,970円、収納率100％でございます。 

 

  支出総額2,734万7,714円、差し引き額6,941円、これにつきましては次年度へ繰り越しま

す。 

  洞爺給食センター分でございます。 
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  収入総額801万4,711円、うち給食費801万185円、収納率は100％でございます。 

  支出総額800万9,958円、差し引き額4,753円、これも次年度へ繰り越すこととなります。 

  なお、平成28年度の給食費１食当たりの費用でございますけれども、昨年同額の小学生

245円、中学生285円、高校生300円で運営しているところでございます。 

  ２点目でございます。 

  公立高等学校配置計画の決定について。去る９月６日、北海道教育委員会は、平成29年度

から31年度に係る公立高等学校配置計画の決定とともに、平成32年度から平成35年度までの

見通しを発表しました。 

  胆振西学区に関しましては、本年６月に公表された計画案からの変更はなく、平成31年度

に室蘭工業高等学校で１学級減、学科は検討中でございますとされています。 

  学区の検討事項として、平成32年度以降、平成35年度までに中卒者が189人減少すること

が見込まれることから、「４年間で３～４学級相当の調整が必要」、「これまでの調整の状

況や学校・学科の配置状況を考慮し、室蘭市内や登別市内において定員調整の検討が必

要」、また、「伊達市内において、欠員の状況や望ましい学校規模を下回る学校があること

を考慮し、再編を含めた定員調整の検討が必要」となっています。 

  なお、このたびの計画の中で地域キャンパス校の再編整備に関しまして「再編基準の緩和

に向けた新たな人数要件については、指針に基づく施策の成果と課題の検証と併せて検討し

ていることから、この検討期間中における地域キャンパス校の新たな再編整備については行

わない。」とされております。 

  三つ目でございます。 

  各種事務事業の取り組み状況について。 

  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、次のとおり報告します。 

  説明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） 以上で行政報告を終わります。 

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

    ◎報告第３号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第３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。 
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  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３号。所管事務調査報告。 

  平成28年９月15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。 

  １、調査日、平成28年７月14日、木曜日。 

  ２、出席委員、私、七戸副委員長、越前谷委員、立野委員。 

  ３、説明員等、幸清会、大久保理事長、大久保事務局長、行徳施設長、健康福祉課、皆見

課長、石川主幹。 

  ４、調査事項、町内老人福祉施設の現況について（特別養護老人ホーム大原の杜の視

察）。 

  ５、調査内容。 

  洞爺湖町を含む３市２町で福祉施設を運営している社会福祉法人が第一種社会福祉事業と

して、ことし４月に特別養護老人ホーム大原の杜2016を開設された。この法人は、以前より

旧大原小学校の校舎・体育館を町より借り受け、法人本部や研修の場として活用され、この

たびは校庭に特別養護老人ホームと従業員宿舎を建設し、地域福祉に貢献されることとなっ

たことから、施設の視察と、入居者や職員の方々と大原地域の方々とのかかわり等について

調査を実施した。 

  ６、調査結果。 

  本施設は、10名１ユニットの定員50名の全室個室ユニット型施設で、木造準耐火構造の２

階建てで、今年の４月１日に開設された。トイレを併設した個室は16.53平方メートルで十

分な広さが確保されている。７月14日現在の入居者は40名で、待機者が12名となっている。

当町からの入居者は13名となっている。施設では、入居者の収入に対応した料金体系として

おり、生活保護者、国民、年金・厚生年金者にそれぞれきちんと向き合っている。職員住宅

（単身用８戸）については、敷地内に併設されており、職員の定着と移住を推進している。

職員は26名で、うち11名が移住している。また、旧大原小学校の体育館を活用して地域の

方々との交流が図られて、入居者の生きがいづくりや充実した生活に貢献している。職員の

方々とは、自治会を通じて地域の行事への参加も可能な状況となっている。 

  当町の課題である移住、定住の推進や、そのための住宅や雇用の場の確保の観点からも、

民間企業による取り組みに多く期待するところがある。より効果を出すために、町として

も、町民の理解を得ながら可能な限りの対策や支援を講ずべきと考える。 

  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は受けたいと思います
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が、ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） それでは、総務委員長、どうもご苦労さまでございます。 

  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４号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、報告第４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。読み上げて報告をさ

せていただきます。 

  報告第４号。所管事務調査報告書。 

  平成28年９月15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。 

  記。 

  所管事務調査その１。 

  １、調査事項、洞爺湖温泉利用協同組合の現況について。 

  ２、調査日、平成28年６月22日、月曜日。 

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

員、佐々木議長。 

  ４、説明員等、洞爺湖温泉利用協同組合、若狭代表理事長、朝倉顧問理事、四宮専務理

事、成兼総務係長、澤登経済部長。 

  ５、調査結果。 

  （１）洞爺湖温泉利用協同組合の現況について。 

  本協同組合は、温泉供給事業として昭和35年９月５日に設立し、現在25名の組合員により

組織されており、ホテル・旅館13軒、一般17軒及び手足湯11軒の利用数となっている。 

  昭和48年に資源保護と温泉の安定供給のため、集中管理施設が完成し、昭和52年及び平成

12年の有珠山噴火災害による復旧事業を実施している。 
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  平成17年には、再生可能エネルギーの取り組みとして「温泉排水熱利用ヒートポンプ」設

備を導入し、集中配湯システムに組み合わせ、ＣＯ₂の削減（年間1,600トン）や経費削減

（約6,000万円）に大きな効果を上げている。 

  （２）協同組合としての取り組みについて。 

  洞爺湖温泉の温泉資源の現状は、有珠山四十三山地域の源泉温度の低下が見られ、その対

策が課題となっていたが、平成25年度に独立行政法人、次のページを見ていただきたいと思

います、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）から「地熱資源開発調査事業費

助成交付金事業」の採択を受け、金毘羅地区において高深度調査井掘削を実施し、地熱発電

が可能な地熱水（100度、毎分500リッター）が確認された。 

  これにより、平成26年度に経済産業省が実施する「地熱開発理解促進関連事業」の採択を

受け、地熱水の二次利用による源泉（温泉水）として使用するための配管整備や「ジオたま

ご」など観光資源の開発を通じて地熱発電・地熱開発への理解を深める事業を実施した。 

  平成27年度に地熱水揚湯モニタリングを実施し、本年度に発電設備を建設する予定であ

る。 

  （３）今後の課題等について。 

  ①バイナリー発電設備新設工事に係る補助対象団体の仕分けが、経済産業省から環境省へ

変更となり、補助率も３分の２から２分の１へ変更となったため、差額に対する財政支援が

必要と思われる。 

  ②今後、温泉利用施設が増加した場合に、現状の資源では熱量不足が予想され、温泉利用

施設の再検証や金毘羅地区での再開発が必要と思われる。 

  所管事務調査その２。 

  １、調査事項、洞爺湖森林博物館の現況について。 

  ２、調査日、平成28年６月22日、月曜日。 

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

員。 

  ４、説明員等、澤登経済部長、見付観光振興課主幹。 

  ５、調査結果。 

  （１）洞爺湖森林博物館の現況について。 

  本施設は、昭和30年に洞爺湖中島に洞爺湖を取り巻く豊かな自然と、そこに生きる生物を

テーマとした資料を展示している施設であり、入り込み者数については、平成26年度7,923

人、平成27年度9,063人で前年度比1,140人の増となっているが、入館者数は年々減少傾向で

ある。 

  平成21年４月から指定管理者として、有限会社洞爺湖汽船商事に管理を委託している。 

  （２）今後の課題について。 

  施設の展示物やモルタルが剝がれて落ちており、一部にクモの巣やすすなど管理が行き届

かない状態であり、建物や展示物も含めた全体の管理とともに、入館料を徴する施設として
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のあり方や老朽化対策も含め、町として本施設に対する方向性の結論を早急に出す必要があ

る。 

  また、展示映像の内容などについては、今後、酪農学園大学で検討していただくこととし

ている。 

  所管事務調査その３。 

  １、調査事項、洞爺湖ビジターセンター・火山科学館の現況について。 

  ２、調査日、平成28年６月22日、月曜日。 

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

員。 

  ４、説明員等、澤登経済部長、高橋火山科学館館長。 

  ５、調査結果。 

  （１）洞爺湖ビジターセンターの現況について。 

  本施設は、洞爺湖周辺の自然環境やそこに生息する動植物などの展示・解説を通して、洞

爺湖の自然環境がより親しまれるよう展示・情報提供の施設であり、平成19年に環境省が建

設したものである。 

  入館者数は、平成26年度で６万7,292人、平成27年度は７万1,692人で前年度比4,400人の

増となっているが、３年間平均で約６万8,000人と平成20年度をピークに減少している状態

である。 

  （２）火山科学館の現況について。 

  本施設は、有珠山の火山活動を2000年噴火の映像を中心に情報提供する施設で、「火山を

学ぶ・有珠山を体感する・噴火を追体験する」目的をもって、平成19年度に町が設置した施

設である。 

  入館者数は、平成26年度で４万3,076人、平成27年度は４万5,104人で前年度比2,028人の

増となっているが、３年間平均で約４万4,200人と平成19年度をピークに減少している状態

であり、平成19年度との比較で20％減となっている。 

  従業者については、洞爺湖ビジターセンター等利用協議会の職員で洞爺湖ビジターセンタ

ー・火山科学館を担当する職員が７名、洞爺財田自然体験ハウスが３名となっている。 

  （３）今後の課題等について。 

  入館者数の減少については、修学旅行やインバウンドの入館状況などの分析を行い、入館

者増員に向けた対策が必要である。 

  施設の展示物は、多言語化の対応を行っているが、シアターは、ここでちょっと訂正をお

願いしたいと思います。「３国語」となっておりますけれども、「３カ国語」でお願いした

いと思います。シアターは３カ国語の対応となっており、さらに複数の対応が必要と思われ

る。 

  また、洞爺湖ビジターセンターと洞爺財田自然体験ハウスで、夏休み期間中にそれぞれ体

験学習を実施しているが、ジオパークとの連携強化が必要と思われる。 
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  所管事務調査その４。 

  １、調査事項、北海道洞爺湖サミット記念館（ジオパーク展示）の現況について。 

  ２、調査日、平成28年６月22日、月曜日。 

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

員。 

  ４、説明員等、澤登経済部長、武川ジオパーク推進課長、見付観光振興課主幹。 

  ５、調査結果。 

  （１）北海道洞爺湖サミット記念館（ジオパーク展示）の現況について。 

  ジオパークの展示については、北海道洞爺湖サミット記念館の一部（エコゾーンの展示部

分）を活用し、平成27年度に地方創生先行型交付金（補助率100％）を活用し、３月下旬に

完成した。 

  展示内容は、日本ジオパーク39地域の紹介パネルや各ジオパークを代表する岩石や水など

の展示を行っている。 

  展示の入館者数については、４月で1,200人、５月で1,400人、6月が6,000人となってい

る。 

  （２）今後の課題等について。 

  本展示については、日本ジオパーク各地域の紹介や特産品がわかる内容となっているが、

今後、ジオパークをさらに推進するためには、本地域のみならず世界ジオパーク認定地域と

の定期的な協議や交流が必要と思われる。 

  所管事務調査その５。 

  １、調査事項、伏見橋の進捗状況について。 

  ２、調査日、平成28年８月30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、澤登経済部長、建設課八反田課長、吉田主幹、岩倉・草塩・勝幸辰経常建

設共同企業体、現場代理人、伊藤一彦。 

  ５、調査結果。 

  伏見橋の復旧工事については、現地において経済部建設課及び請負業者である岩倉・草

塩・勝幸辰経常建設共同企業体の担当者から工事の進捗状況の説明及び確認を行った。 

  本工事については、第１工区として平成28年５月25日から平成29年２月20日までの工期と

なっており、橋梁下部工、補強土壁工及び崩壊地対策工などの工事内容である。現在48％の

進捗率であり、おおむね順調に進んでいる状況である。 

  今後は、２工区として橋梁上部工製作工事及び３工区で橋梁上部工架設工事が施工される

こととなり、平成29年３月17日に完成の予定となっている。 

  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、確認程度の質疑は受けたいと思いますが、ご
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ざいますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） では、どうもご苦労さまでございます。 

  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。 

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

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、一般質問を行います。 

  本日は、10番、七戸議員から１番、岡崎議員までの５名を予定しております。 

  初めに、10番、七戸議員の質問を許します。 

  10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） おはようございます。10番、七戸でございます。 

  ８月末に台風13号が洞爺湖町内にも大きな影響を及ぼしました。家の取り壊しを余儀なく

された方、また、板金工作物が風で飛ばされるなど、家屋の被害に遭われた方、また、農漁

業を初めとする各種産業においても、甚大な被害が報告されているところです。 

  町内のさまざまな被害に遭われた方々に、まずもってお見舞い申し上げます。そして、理

事者におかれましては、その復旧にさらに尽力されますことをお願いして、質問に入らせて

いただきます。 

  一般質問では、久々のトップバッターであります。８月のお盆明けの早い時期から質問の

通告を提出いたしました。それで、このようにトップとなりました。通告から時間もありま

したので、答弁する行政側におきましては、検討の時間も十分だったのではないかなと、そ

のように考えているしだいです。 

  質問の中に、最終日の補正予算に若干盛り込まれていることもあるように思います。その

辺は、予算審議に影響を与えないように十分配慮しながら質問したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  なお、質問時間は答弁を含めて60分以内を予定しております。 

  それでは、１番目に、ただいま工事が進んでいる人工芝運動公園について質問させていた

だきます。 

  今回の９月会議で、月浦運動公園条例の提案が予定されているので、余りその点に触れる

ことはできないと思いますけれども、可能な限りで結構でございますので、一番初めに、今

後のスケジュールを確認のために伺いたい、そのように思います。よろしくお願いします。 

○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） ただいまの質問でございますけれども、現在のスケジュー

ルでございますが、建設工事の完了を11月30日と予定してございます。 

  オープンまでのスケジュールでございますけれども、今、議員がおっしゃられましたよう

に本議会に施設の設置条例を提案しております。 

  10月から11月にかけましては指定管理者の要綱作成、選定、12月におきましては指定管理
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者の決定、議会同意が必要となります。これらを提案していきたいと。あわせまして、12月

から指定管理者の決定を受けましてＰＲパンフレットの作成、ホームページ、利用申し込み

の受け付けという形で、１月分より、４月の利用申し込みを受け付けたいと考えておりま

す。また、３月下旬にこけら落としの記念イベントを企画中であり、来年度につきましては

４月１日、土曜日でございまして、オープンを考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 次の質問が、若干今回の定例会の中に出てくる条例の提案の中にも

入ってくるかなと思いますので、差し支えないところでお聞きしたいと思います。 

  ４月に正式な運用開始ということで、今、伺ったわけですけれども、そこで指定管理者に

よるワンストップサービスでの運用と、こういうふうにあったように記憶しているのです

ね。ワンストップサービスと一口に言っても、そのサービス内容とか範囲とか、すごく広い

ものですから、どのように考えているのか、お聞きしたいと思います。特にＰＲの部分につ

いて、どこまで任せるのか、町はどこまでのことをするのか。100％任せてしまうのか、町

も側面でＰＲを手伝うのかどうか。その辺を聞きたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） ただいまの件でございますけれども、指定管理者を指定と

いうことで町の条例にございますけれども、規則もありまして、これに基づいて指定管理者

の選定を始めることとなります。 

  公募をしない場合につきましては３年、原則的に公募する場合は５年と条例で定められて

おります。今回の件につきましても、指定要綱作成を進めまして、早急に対応したいと考え

ております。 

  議員がおっしゃいますように、ワンストップサービスという形で、現在、ＮＰＯ洞爺にぎ

わいネットワークでしているサービスでございますけれども、１点目が会場の確保。これ

は、雨天対策も含めた体育館を含めての確保でございます。２点目が宿泊場所の紹介、３点

目が昼食、バスの手配。４点目が大会運営、準備などが、利用者からの好評をいただいてい

るものであります。 

  これらのワンストップサービスの内容も含めまして、指定管理者選定にどこまで取り入れ

るのかということを役場の中で検討し、そのほかの業務としまして、受付業務、清掃、維持

管理、または、今、議員がおっしゃいました営業の行為というものを一括でしたいというふ

うに考えております。 

  また、町はどこまでといいますか、町のほかに町内には観光協会、旅館組合もございます

ので積極的にＰＲ活動をお手伝いしていくと、小学校の誘致等もございますので積極的に誘

致していきたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 
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○１０番（七戸輝彦君） ありがとうございます。余り中身に触れると、後からの審議にも

ちょっと差し支えると思いますので、この件についてはそこまでにしておきます。 

  現実に運用開始が春先、４月ということになりますと、施設のコマーシャルについて、今

回は主に質問したかったのです。これからが少し本題になっていきます。 

  例えば、民間のレジャー施設とか、それから、ビジネスホテル等もオープンするとなる

と、その数カ月前とか半年前ぐらいに、結構テレビのコマーシャルが入ってくるのですね。

行政はテレビという手段は余りないので、そこは同じことということにはならないと思うの

ですけれども、例えば、まだ完成していない施設のパースですね。写真で撮るわけにいかな

いですから、きれいなパースを使いながら、こんなのがオープンしますよ、こういうふうに

して宣伝します。そうすると、私たち視聴者の中には、そのイメージというのは３回ぐらい

見るとでき上がってしまうのですね。工事中に、あっ、ここがこの前、宣伝したところだ、

こういうふうに施設の前を通るとほぼ完全にインプットされるわけです。 

  したがって、余りにも遅い宣伝というのは、民間的に言うと非常におかしなことと、こう

いうことになりますね。 

  例えば、この施設、今の運動公園については、子供たちを含めて、もちろん町民で使うと

いうことも第一にあると思うのです。ただ、現実的には町外から使用するお客様を呼び込ま

なければならない、呼び込んで、まちの中の経済も発展させていかなければならない。何と

いいますか、今はやりの経済の好循環とでもいいましょうか、そういうふうな入り口になる

ような施設だと思うのですね。 

  そうすると、テレビコマーシャルという手法は行政的には非常に難しい。といっても、例

えば、運動公園が想像できるようなパースが載ったパンフレット、それから、何と言いまし

たか、あの折り畳みの小冊子あるいはそういうものをつくって、いつオープンですよと、オ

ープンのほうは、もう指定管理者を決める前にほぼ固まっているようですから、道内の学校

とか、それから、サッカー場を使う競技をするような団体に送ったり、民間的に言う営業と

いうのは、もう既に行われていなければならない。半年ですから。営業を行う時期というの

はちょうど今と、こういうことになると思うのです。 

  今、管理者の指定を待たずに、先行してその部分を町が行って、春からの予約を受け付け

ていくべきではないかなと思うのですけれども、いろいろルールでがんじがらめの世界です

から、その辺をかいくぐって、何とか宣伝活動だけはやっぱりしていかなければならないの

ではないかなと、そのように思うのですね。 

  また、道内のサッカーチームでは、月浦運動公園の開設について、もう話が広まっている

ように聞こえます。現在、町のほうにはどのような問い合わせとか、そういうのが何件くら

いあって、それから、この宣伝のことについて、コマーシャルについて、この２点を伺って

おきたいと思います。よろしくお願いします。 

○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） 基本的には利用料金、受付場所が未定でありまして、指定
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管理者が決定してから本格的なＰＲということになります。１月からの正規利用申し込み開

始を想定しておりますが、今、議員がおっしゃいます今回の件の人工芝グラウンドでござい

ますけれども、利用促進上、最も重要なポイントはこの営業ＰＲ行為だというふうに私ども

は考えております。 

  担当課としましては、現在、北海道フットボールクラブと相互交流協定により、利用ＰＲ

をお願いしているところであります。 

  また、従来から洞爺湖において、少年少女サッカー大会を開催してきております。道内プ

ライマリーリーグ、これは札幌周辺の30校の子供たちのチームが加盟しております。また、

札幌、北郷瑞穂という洞爺湖で大変仲良くしていただいている札幌の少年スポーツクラブが

ございます。 

  札幌市内には、学校の団体でありますサッカー少年団と、そのほかに道内のサッカー専門

のクラブチームという二つの組織がございまして、両方から事前の打診を受けているところ

であります。 

  また、ＰＲにつきましては、観光振興課のほうで現在こういう団体に対してしているとこ

ろでございますが、10月には財田グラウンドでプライマリーリーグ、洞爺湖町長杯という二

つの大きな大会を控えておりまして、これらも有効に活用して、先ほど議員がおっしゃいま

した広告媒体を、簡単なものを配っていければなと思っております。 

  また、観光協会、旅館組合におきましても、年末、修学旅行誘致という形で札幌周辺の修

学旅行や大学、短大での卒業旅行プラン等の訪問もありますので、指定管理者前ですけれど

も、これらについてのＰＲ活動をお願いしたいというふうに考えてございます。 

  現在の申し込み状況でございますが、４月の第１週が、先ほど申したように４月１日、２

日が土日でございますけれども、これらについてはプライマリーリーグ、４月の２週目も同

じ大会、４月には札幌のスポーツクラブによります洞爺湖桜杯、また、５月のゴールデンウ

イーク、７月の第２週には北海道コンサドーレ札幌によりますクラブユース大会というよう

な、土日を中心にしたような大会申し込みが現状入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） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 現実問題としては、もう受けているということですね。 

  ルールはルールとして、仮押さえだとか何とかというのは、やっぱりしていかなければな

らないというのは、観光を抱えるところの宿命でもあります。 

  何でこういう質問をしたかというと、町民の中にはまだまだ、野球とサッカーを比べた場

合に、私たちの年代、60を過ぎましたけれども、私たちの年代というのは、やっぱり野球の

ほうが人気スポーツというふうなイメージが強いのですね。 

  現実にこの近辺の中学校を調べてみても、野球の中体連の大会に出るには何校かが合同の

チームをつくって出なければならないというぐらいの形にもうなっている、このように聞い

ています。やっぱりサッカーが今、第一なのだということから、まず町民の方に知ってもら
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いたい、そういうお話をするのです。今はサッカーのほうが、人気があるのだよということ

をお話ししながらですね。それと、そういうものをつくって、人工芝の運動公園をつくっ

て、そんなに人は入らないでしょう、外からと、そういう心配がやっぱり町民の中にあるわ

けですね。やっぱりそれを払拭するためにも、今、初めて、受け付けするだけはもう四、五

月に入ってきていますよと、こういう話が聞こえれば、もう少し町民の方も納得していただ

けるのではないかなと、そのように思うわけです。 

  また、時期が来たら、管理者への引き継ぎとか営業活動についても、これらを含めるとい

うことで、多分そういうことなのだと思いますが、もう一度、お聞きしておきたい点は、今

の営業の活動のことを聞いて、このチャンスを利用して、このチャンスを利用してとか、財

田のサッカー場に来たときに、このチャンスを利用してやると、こういうこともあるので

しょうけれども、さっきパースという言葉を使いましたけれども、やはり完成の予想図です

ね。これをきちんと載せたパンフレットをつくって、料金は別にして、いつオープンという

ことだけは流しておかなきゃならない。それと、やっぱり営業という名前を使う限りには、

足を使って先方に出向くことですよね。それをぜひやれる体制を早目に構築していただきた

いと思うのです。やっぱり何億もかけてつくる施設なので、営業活動もしっかりして、そし

て、北海道内でもまだまだ施設としては早くできるほうですから、足を使う営業、そのこと

について、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） 今のご質問でございますけれども、足を使うとパース図と

いう形の２点でございますけれども、営業活動ということで、最も重要な点というふうに考

えてございます。私たちも観光課担当の者としましても、汗をかく活動を積極的にしていき

たいと思います。また、パース図につきましては正式なものとはなりませんけれども、これ

らについては配布予定も建設課と調整して進めて、できれば配布していきたいというふうに

考えてございます。 

  最終的には、指定管理者が選定されまして、指定管理者が営業すればいいというふうには

考えてございません。洞爺湖町の観光協会、旅館組合、観光課も一体となって、この施設を

有効に利用して、利用促進に努めてまいりたいというふうに考えている次第であります。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） とても細かいことをこれから質問したいと思うのですが、洞爺湖町

月浦運動公園、この名前で条例が提案されるわけですけれども、中身のほうはいいです。こ

の頭のほうだけ、この条例にある月浦運動公園、この名前でずっといくのかということを聞

きたいと思うのです。よろしくお願いします。 

○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） 今回、条例を提案してございますけれども、正式名称とし

ましては、施設の名称は月浦運動公園多目的人工芝グラウンドという形になります。 



－17－ 

  これは当初、月浦自治会での意見懇談会の中でも月浦という名前を残してくれということ

があって、こういう形で考えておりますけれども、最終的に、子供たちが呼びやすい、覚え

やすいというものを考えておりまして、愛称を条件なしで公募したいというふうに考えてお

ります。これは１月の、先ほどおっしゃいました営業というか指定管理者の前に決定して、

それらの愛称で、パンフレットをつくっていきたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） ここは確かに月浦地区の住民の方々の熱望された公共施設、それが

月浦にできるということで、月浦運動公園と、こういう名前が出てくるのも自然なことなの

かなとは思いますが、ただ、私はこういうふうに思うのです。公募は公募でお願いしたいの

ですけれども、私なりの意見を述べさせてもらいます。 

  北海道の中では、まだまだ人工芝のグラウンドというのは先駆けの位置だと思うのです

ね。全道あるいは全国から集客できるだけの施設と、まだ１面、手をかけているだけですけ

れども。ただ、そういう集客の仕方、広く集客の仕方を考えるときに、その名称に使うワン

フレーズにこそ、さまざまなイメージが込められると思うのです。 

  例えば、何が目的の施設なのか、これが第１番目。そして、その施設を使うことの最大の

メリットというのは何なのか。この二つが最も重要だと思うのです。素直に出てくる言葉。

だから、課長がさっきサッカー場と間違えかけました。こちらからはサッカー場と一言も

言っていないのです。ただ、これがサッカー場と間違えました。これこそサッカー場で使う

のが最大の目的だということをもう庁舎内でも議員たちもわかっている話です。名称の中に

人工芝サッカー場がつかなければならないというのは、はっきりした話です。これを運動公

園というのは、何かの理由があるのかもしれないので、補助とか何とかね。条例上はそう

載っているのだろうけれども、名称というのは、やっぱり呼称というのは変えなければなら

ない、そのように思います。 

  それともう一つ、地域名を月浦、全国の人が聞いて、月浦のサッカー場ではどこにあるか

わからないです。全道の人でも、月浦のサッカー場ではどこにあるかわからないです。た

だ、これが洞爺湖温泉の隣にあって、洞爺湖温泉という名前が出てくれば、洞爺湖温泉のと

ころにあるということだけは、全道の人のほとんどにわかってもらえると思います。この二

つなのです。場所を的確にあらわすこと、皆さんの知っている場所を使うこと、これが最も

大事なのですね。 

  メリットというのは先ほど言いました。何に使うのか。メリットは景勝地、洞爺湖の湖畔

縁にあって温泉つきの宿泊施設が近いということです。これは、この名称だけでわかるので

す。道内の人であれば。だから、ここのところをきちんとやっぱりつけられる名前の中で、

公募していただきたい、そのように思うのです。 

  条件はつけないと言って、多数だという話もありましたけれども、その辺が織り込まれた

名称でなければ、観光と一緒になってやっていく、そういうスポーツ施設にはならない。町
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長がよく使っていたスポーツ観光、そういう時代を考えているということでありましたの

で、そのことをやっぱり中心に考えていただきたい、そのように思うのです。洞爺湖温泉と

人工芝サッカー場、その二つです。北海道のほとんどの方々はわかるし、それから、パソコ

ンとかスマホによる検索も容易になってくるのではないかなと思います。 

  常用する名称はこのようにしていただきたいと思いますけれども、その辺も加味しながら

つけていただきたいと思います。どうでしょうか。 

○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） 今の議員の提案でございますけれども、議員の言っている

洞爺湖温泉という全道のメリット、これは理解できます。ちょっと内部のほうで検討させて

いただいて公募に当たっていきたいというふうにお答えさせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 次の質問に移ります。 

  オリンピックのことなのです。実は、手前みそというか、私どもの話になりますけれど

も、５日ほど前に公明党の山口代表の講演を聞いてまいりました。そういう中で、私も全く

同感なのですけれども、2020年に東京オリンピックが開催されると。趣旨なのですがね。完

全にこのままではないです。2020年に東京オリンピックが開催されるけれども、東京だけが

オリンピックをするのではなく、日本全体でも地方でもかかわることのできるオリンピック

にしよう。そのためには、全国各地で参加者が事前に合宿できるような施設も提案していこ

う。こういう話がありました。 

  まさに、この洞爺湖温泉というのは、飛行場からわずか90分の位置にあります。人工芝

サッカー場、宿泊施設、全てそろっております。そして、８月の物すごく暑い時期、逃れる

ことのできる場所でもあります。北海道の中でも涼しいところ、そういう自然の利点も強烈

にアピールして、どこかのオリンピックの事前練習に使っていただくようにはできないもの

か、考えているところです。 

  今回のリオのオリンピックを見ましたら、アメリカで練習していて直前にリオに入るとい

う、何かおくれるのではないかなと心配されたチームもあったぐらいですから、洞爺湖温泉

と、北海道と東京、距離が短いものですから、このようなお話もさせていただきました。ど

うでしょうか。 

○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） オリンピックの合宿誘致というお話だと思います。 

  2020年度の東京オリンピック・パラリンピック誘致に関しましては、現在、政府のほうで

ホストタウンとして１次登録がなされておりまして、道内では網走、士別、名寄が認定され

てございます。また、道内の誘致希望市町村としましては、44市町村が今、手を挙げている

ところであります。 

  私が言うまでもなく、オリンピックの合宿等を開催することによって、子供たちの夢、世

界最高峰レベルの競技の選手を間近で見られるという一生の思い出だとか、そういうのは、
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ちょうど私の時代もそうなのですけれども、大変すばらしいことだと頭の中で考えておりま

す。 

  今回、誘致に際しまして、当圏域は北海道の中でも最も涼しく、また、札幌、交通、千歳

空港に近い、また、優良な宿泊施設を提供できるなどの好条件を備えております。現在、管

内の４市につきましては希望を上げておりますけれども、洞爺湖町としましても連携をとっ

て、関係部署とのオリンピックの、このグラウンドを使うということだけではなく、全般に

かかわる合宿誘致が可能なのか、また、北海道で12月に誘致セミナーというものがことし開

催されまして、この対象はアジア圏の地域ということでございますけれども、これらも含め

まして担当とどういう状況なのかを検討して進めさせていただきたいというふうに考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） ぜひどこかの国を引っ張っていただきたい、そのように思っていま

す。担当課長も決意が強いようですので、次の質問に移ります。 

  次の質問ですが、大きく二つ目の質問ということで、洞爺湖文化センターについて伺いた

いと思います。 

  今、たしかトイレの改修が行われている最中だと思いますが、この状況を含めて、ほかに

改修とか改築を考えているかどうか、聞きたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 現在、文化センターにつきましては、最重要課題としまし

て、男女の和式便座から洋式便座の変更、及び、臭いですとか換気、床の張りかえ、寒い、

こういうものが来ておりまして、工事の発注準備をしております。 

  また、将来的な課題としましては、建設から三十数年がたっておりまして、照明設備、音

響のリニューアルというものが想定されてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 照明と音響のリニューアルですね。大体わかりました。トイレはこ

れからなのですね、実際の改修はね。 

  建築後30年以上、洞爺湖文化センターも経過しているということですが、宿泊と同時に大

きな会合が開かれるというケースがあるようでして、まだまだ使命がでかいのではないかな

と思います。ただ、いかんせん時の経過とともに老朽化、また、時代に合わないような不都

合な部分もあるようです。 

  使用された方からの何か苦情や要望があれば、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） 現在、利用者の方からよく言われることでございますけれ

ども、第１点目は、要するに便所が使いづらい。冬季間、臭くて寒い。２点目ですけれど
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も、正面ロビーで受付等の事務を行う際、多少暗い。３点目ですけれども、ステージ上の照

明設備が古いというのですかね。踊りを何か踊ったり、歌を歌ったりするときに、例えば、

バックに色がつかないだとか、最新のいろいろな機械がございますので、それらがもう何も

色がつかない。ただ、歌を歌うだけというのですかね。そういうものの最新設備の希望なん

かのお話はございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 舞台の照明というのはいろいろあるものですから。実は、演劇を

三、四年やっていまして、そっちのほうの係だったものですから、相当難しい名前も知って

いるけれども、その辺はおくれているだろうなと思うのですが、逆に、おくれている部分は

アットホームになる部分もあるのかなと、そういうふうに思いながら見ているのです。金額

も安いですからね、使う金額もね。いろいろな部分があると思うのですが、ただロビーが暗

いのだけは、これはちょっと公共施設としては、やっぱりまずいのかなと思います。それ

と、夜、使ってみて、初めてわかったのです。外が物すごく暗いです。公共施設で人の集ま

る場所で、これだけ外が暗いところはないですね。1,000人集まるのに、あれだけ暗いと危

険もはらむのではないかなと思うぐらい暗いですね。 

  だから、この２点だけは時間がかかろうと、何年かかろうと、少しずつでもいいから直し

ていただきたいと思うのです。特に例えば、１回にやると外に明かりをつけるだけでも大変

でしょうから、ＬＥＤの照明を１カ所ずつ必要なところに増設していくとかですね、毎年。

文化センターのロビー、玄関ホールですね。ロビーについては、ＬＥＤ化ということもこれ

から求められると思いますので、ＬＥＤ化するときに灯数を少しずつふやしながら、何回か

に分けてやるとか、特に受付をする場所だけは先にするとか、いろいろ工夫していただきた

いと思うのです。 

  あともう一つあるのは、冬の大ホール、会場内が寒いという問題がやっぱり一番指摘され

る問題なのですね。ただ、何せお金のかかる話なので、何年かに分けてでも少しずつやって

いただきたいかなと、そのように思って、きょうは質問させていただきました。できれば

五、六年の年次計画の中で補修すればいいなと思うのですけれども、全体にかかる金額もそ

うそう安い金額ではないでしょうから、余り無理は言えないのですけれども、例えば、暖房

については、前の日からどうも暖房は入れているようですけれども、それでもちょっと足り

ないので、朝のうちにあの大型のジェットヒーター２台ぐらいかけてもらうとか、そういう

点の工夫というのはやっぱりしていただきたいなと思うのです。 

  前に沖縄から子供たちだけの、本当に小学生を中心としたところの舞踊団が来たことがあ

ります。冬だったのです。もう特に沖縄から来たということもあって、とても寒くて震えて

いたということがあって、呼んできた興行団体のほうからは、えらいお叱りを受けたという

ことがありますね。だから、この点についても何とか少し工夫していただきたいなと、その

ように感じて、きょうは質問させてもらいました。 
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  その３点、お願いいたします。 

○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） ただいまの件でございますけれども、文化センターは、私

が申し上げるまでもなく、大変高額な費用が必要でございまして、過去には、今まで約30年

たつのですが、２億円以上のお金を投資してずっと、こまこま、こまこま直してきている状

況でございます。その中で、トイレや屋根については、基本的な施設として今回である程度

直ると私どもは考えております。ただ、音響や照明、それと暖房ですね。これも平成11年に

直しているのですけれども、最新的なものが必要なのかなと。建設して15年で大規模に一度

改修しておりまして、これが平成11年でございますので、また、それから16年経過してきて

いるというふうに考えております。 

  現在、来年度より始まります第２期まちづくり総合計画10カ年が議論されておりますけれ

ども、私ども担当課としては、この計画の中の早期に何とかお願いしたいというふうに考え

ております。ただ、この施設の整備につきましてですけれども、補助金等はなかなかないの

が現状でございます。また、ない部分、担当課としましても、先ほどおっしゃいました知恵

を少し使ってとか、あれを修繕で蛍光管をかえるとか、そういうような工夫はしてまいりた

いと思っております。 

  また、暖房のジェットヒーターということで、これは実際やっているのですけれども、火

災報知器との関係がございまして、なかなか感度がよくて、思う存分使えないということを

ご理解していただきたいと思います。 

  私どもは、暗い、こういうものにつきましては、できる限り内部で工夫しながら進めてま

いりたいと思いますので、その辺をご理解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） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 町長、この文化センターの将来についてどういうふうに考えていま

すか。町長の答弁をお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖温泉文化センターでございますけれども、建設されてから30年

余りが経過すると。鉄筋コンクリートですから、建設課長にお聞きしますと、大体70年はも

つ施設であろう。が、しかし、30年経過すると、いろいろやっぱり傷んでくるのも事実でご

ざいます。 

  そんな中、今、緊急度、特に和式トイレから洋式トイレにかえよう、これは今年度で全て

整備されるところでございますけれども、その後に屋根の補修、ふきかえ等々も雨漏りの関

係等々でやはりしっかりやっていかなければならないなというふうにも思っております。さ

らに、今、議員からもおっしゃっていただきました特にロビー、それから玄関前、こちらの

ほうが公共施設でありながら非常に暗いというご指摘もありますが、本当に私ども、あそこ

に行ってみてそうだなという感じはいたします。特に受付をやるときに、若い方々であれば
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また別なのかもしれませんが、結構お年のいった方々も受付をやっておられる。そうする

と、字がなかなか見えにくいということも、話はお伺いしておりますので、こちらのほうに

つきましては、そんなに費用的にかかるものではないでしょうから、早い時期にやはり整備

をしていかなければならないなというふうにも思っております。 

  ただ、やはり暖房器具を全体的に見渡す、あるいは中のホールのいわゆる照明を取りかえ

るとなりますと、やはり多額の費用ということになるでしょうから、その辺は先ほど担当課

長も申しておりましたけれども、第２期のまちづくり総合計画の中にも、やはりしっかりと

して計画を持って、財源も調整しながら整備を進めていかなければならないなというふうに

思っております。 

  ちなみに今年度のトイレの改修につきましては、道のほうにお願いいたしまして、地域づ

くり交付金をいただいて、今、進めているところでございますが、なるべくそういう財源の

補塡、手当てもしながら、逐次整備計画を立て、しっかりした使いやすい文化センターにし

ていかなければならないなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 洞爺湖文化センターは1,000名以上が収容できるホールで、室蘭管

内では室蘭文化センター、それから伊達のカルチャーセンターと並ぶだけの大きさの施設で

すから、しかも、ほかの二つの施設にないのは、そこに入った人が宿泊することができる、

それだけの宿泊の収容力を持ったまちである、そこは誰もまねができないところです。ぜひ

ぜひ、これを大事にしながら、これからの宿泊の観光にもつなげていかなければならないと

思います。町長の答弁もありましたので、ぜひそのようになるべく早目にお願いしたいなと

思います。 

  次の質問をしたいと思います。 

  次は、公営住宅のメンテナンスということについて伺いたいと思います。公営住宅のメン

テナンスについてはたびたび取り上げてきまして、そのたびに町長あるいは担当課長等から

丁寧な答弁もいただきました。具体的にも動いていただいて、大分改善されたのではないか

なと、そのようにも思っているわけですけれども、前に一度、春の時期に聞いたのは、高砂

団地の雨漏り状の水滴が廊下に落ちるのはなぜかということで、課長の答弁では主に結露だ

ということだったと思います。 

  その後、入居者の方々から何度か指摘がありまして、夏の初めにも伺いましたが、やはり

天井から水が少し落ちていると。以前の質問でも、天井裏の黒カビの発生についても取り上

げました。黒カビについても、課のほうにきちんと理解していただきまして、除去について

の予算もこの議会に提案されると、そのように聞いております。その部分はきちんとやって

いただきたいなと、そのように思います。 

  以前に結露だろうという課長の説得力のある答弁があったのですけれども、何かやっぱり

私にはそれだけでないような気がするのです。廊下に加えて、居住スペースにまで天井から

の雨漏り状のものが少し広がり始めていると、そういうような気がしますが、果たして結露
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だけと言い切れるのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） まず初めに、町全体の町営住宅の状況を申し上げますと、ここ

に記載されてございますが、2000年の噴火災害以降に建設された町営住宅というのは洞爺地

区も含めますと459戸ございまして、全体745戸ございますので約62％を占めてございまし

て、比較的ほかの市町村に比べると新しい状況の施設でございます。 

  しかしながら、噴火災害以降に建設した住宅においても、一定期間が過ぎていることか

ら、細かいところでは流し台のシングルレバーの交換とか、洞爺地区ではボイラーの更新

等、設備関係もそろそろ更新の時期に来てございますし、また、退去時期には内壁やまたは

床の張りかえも出てきている状況でございます。 

  その中、今、議員のご指摘がございました高砂団地でございますが、さきの３月会議にお

いて指摘がありました廊下の天井や窓の結露について、今、お話があったとおり、本会議で

の工事費の補正予算を計上させていただいております。 

  中身につきましては、結露が発生している廊下と階段室に換気扇を取りつける。それか

ら、かびている壁につきましては、防カビ塗装を計画してございまして、それで対応させて

いただきたいというふうに考えてございます。実は、これは一度実験済みでございますの

で、ある程度効果が出るだろうというふうに思っているところでございます。 

  その中で、今、雨漏りの件をお話しされたかと思います。実は雨漏りにつきましては、７

月に一度、高砂団地の１号棟でございますけれども、雨漏りがございました。天井の屋上に

雨水を流す配管があるのですけれども、その配管の受け皿のところから水が浸入しまして、

５階の廊下の一部と、それから１軒のお宅に雨漏りの事例がございまして、大変ご迷惑をお

かけしたところでございます。 

  その後、それにつきましては、早急に防水の専門業者に修繕を依頼しまして修繕を終えて

いる状況でございます。また、住戸内については、すぐに天井を確認した上で復旧させてい

ただきまして、廊下のカビがついているところについては、今、補正予算をいただいた中で

修繕することとな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） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 早い対応、ありがとうございます。余談になりますが、この住宅に

ついては噴火災害と密接な関係がありますので、その後、合併していろいろな形で洞爺の議

員も一緒になりましたので、お話ししておきたいこともあるのです。 

  これは今、459戸という課長のお話でありましたが、2000年有珠山噴火、それから16年が

過ぎたわけです。噴火直後に洞爺湖温泉の公営住宅を取り壊さなければならないという事態

がありまして、そのときに高砂団地の３棟だとかひまわり団地２棟、コスモス団地にあさひ

団地、青葉第２団地と清水団地、そして洞爺湖温泉ののぞみ団地、このあたりが一気に二、

三年の間に建てられたというような状況でした。 
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  それで、噴火災害の後の道路だとか水道などのインフラの復旧、それから、役場はそれに

加えて避難対策、住民の生活対策、それに加えての公住の建てかえであったわけです。たし

か噴火から３年間ぐらいというのは、一般会計の年額は通常の３倍ぐらいの200億円前後ま

で膨らんだというふうに記憶しております。当時の職員も、何かもう寝る暇もないような、

寝る暇も惜しんでの復旧・復興という仕事ぶりでした。 

  議会も毎日のようにヘルメットをかぶって現場へ現場へと足を運んだ時期もありました。

議会の時間も長くなって、建設課長は、答弁に一日中立ちっ放しという状況が続いたのも覚

えております。途中、体調を崩して入院された方も何人かおられました。 

  ちょっと横道に話がそれますけれども、そういう努力でできた公営住宅ですから、何とか

いい状態で使っていただきたい、そのようにも思うわけです。さきに述べましたように、も

う15年ほど経過してくれば、屋上の防水工事をしなければならない時期にも入ってくるのか

なというような気もします。 

  質問が長くなりましたけれども、この屋上の防水工事というのは、どれほどの金額がかか

るのか、または、どれぐらいの時期で定期的にやりかえるものなのか、そういうのを伺って

おきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 町営住宅の防水工事の関係でございますが、町営住宅の屋根の

状況を申し上げますと、私どもが今、管理している建物が60棟ございまして、そのうち20棟

が防水の屋根の形になってございます。管理方法としては、定期的に職員がはしごにて屋上

に上がりまして、枯れ葉の除去等を実施しながら、その状況を確認させていただいている状

況でございます。 

  何か防水の更新時期ということだと思いますが、防水の種類によって違いはございます

が、私どもは一般的に言うアスファルト防水というものを使っておるのですが、それでいき

ますと、約15年から20年が寿命と言われているところでございます。町の状況といたしまし

ては、先ほどからありました災害公営住宅等の新しいものにおいても13年以上経過してござ

いますし、古いのでいくと、20年を経過しているところもございます。 

  また、費用でございますが、防水工事の費用といたしましては、一般的ですが、平米当た

り１万円から１万3,000円という標準的な価格が示されているところでございます。 

  一般的なことを言いますと、参考例でございますが、私どもで１棟12戸３階建ての住宅を

管理している清水団地のようなところでございますが、それでいくと、約600万円程度の費

用を要すると思われます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） やはり定期的に更新しなければ、クラックなんかが入ってくるとい

う話も聞いております。思ったより値段がかかるものだなという気がしています。だからこ

そ、怪しい順番から先にやるのもあると思うのですけれども、やっぱり計画的に毎年手をか
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けて更新すべきものについては更新していく。そういう予算というのを少しずつ取りなが

ら、やっぱりやっていかないと、逆にお金のかかるものだから全部一緒というわけにもいか

ないでしょうから、そのような壊れる前のメンテナンス、年次計画というようなものを立て

て当たっていただきたいと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 順次防水工事をすべきというご意見かと思います。 

  町営住宅の改修工事の計画につきましては、洞爺湖町営住宅長寿命化計画というのを策定

してございまして、来年以降、柳川通り団地の外装工事、屋根も含めてですが、それから、

洞爺地区の単独住宅の外装工事は手すりの改修工事を実施することになってございます。 

  その中で、屋上防水工事でございますが、先ほど申し上げましたとおり、更新時期に来て

いることもございます。それから、災害公営住宅等で、単年で多くの住宅を建設した年度も

ございますので、やはりこの工事量というのは分散化して平準化しなければならないという

ふうにも考えてございます。それで、計画的な修繕が必要だと私どもも認識してございま

す。 

  今後、専門業者に劣化状況をきちんと確認していただいて、やはり第２期まちづくり総合

計画にて計画立案を計上しながら、改修工事が集中しないような予防的な保全に努めてまい

りたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） この項目の最後の質問に移りたいと思います。 

  先ほども議員の控室のほうにいましたら、ことしは湿度が高かったよねという話をみん

な、していました。だから、私だけが感じているのでなくて、多くの人が、ことしって夏に

随分湿度が高かったというのが印象としてあるのだと思います。 

  一般住宅でも湿度に関しては苦労しているところがあったようです。同じようにして、公

営住宅でも高い湿度に悩んでいる方が非常に多くいるということで、お話が寄せられており

ます。特に清水団地の複数の方から、毎日壁のカビを拭き取っているとか、畳がカビで、特

にたんすの下のほうがかびてしまって動かすのも怖いとか、カビでたんすを捨てなければな

らないとか、開封したそうめんが、ぐにゃっと曲がってしまうとか、そういうような大分厳

しい声が寄せられております。 

  同じ場所に建っていても、棟によって状況がもし異なるということであれば、何かその棟

固有のものであったり、この部屋だけが悪いのだったら、この部屋のものだったりと、そう

いう感じがするのですけれども、こういうふうに、湿気に限らず、公営住宅で何か特に湿気

を中心に相談されていることは、課のほうではどういうことでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） カビの関係といいましょうか、湿気の関係については、やはり

相談を受けている事例はございます。 
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  それで、３月の会議のとき、私ども、こういうお話があったときに、６月になってからな

のですが、換気扇のフィルターの掃除というのが、やはりきちんとできているかどうかとい

うのは大きなテーマだと思いましたので、この換気扇を管理している住宅について全戸に、

換気扇の掃除をしていただいているでしょうか、もしできなければ、高い位置にあることも

あったものですから、役場のほうへ連絡していただければ、わからない、できない場合は、

役場のほうでさせていただきますということを周知はさせていただきました。それで、件数

的にはそんなに多くはないのですが、そういうご相談を受けて、高齢の方のほうにも対応さ

せていただいている状況なのですが、文書が難しかったこともあるかもしれませんので、冬

になる前に、もう一度、同じような文言の中に、今度は住宅の湿気についてというような形

の案内でもさせていただいて、入居者の方々と一緒にメンテナンスの、管理できるような方

向で取り組んでいきたいというふうには考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 文書を易しくして配る、非常に大切なことだと思うのですけれど

も、一般的に、たな子さんは大家さんに家の中を見られたくないのですよね。何かなかなか

文書は出しても呼びにくい。そういう問題もあります。だから、何百戸もあれば一軒一軒回

るというのは難しいかもしれないけれども、何らかの方法でやっぱり聞いていただきたいな

と思うのですね。やっぱりカビが生えたところに何軒か行くと、１軒は課長のほうの努力で

きちんと解決しましたが、何軒か見ているけれども、やはり結構すさまじいところもありま

すので、ぜひ個々に相談があったら応じてやっていただきたいなと、そのように思います。 

  これで一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、七戸議員の一般質問を終わります。 

  ただいまから、10分間、休憩をいたします。 

  再開を11時40分といたします。 

（午前１１時２９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４０分） 

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

○議長（佐々木良一君） 次に６番、立野議員の質問を許します。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ６番、立野です。それでは、よろしくお願いいたします。 

  初めに、８月の30日、31日にかけて発生した台風10号は当町の農業、漁業を初め、あるい

は観光、商工業に甚大な被害をもたらしました。私は、この台風によって被害に遭われた事

業者、そして住民の皆さんに心よりお見舞い申し上げるとともに、引き続き、被害に遭われ

た住民の皆さんの生活支援と事業の再建に向けた支援に取り組む、そういう決意でありま
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す。 

  被害状況は現在、関係団体や関係行政において調査が進行しておりますが、私たち日本共

産党としても、畠山和也衆議院議員を責任者とする調査団が被災地に入り、聞き取り調査を

行っております。10日にはいぶり噴火湾漁業協同組合を訪問調査させていただきました。 

  今回の台風による被害は当町の産業、経済活動に大きな打撃をもたらしているだけに、全

体の被害状況が明らかになっていく中で、今後、復旧・復興に向けて、行政や議会も一丸と

なって、道や国への要請活動も含め、取り組むことが求められていると思います。 

  今議会での一般質問では、この行政の迅速な対応もありまして、幸いにも人的被害を免れ

ましたけれども、その避難のあり方や避難所の設置や運営に関して幾つかの改善を求めて、

質問をさせていただきたいと思います。 

  初めに、まちの災害対策の基本というのは災害から住民の生命を守る、このことに尽きる

わけですけれども、８月31日午後７時に自主避難情報が発表され、防災無線やエリアメー

ル、広報車等を通じて対象地区の住民にその周知が図られました。まず、この基本的な状況

について伺っておきたいと思います。この自主避難地域の対象地域、そして対象地区の住民

の世帯や人数、また、実際に避難された人数、その中で要援護者の避難された方々の人数な

ど、まず説明をいただきたいと思います。 

○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） 今回の台風10号の暴風雨に伴う対応の部分、また、経過の状

況であります。 

  まず初めに、８月30日６時36分に波浪警報が発令されております。また、14時31分には暴

風警報、そして16時53分、大雨警報が発令されております。また、23時10分には洪水警報が

発令している中で、当町においては17時45分、午後５時45分に災害対策本部を設置いたしま

して、19時、午後７時に自主避難の呼びかけ情報を行ったところでございます。 

  対象区域につきましては、本町１区、２区、３区、４区、７区、８区、そして入江３区、

入江１区の国道37号から海側を対象としております。 

  対象者につきましては、418世帯、822人で、地域の中には要援護者26名の方が住んでおり

ました。また、この避難の呼びかけに関しまして、避難された方でありますけれども、43名

の方が避難されておりまして、避難場所として、青葉集会所へ16名、それとあぶたコミュニ

ティセンターへ21名、そして福祉避難所へ６名の方が避難しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） そこで、まず、基本的なことから伺うのですが、洞爺湖町の防災計画

を見ますと、この中に自主避難情報という表現が、実は含まれていないのですね。最近よく

言われている避難準備情報というのも、実は入っていません。 

  そういう中で、当町が自主避難情報を発表したその根拠ですね。そして、それはどういう

内容のものを意図したものだったのかということについて説明をいただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 
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○企画防災課長（鈴木清隆君） 市町村長の避難に関する権限等の部分にもなるかと思いま

す。一つには、当町の防災計画の中では避難指示、それと避難勧告というのがございます。

これは災害対策基本法第60条に明記されているところでございますけれども、現在、内閣府

のほうでは、避難勧告等の判断・伝達マニュアルという部分がございまして、このガイドラ

インの中の一つに今、お話しの避難準備情報というのがございます。この部分は、当町では

防災計画に盛り込まれているところではありませんが、ガイドラインの中で、やはり要援護

者と特に避難行動に時間を要する方々につきましては、計画された避難場所へ避難行動を開

始するという部分、また、それ以外の方に関しましては、家族等との連絡、非常用持ち出し

品の用意等、避難準備を開始してくださいという内容となっております。 

  今回、当町において、自主避難の呼びかけという形の中で情報を発信させていただいたと

ころであります。これに関しましては、地域防災計画等では明記されていないところであり

ますけれども、この部分というのは、ガイドライン等でも、やはりこういう呼びかけによっ

て危険度を表現して住民に避難を喚起するようにという形の文章がございます。 

  そうした中で、避難準備情報という言葉は、なかなか準備をして待っていればいいのでは

ないかという誤解を招くところもございまして、そうした中では、当町において、今回の高

波についての避難としては自主避難呼びかけという中で、自分はやはり危険な場所にあっ

て、逃げないといけないという気持ちの、やっぱり動いていただく。そうした中で、この情

報を発表したところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 防災計画の中に明記されていないということですが、そういう中で自

主避難情報、あるいは今、内閣府の話が出ましたけれども、避難準備情報、こういったもの

が今、使われるようになっているわけでしょう。そうすると、これからは防災計画の中に、

こういった用語も含めた計画をつくっていく考えなのか、それとも、あくまでも避難勧告

と、そして避難指示というものだけが、この防災計画の中に盛り込まれていくのか。その辺

の考え方としてはどうなっていますか。 

○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、洞爺湖町の防災計画の見直しをしているところでござい

ます。その中でも、今、お話ししました避難準備情報、それと自主避難の呼びかけという部

分を文言の中に入れて、やはりしっかりと住民の方々に周知をしてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回、早目の行政側の対応で自主避難情報を発表されたわけです。そ

ういう中で、先ほどの説明にもありましたけれども、自主避難対象人数が822名なわけです

けれども、要援護者も含めてということでしょうかね。実際に、自主避難された方が43名と

いうことで、特に要援護者については26名中６名、二十数％なのですね。 

  つまり、自主避難情報という発表の仕方だったものだから、心配な方は避難所を用意して
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いますから来てくださいと、こういうような格好になったのだと思うのですね。その判断の

中身は、それぞれ個々によって違うのでしょうけれども、やっぱり自主避難情報は、その後

の避難指示などに進行するおそれがないとの判断で出されたのかなというふうに、実は感じ

たわけです。 

  要援護者については、避難準備情報と同様の対応はしなくてもよいと、こういう判断だっ

たのかどうか、もう一度、その辺を確認させてください。 

○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） この判断の部分ですけれども、先ほどもお話ししました内閣

府の避難勧告等のマニュアルに高潮等に関する避難勧告等というマニュアルがございます。

そうした中で、やはり危険が及ぶかどうかという判断の中で、まずは自主避難の呼びかけと

いう形で、そして、実は満潮時、ちょうど新月の時期で大潮の時期ではあったのですが、31

日の午後１時19分に満潮を迎えるという中で、まずは呼びかけをして不安な方は避難所へ避

難していただくという形で出させていただきました。 

  その後、やはり災害の状況というか現状を見ながら、避難勧告なり、そういう部分を出し

ていく形にはなったかと思うのですが、そこまでには至らなかったという判断の中で対応さ

せていただいております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そこで、26人のうち６名の要援護者の方が避難された。されなかった

方々の状況はどうだったのかなと。そしてまた、こういった要援護者については、最初は手

上げ方式だの、あるいは次は推薦だのという方向で名簿化されていったわけですけれども、

その援護者に対して２名の地域の住民の方の支援者を登録するというふうにもなっていたわ

けですね。 

  今回は、大事に至らなかっただけに、逆に言うと、こういった要援護者の対応として、今

のような状況でいいのかどうか。それを改めて再検討する意味で、非常に実践的な教訓とし

て、それが導き出されていくのではないかという気がするのですが、その辺、避難されな

かった方、あるいは支援することがある面では登録されていた方々については、町からの情

報が提供されたり、あるいはそういう方々への呼びかけというのはどんなふうに行われたの

か。この件についても、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） 災害要支援者の26名の方でありますけれども、実はそのほか

に、この区域の中には障がい者のグループホームがございまして、６名の方につきましては

福祉法人の施設へ避難させていただいております。今、26名という話はしておりますけれど

も、それにプラス６名ということで理解していただければと思います。 

  また、今回の台風10号の災害時の要支援者に対して、町から直接、電話や家庭訪問などに

より、情報の提供と自主避難の意向の確認を行ったところでございます。 

  本来は、災害要支援者には、万一災害時に避難を手助けしていただける避難支援者がそれ
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ぞれ登録されておりますが、今回の台風10号は、その大きさから暴風になる前に安全に避難

いただくことが重要と考え、また、登録者が26名であったこともありまして、避難支援者に

連絡依頼するよりも、直接、災害時要支援者に連絡したほうが早いと判断いたしまして、ま

た、一刻も早い避難をいただきたいとのことで、今回は、町が災害時要支援者に連絡したと

ころであります。 

  26名の方々の対応でありますけれども、実際に避難された方は６名でございます。そのほ

かに、子供たちと同居しているので避難しなかった方が７名ございます。また、ひとり暮ら

し、または高齢者だが家にいたいと、また、避難しないと答えた方は７名ございます。ま

た、様子を見て避難すると答えた方が６名でありました。 

  自主避難を見送った方のうち、子供と同居していない、ひとり暮らしまたは高齢者世帯の

方々には、暴風中は決して外に出ないようにお願いしているところでありまして、連絡した

ときに、中には留守にしていた方もおられましたが、ご家族などに確認したケースもござい

まして、多少時間は要したところでありますが、26人全員の意向を確認はしております。 

  また、自主避難に対しての避難支援者の方々でありますが、今回に関しましては、当町に

おいて避難の誘導をしたということで、支援者に、全員ではありませんけれども、連絡のつ

いた方々へは、事後ではありますが、しっかりと避難状況に関して報告させていただいてお

ります。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 実際に、これは噴火でも何でもそうなのですが、避難が必要な場合で

もなかなか避難をしたがらない、そういう方も出てくるものですから、特に今回のようなケ

ースで、改めてこういった要援護者に対する避難体制、対策というのがよかったのかどう

か。その辺はぜひ、私、よく分析して今後の災害に生かしてほしいなということで、今、改

めてお聞きしました。 

  そのことと、実際に避難された方々について、次に質問させていただきたいと思うのです

が、避難所の開設と運営について質問させていただきます。 

  避難所を開設された直後、避難されてくる住民の支援のために私も避難所に伺いました。

あぶたコミュニティセンターあるいは青葉集会所ですね。それぞれ伺ったわけですが、あぶ

たコミュニティセンターには、私が行ったときには既に15名ほどの方が避難されていまし

た。大雨、強風の中で歩いて来られた方もおりまして、そういう中には疲れた様子も感じら

れました。 

  健康福祉課の職員３名が献身的に対応する姿を拝見しまして、16年前の有珠山噴火による

避難所で頑張っておられた当時の職員の姿を思い返したわけですが、避難所の中は風が強い

ということもあって窓もあけられない。そういう中で、蒸し暑さの中で住民が我慢をしてい

るわけですね。避難所には扇風機もありません。対策本部に移動して、避難所が蒸し暑く、

扇風機もないことを告げると、これは余り言いたくないのですけれども、ある幹部職員の口

から出た言葉は、ここも暑くてということでした。だからといって、どうするということで
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もなかったのですね。 

  避難所担当が健康福祉課であることを知りまして、課長に同様の内容を伝えますと、早

速、即座に庁舎内を探して、１台の扇風機を探し出しました。避難所にそれを持ち込むこと

ができました。その後、避難所近くの住民も協力して４台ほど扇風機を確保することができ

たということなのです。実は、青葉集会所は、そういう対応はほとんどされませんでした。 

  そこで、質問するわけですけれども、避難所となる施設には、最低限の防災機材を常備す

る必要があると思うのですね。特に、常に避難所となり得る施設については、季節を問わ

ず、避難してくる住民の健康が損なわれないような最低限の準備といいますか、こういった

ものが必要だったのではないでしょうか。 

  防災計画を見ても、冬場の対策、寒冷地で極寒の中での避難所の対応については書いてあ

りますけれども、残念ながら、夏場の対応については見受けられないのですね。今回は、夏

場の対応ということでありましたけれども、この点では、ちょっと十分ではなかったのでは

ないかと思うのですが、その辺、どのように受けとめているでしょうか。 

○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） 避難所の体制でありますが、うちは18班の災害対策本部がご

ざいます。その中で、避難対策班、課としては健康福祉課が避難所の開設、また、準備等を

しているところですが、速やかに準備をしていただいたところでありまして、18時35分には

３カ所の避難所の受け入れ態勢を整えたところでございます。 

  また、避難所の状況でありますが、台風が接近していることもあり、気温24.9度、また、

湿度79.5％と、やはり蒸し暑い環境でありました。初めは、窓をあけたりしておりました

が、暴風が近づいてきたころには窓もあけることができなくなり、決してよい環境ではな

かったと確認はしているところでございます。その後、議員がおっしゃるとおり、避難所の

環境の指摘と、また、町民の方から扇風機の提供がございまして、また、その後、役場で所

有している扇風機を持ち込み、暑さ対策をさせていただいたところでございます。 

  ８月の避難所開設ということであり、やはり室内の環境において十分な対応はしていない

かもしれませんが、まずは住民の生命を守ることを第一に避難対応をしているところでござ

います。季節によって避難所の環境、対応については、さらに検討していかなければならな

いとは考えております。 

  また、機材の整備の部分でありますけれども、まず一つは有珠山噴火を想定した中で、大

きな避難所に関して順次、今、予算の範囲の中で計画的に備品等をそろえているところであ

ります。それを順次そろえていきながら、避難所の環境整備をこれからも進めてまいりたい

と考えております。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、課長が言われたように、この災害における対策本部の任務は、ま

ず第一には住民の生命、安全を守ることというのが第一義的な役割でありますね。 

  同時に、避難している住民の健康にも気を配る必要があると思うのですね。たとえ避難所
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の担当任務でないとしても、例えば、先ほどのようにここも暑いと、こう言うだけで避難所

の置かれている状況を顧みないというのでは、避難住民に寄り添った対応とは言えないので

はないかという気がします。 

  職員自身の感覚で、自分の感覚で避難者の状況を推しはかるというようなことがあっては

ならないし、避難者の置かれている状況を見ようとしない、もし、そういう感覚があるとす

れば、これは問題だと思います。このことは、今後の災害対策にも影響する姿勢、行政の姿

勢としても、あえて厳しく指摘をしたいと思いますが、その点ではいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） いろいろ災害の種類によって、避難の期間が長くなったり、特に噴

火の場合は非常に長いということで、議員のほうからも、2000年のときの噴火のお話もござ

いましたけれども、あのときはやはり住民の方も避難が大変長くなって、大変なストレスが

あったというふうにも思いますし、また、職員も一方で被災者ではあったわけですが、やは

り一生懸命やっていたというふうにも思っています。 

  その後、3.11ですとか、この間の台風10号の関係であったわけですけれども、職員の意識

としては、当然、住民のためにという意識は持っているというふうには考えております。た

だ、いろいろ、実際のそういった災害になったときには、細かいところででも判断が必要な

場合があると思います。そういった場合は、やはりすぐそこで対応できることはしなければ

いけませんし、そういったことは、体制を通じて上にも上げなければだめだし、あるいは上

と相談しなければだめな場合はすぐに相談して対応するというようなことも必要かと思いま

す。 

  特に第２次非常配備体制になりますと、各班が設置されまして、それぞれの班が責任を

持って対応するというのが基本でございますけれども、そういった場合でも、やはり対策本

部と連携をとりながら進めていかなければならないというふうに思います。 

  これからも災害はないほうがいいですけれども、避難訓練なども繰り返し実施していくと

いう中で、そういった職員の意識のさらなる向上、それから、災害ではなくても、日常的

に、私どもの仕事というのは住民の生命と財産を守り、福祉の向上のために働くというよう

なことになっていますから、そういった日常的なことも含めて、それから避難訓練も含め

て、そういった意識の向上などにも努めていきたいというふうには考えております。 

○議長（佐々木良一君） ここで、昼食休憩に入ります。 

（午後 ０時０４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。 

  ６番、立野議員。 
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○６番（立野広志君） それでは、午前中に引き続いて質問を続けたいと思います。 

  先ほど、副町長が答えられた点でもあるのですが、やはり防災計画の中にも、防災計画の

22ページには災害対策本部の組織図が出ておりまして、そこには対策本部のそれぞれ部署ご

とに５人の部長を配置して、さらに、その細部には18の班を置くということで、それぞれ仕

事をすることになっています。その中には避難所の担当班ということで、それも対応してい

るわけですが、ただ、情報とか対策を対策本部全体が、やっぱり共有するということが大事

なのだと思うのですね。 

  災害の対応、特に避難所の運営とか避難者の状況把握、その対応を担当課なり、あるいは

担当者任せとしないで、やっぱりそういったものも含めて対策本部全体、全員の共通の認識

にしていくということも大事だと思うのです。 

  その辺で例えばどこから要望が入っても、あるいは誰に対して、例えばそういう支援を求

める声が入ったとしても、それがきちんと担当のところに伝わるというふうにしていかない

と、俺は担当じゃないからみたいなことで、全くそのことにかかわろうとしないというのは

まずい。そのようなことを今回、私は指摘したいなと思っています。 

  このことは時間がないので答弁を求めませんけれども、ぜひ今回のことを参考にして、改

めて、対策本部体制のあり方やその中での情報共有について、検討いただきたいと思いま

す。 

  次に、停電に対する対応についても伺いたいと思います。 

  町内の各地域で長時間、停電が続きました。先ほどの行政報告の中にも出ていましたけれ

ども、ライフラインの遮断というのは、重大な災害なのだという認識に立って対処するとい

うことが大事だと思うのですね。 

  長時間の停電が及ぼす生活不安とか、あるいは健康被害を考えると、これは重大な問題だ

と思います。自宅療養患者にとっては、停電によって命の危険にさえさらされる場合もあり

ます。非常の際の連絡もできないという場合もあります。電化製品とか暖房機など、多くの

家電製品が、電気がなければ使うことができないというだけに、長時間の停電は重大な災害

であるとの認識を持って対応することが必要だったと思うのですけれども、その点で今回の

対応としてはどうだったのか、伺いたいと思います。 

○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） 台風10号による暴風により、町内全域において停電が発生し

たところであります。 

  第一報は８月30日20時35分、富丘・大原地区において停電が発生したとの総合支所からの

連絡がありましたが、21時10分には本町海側、温泉から洞爺までが停電しているとの報告が

あり、停電箇所の特定ができない状況にもなっていたところでございます。最終的には、洞

爺湖町内において一時、2,140戸、町内全域の範囲で停電したところでございます。 

  北海道電力では、直ちに復旧作業を行うこととしていたところでございますが、31日午前

２時近くまでは暴風により高所作業車も使うことができず、電柱に上ることも危険でできな



－34－ 

い状況であるとのお話を聞いております。その後、復旧作業に取りかかったところでありま

すが、各所で倒木などにより電線が寸断されており、復旧作業に時間がかかったところでご

ざいます。 

  洞爺湖町の災害対策本部では、北海道電力へ状況確認などを行って、早急な復旧をしても

らうよう、要請してきたところでございます。結果的には、８月31日夕方にはほとんどの地

域で通電されたところでありますが、月浦地区は９月１日午前まで停電が続き、清水地区、

香川地区では午後７時30分に、清水地区でありますが、190戸中170戸で通電されるようにな

り、残り20戸については午後８時45分に復旧したところでございます。また、香川地区にお

いては９月２日午前０時に全て通電したところであります。全面復旧まで、電気が通った後

にも再度停電する地域もあったことを確認しております。 

  この長期停電の中で、やはり48時間ほど停電した地域がございます。在宅酸素や電動車椅

子、固定電話といったものは内蔵電池があるものの、長時間停電となれば機能が停止し、緊

急時に呼べない、足がわりの車椅子が動かずトイレに行けない、最悪は生命の危険性まで及

ぶこともあることから、停電となった地域につきましては、お住まいの要支援者につきまし

て、家庭訪問により安否確認を行い、あわせて困り事などの相談に対応していたところでご

ざいます。 

  このたびの長期停電では、特に高齢者や障がいのある人たちは電気がいつ復旧するのかわ

からない状況の中、不安な時を長時間過ごされたことになりますが、心身の疲労は大変なも

のであったと思っているところでございます。自然災害に限らず、このようにライフライン

の停止による災害もあることから、必要があれば自主避難所の開設や正確な情報提供、ま

た、早期問題解決に向けた事業者への要請など、一部は実施いたしたところでございます

が、状況にあわせて迅速な対応をしていかなければならないと感じているところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、答弁いただいた認識というのは同じですね。同じなのですけれど

も、今回の場合、例えば清水地区などで言いますと、二晩、電気が入らない状況の中で、い

よいよ三晩目になるというときの午後７時ですか。役場のほうでは広報車等によって、避難

所を青葉集会所に設けたと、ですから、避難される方は青葉集会所に来てくださいと、こう

いう案内がされました。実は、私も清水の地域の方、何人かにその後でお話を伺ってみまし

て、えらく、実は怒られたのですよね。何を怒られたかといいますと、何でそんなに遅かっ

たのだと。二晩も実は真っ暗闇の中での生活をしていたというような状況の中で、携帯の充

電もできなくて連絡もとれなくなってしまうし、さっき言ったようないろいろな電化製品が

使えないことによるトラブルもあったということです。北電との間では、きょうじゅうに、

あるいはあすの何時までというふうに、常にそういう状況で連絡があって、それを信じて行

政としては対応してきたのだろうと思いますけれども、なかなかやっぱりそういう計画どお

り、あるいは当初の北電が言ったとおりの時間帯には電気が入らないということで、結果と
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して長時間の停電になってしまったわけです。 

  それは、結果はこうだった、だから、そうならなければわからないということではなくて

ですね。やっぱり半日なり、あるいは１日以上停電が続くような状況、特に医療機器などを

在宅で使っているような方もおりますから、そういうことを考えたときに、一定の時間、長

時間に及んで停電が繰り返されるような場合は、今、言ったように要支援の方については対

処しているというお話がありましたけれども、例えば早目に自主避難所を開設するというこ

とがあってよかったのではないかという気がします。その点で、時期的にその判断がもう

ちょっと早ければなというのがあったわけですけれども、その辺の状況を一つお聞きしたい

と思います。 

  それから、もう一つ、清水に住んでいる方々に自主避難場所として青葉の集会所をという

ふうな話だったわけですね。担当の課長もご存じのように、清水の方にお話を聞いたら、ど

こにあるんだ、青葉の集会所ってということからまず始まるわけですよね。行ったこともな

い。ましてや歩いていく距離としては、結構な距離になります。子供たちが学校に行くほど

はかからないかもしれませんけれども、同じぐらいの距離を歩かなくてはいけない。中に

は、清水の地域というのは高齢者も多いですから、車を持っている方ばかりでもないわけで

すよね。そういうことを考えたときに、もっと近場にそういった場所を設けて、例えば発電

機などを持ち込んで、例えば清水の集会所などを活用することもできたのではないかと。あ

るいは、そういった検討はどうだったのかということなども、いろいろとやっぱり尋ねられ

る部分もありますし、私としても、そういうことも含めて、やはりライフラインの断絶とい

いますか、これは本当に生活にとっても大変大きな危機を及ぼすものであるだけに、行政と

してはどこまで真剣に考えたのだろうかなということを改めて伺ってみたいと思います。 

○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） 30日の夜から停電して、清水地区においてですが、約48時

間、停電したことになっております。１日の朝、本部会議の中でも、自主避難場所を設ける

べきではないかという話も討論されたところであります。 

  そうした中、北海道電力から30日の夜までには、また、長期停電しているところには早急

に送電するというお話を聞いている中で、やはりそこの判断の部分で、ちょっと考えていな

かったところでもあります。ただ、１日に関しましては、時間の指定もありまして、夕方５

時までには通電するというお話を聞いて、防災行政無線でもお知らせしたところですが、５

時を過ぎても通電されないと。そうした中で、災害対策本部においては、やはり１カ所、避

難場所を設けるとともに、職員全部が出向いて、一戸一戸、自宅に行って安否の確認をさせ

ていただいたところであります。 

  議員がおっしゃるとおり、ライフラインがとまった、また、特に電気がとまったという部

分で、また、改めて感じたところでございますけれども、今、電話も通じないということが

あって、下手をすると119番通報も伝えられないという状況の中で、職員も全戸を回って安

否の確認、または避難所の開設等をお知らせしたところであります。 
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  幸いにして、19時30分過ぎには９割近くの住宅が通電して三晩目を過ごすことはなかった

のですが、今回、長期間の停電という部分では、これも災害の一つとして今後、やはり考え

ていかなければならないことと考えております。 

  また、避難所でございますが、本部としては青葉集会所を開設させていただいておりま

す。洞爺湖町としては防災ガイドブックや津波ハザードマップ等々を全戸に配付して、災害

時の備えについてお知らせしているところでありまして、逆に、本当に集会所がわからない

と言われたときには、改めてまだ周知が足らないのかなということは考えているところであ

ります。ただ、こうした部分では、自助、共助という部分もありますが、やはり自分が災害

に遭おうとしているときにどういう行動をすればいいのか、そういうことはしっかりと、住

民の方々におかれましても、やはり避難行動の再確認をしていただけるよう、今後も機会あ

るごとに周知してまいりたいと思っております。 

  また、清水の集会所において発電機を持ち込んで、近くですから、そこで発電して避難場

所としてはどうかというお考えでありますけれども、発電機を搬送して出していくよりも、

まずは通電している安全な避難場所、その場所にお連れするということを目的に今回は避難

誘導をさせていただいたところであります。ただ今後、全町停電という部分もあるととも

に、今回はどこがいつ停電するかがわからない状況の中でありましたので、まずは、ずっと

通電されている避難所を選ばせていただいたところでもございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 清水地域の方で青葉の集会所に実際に避難された方というのは、何か

２名ほどだというふうに伺っております。その後、私が住民の方に聞きましたら、やっぱ

り、あそこまで歩くのはちょっと大変だなというような思いで、我慢できる方はそれでいい

のかもしれませんけれども、実際に場所もわからないし、夜の７時という時間帯に開設され

たということもあって、なかなかやっぱり避難するにもできなかったという方もいるようで

す。ですから、その辺、やっぱり平時の対応というのは本当にいかに大事かということもあ

ります。 

  いずれにしても、今、私がお話ししたいのは、このライフラインの欠如、特に今回は長い

時間での停電でありましたけれども、これも噴火や地震や津波やあるいは暴風雪だけではな

くて、もう一つのやっぱり大きな災害でもあるのだという認識を持って、今後の防災対策で

生かしていただきたいというふうに思います。 

  その点で、今回の経験を教訓として、同様の事態が起こった場合に、これまで私も含めて

ご指摘もしましたが、どうあるべきであったかというふうに町長はお考えなのか、このこと

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回の台風10号の被害状況でございましたけれども、暴風雨による災

害、被害が非常に多かった。私どもも正直に申しまして、今までウエートを置いていたのは

有珠山噴火災害あるいは津波災害で、そちらのほうの避難訓練等々は毎年のように実施して



－37－ 

いたわけでございますけれども、なかなかこの暴風雨災害、これらについても今回、本当の

教訓といたしまして、至らなかったところについては素直に、やっぱり謙虚に改めていかな

ければならないなというふうにも思っております。 

  私どものまちは災害の発生率の多いまちということもございまして、昨年度は地域防災力

の強化ということで、いろいろな伝達手段、こちらのほうも整備させていただきました。そ

して、過去２年ほど連続して職員の研修、これは議会でも何回か申させていただいておりま

すけれども、職員自体が自分たちの仕事のほかに、この防災の関係、そしてジオパークの関

係、これらについては自分たちの仕事と同じような感覚で業務に励んでほしいということの

研修会を２年ほど実施しております。 

  今年度におきましても、これはやる予定でございますけれども、やはり職員一人一人にい

ま一度、住民の奉仕者であるということを前提に業務に励んでもらいたいということを再確

認させるためにも、今回の台風10号の及ぼした被害、それらの検証材料は多々残っているか

なというふうにも思っております。特に先ほどからお話が出ておりましたライフライン、特

に停電。清水地区においても、あの地区から青葉の集会所まで歩いてくるのは大変だ。しか

も、夜の暗い中、雨風が吹いている中で歩くのは非常に大変だ。私どももあのときにバスを

出しておけばよかったなと反省点もございます。 

  そんなことも踏まえ、新たな検証を加えながら、しっかりした防災力の強化に努めてまい

りたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、２件目の質問に移ります。 

  ２件目については、滞納処分執行停止規定の明確化をということで質問させていただきた

いと思います。 

  町税の徴収事務を適正に処理するために、滞納処分の執行停止、これは地方税法第15条の

７の第１項の規定によって、滞納処分の執行を停止することができるわけですが、これに関

する取り扱いを明確に定めるべきではないかということで質問させていただきます。 

  初めに、地方自治体に対する国からの交付金が年々削減されてきております。そのために

自治体の財政を圧迫して、税金の収納率向上などによって自主財源を確保せざるを得ない状

況に今、どんどんと追い込まれてきていますが、そのために強権的な徴収や差し押さえの件

数が今、全国で急増して幾つも問題になっている。裁判になっているところもあります。 

  差し押さえ、特に滞納処分を機械的に行うのではなくて、法律や制度に基づいて適正に実

施できるようにするためには、その処理の内容を町民の前に明文化して、公正に行う必要が

ある。そのための条例または要綱を当町としても整備すべきではないかということを最後に

は求めていきたいと思っておりますが、そういう中で、時間もなくなってきたので余り細々

と聞けないのですけれども、これまでの公的債務の差し押さえの実施状況、５年ぐらい出し

ていただいているかもしれませんが、ここ二、三年で構いません。それを明らかにしていた

だきたいのと、こうした滞納処分は、地方税法とか地方自治法、国税徴収法、それから国税
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徴収法基本通達、国税通則法、国税通則法の基本通達などに基づいて実施されるということ

になっておりますが、これらの規定に準じて実施されているのかどうかですね。そういった

内容をきちんとまちの中でも定めてやっているのかどうか。その辺について、まずお伺いし

たいと思います。なるべく短目でお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） まず、差し押さえの実施状況でございますけれども、平成25

年度でございますが、給与の差し押さえ１件、18万9,000円、預金の差し押さえが45件、102

万5,000円、所得税還付金の差し押さえが16件で82万6,000円となっております。平成26年度

におきましては、給与差し押さえ４件、41万3,000円、預金差し押さえが25件、73万4,000

円、所得税の還付金差し押さえが10件、97万3,000円となっております。昨年度、平成27年

度でございますけれども、給与の差し押さえが２件、23万7,000円、預金差し押さえが15

件、67万9,000円、所得税の還付金差し押さえが９件の37万3,000円となっているところでご

ざいます。 

  議員からのご質問の滞納処分の執行停止にかかわる取り扱いに関するご質問でございます

けれども、滞納処分の執行停止につきましては、地方税法第15条の７第１項に基づきまして

滞納者に一定の事由があり、徴収の見込みがない場合に、納税の緩和を図るとともに徴収事

務の合理化及び効果的な運用を図ることを目的といたしまして、平成23年度におきまして、

洞爺湖町税にかかわる滞納処分の執行停止に関する基準を策定しております。 

  基準では滞納処分執行停止の要件、処分停止の執行基準、処分停止要件の調査などについ

て定めているものでございます。現在もこの基準に基づきまして事務を行っているところで

ございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 平成25年から27年の差し押さえの状況についてお答えいただきました

が、例えば預貯金の、給与もそうですけれども、差し押さえの額的に、預貯金でも少ない額

というのは、どのぐらいの金額のものを差し押さえていますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 預貯金におきましては、少ない金額でも数千円という場合が

ございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 余り個別のことで言うのはあれですので、それは言いませんが、今、

問題になっているのは、今、説明がありましたように本来支払う能力があるにもかかわら

ず、なかなか納めていただけないという場合に、この差し押さえをするのだということなの

ですよね。では、その支払う能力があるのか、ないのかというところの判断が、結局、きち

んとしたルールに基づいてやっていかなければ、無理な、あるいは横暴な差し押さえになり

かねない。そのことが、非常に今、問題になっているわけです。 

  先ほど、この洞爺湖町税にかかわる滞納処分の執行停止に関する基準ということを定めて
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いるのだというのですが、これはあくまでも行政内部の内規として行われていることなのだ

と思うのですよ。ですから、例えばそういう内規があって、どういう場合に差し押さえがさ

れるのか、どういう場合に徴収猶予なり緩和がされるのか。こういったことについて、余り

一般には知らされていないし、納税者自身もそれを今は知る機会がありません。 

  そんなことから言えば、やっぱりそういった規定内容も含めて、町民や納税者にもしっか

りと示しながら、正しくやっぱり執行していますということが行われていかなければいけな

いのだろうなと思っています。 

  差し押さえには厳密なルールがあります。特に差し押さえ禁止財産は国税徴収法の第75条

から第78条に明記されていますが、その中には、生活必需品や事業に不可欠なもの、さらに

生活保護費とか児童手当、児童扶養手当、特別児童福祉手当などは差し押さえが例外なく禁

止されている。さらに、差し押さえが制限されているのは、給料や年金などで最低生活費と

公租公課の金額は差し押さえてはならないというふうにされていますから、そういった点で

は、例えば滞納処分の執行停止を定めた国税徴収法の第153条、そして滞納処分の執行等を

することによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、苛酷な執行を認めない

と、これがこの法律の趣旨です。 

  これらをしっかりと明記したもの、そういったものとして実際に町民に示していくという

ことが必要なのではないかと思うのですが、その点はいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 差し押さえ禁止財産におきましては、国税徴収法におきまし

て滞納者保護の観点から差し押さえが禁止されている財産がございます。 

  明確でない規定の具体例などにつきましては、国税徴収法基本通達に記載されているもの

でございます。当町が実施している差し押さえの処分に当たりましては、この法律に基づき

実施しているものでございます。 

  要綱として整備すべきというところでございます。 

  現在、基準として策定し、運用しているものでございますけれども、議員からご指摘いた

だいた問題もございますことから、他の市町村で策定している要綱を参考としながら整備し

てまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 要綱になるのか条例になるのか、あれですけれども、現在、内規と

なっているこの執行停止に関する基準については、他の市町村を参考にして整備していきた

いというお話でありました。 

  同時に、なかなか差し押さえをされた人というのは、税や保険料を払っていない自分が悪

いと、こういう自責の思いが強い方もおります。差し押さえされても、その事案が顕在化し

づらいということもあって、なかなか個別の対応を指摘することはできませんけれども、法

や整備を厳粛に受けとめて、差し押さえの執行停止を行うことによって、むしろ納税者の理

解を得られることに結びつくのではないかというふうに思います。先ほどの話の繰り返しに
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なりますけれども。 

  そういう中で次にお聞きしたいのですが、2018年、２年後なのですが、「国保都道府県単

位化」というものが進んでいます。後期高齢者医療制度と同じように都道府県単位で国民健

康保険制度を運用しようという話です。これが実施されることになって、さらに滞納処分が

強まる可能性があるのですが、そういう認識はありますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 国民健康保険の都道府県化後の保険税の徴収、保険事業など

につきましては、引き続き市町村が担う業務となっております。国民健康保険は加入者がふ

だんから保険税を納め、医療費の負担を支え合う助け合いの制度ということでございます。

都道府県化となり、保険者が変わりましても、そのことは変わらないものでございます。 

  都道府県化の移行に当たりまして、現段階におきましては、滞納額を少しでも処理しなけ

ればならないなどの方針が示されているわけではございません。しかし、保険税は国保会計

運営の基礎となるものでございますので、多額な保険税滞納額の解消と現年度収納率の向上

に向けた取り組みに努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） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 都道府県化されてもそれほど変わることはないのだよと、あるいは、

そういう指示を出されているわけではないのだというお話だったのですが、実は、2018年度

以降の国民健康保険の保険料はこれまでの決め方と全く変わっていきます。 

  都道府県が市町村に割り振る事業費納付金、納付金というふうに普通、言っているようで

すが、これを保険税で集めて全額、都道府県に上納するということになります。ですから、

現年度賦課総額、つまり１年間に集めるべき保険料総額を100％集めることは、現実的には

無理なのですけれども、収納率は今、全国平均でも90％ほどであるというふうに言われてい

ます。 

  現在、たとえ、例えば10％未収で赤字になったとしても、今はですよ。次年度に繰り上げ

充用金とかということで計上して、赤字を先延ばしすることもできますけれども、今度は納

付金100％上納が義務だということになります。 

  さらに、各市町村は、被保険者数の規模別で標準収納率が定められますから、その収納率

を超えれば市町村は黒字というふうになりますけれども、超えなければ赤字だというふうに

判断されます。 

  つまり、2018年度以降からの累積赤字を持つ自治体は、現年度の納付金分の保険料収納に

加えて、赤字分を過年度滞納分の収納で解消しなければならないと、こういうふうになりま

す。つまり、滞納世帯への差し押さえによる換価、お金に換えるということですよね、に走

る、そういう自治体がふえることが予想されるというのが一般的な見方になっています。 

  そういった点も考えますと、さらに滞納処分というのが強まる可能性があるということを

言わなければならないと思うのですね。 

  先ほどのように、滞納する場合は、よっぽどのことがない限り差し押さえはできないのだ
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ということを本当に透明化して、納税者、町民にやっぱり示していくということはいかに大

事なことかということを、改めて指摘したいと思います。 

  そういう中で、差し押さえされる可能性のある方は往々にして借金問題を抱えていると

か、本来受けられる手当を受けられていないために低収入に甘んじているといった場合もあ

ります。そういった理由から、生活困窮の原因が存在している場合もありますから、目先の

回収にとらわれ過ぎず、滞納者の生活再建やいかにして納税者へと育成するかといった視点

に立って、納税額の減免とか、使用料等の減免制度の活用とか、あるいは多重債務に対する

対応など、行政内のですね。徴収するだけではなくて、支援する側の横のつながり、横の連

携もとって対応すべきではないかと思うのですが、その点でのこれまでの状況というのはど

うなのでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） まず、滞納者の生活再建ということでの取り組みなのです

が、そこまでは行ってはおりませんけれども、納税相談に来られた際には、できるだけ納税

者の方が納付可能とする支払い方法などをお聞きしまして、納税の促進を図っているところ

でございます。また、各種税の制度で税額の内容を詳細に説明などをして、納税者への理解

を高める取り組みを行っているところでございます。 

  生活支援のアドバイスということでございますけれども、場合によっては専門的な知識を

必要とする事柄もあると思われますので、無責任な対応をするわけにはまいりません。ま

た、そういうことでございますので、生活にかかわるご相談があった場合には、その内容に

よりまして、担当する部署や関係機関などへのご相談を勧めることが最も適切な支援だと考

えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、最後に言われたことは実際にしてきていることですか。実際に

やっているのですか。横のつながりを持って、その滞納者の生活をどう再建させていくかと

いうことに対処しているということを言っているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） ご相談があった場合には、そのようにご紹介をしておりま

す。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 何でもそうですけれども、行政の仕事というのは申告されて初めて動

き出すというようなところがあるようですが、いずれにしても差し押さえまでいくと、当

然、一つや二つではないですよね、未払いになっているものというのは。住宅料もそうだ

し、それから保険料もそうだと。さまざまな使用料、手数料の関係もです。そのために、

日々生活するために、例えば借金もする。ローン会社からお金を借りている場合もあるで

しょう。ローンで首が回らないなんていうこともありますよね。 

  ですから、そういったことをですね。なかなか人には言えないことかもしれませんけれど
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も、直接、滞納問題にかかわる職員の方々にとってみれば、徴収するだけではなくて、そう

いう人間的な対応といいますか。例えば、そういう多重債務の問題について言えば、無料の

弁護士の相談会もあるわけですし、そういったところを案内するとか、あるいは収入に応じ

て使用料の減額とか免除というのはそれぞれあるわけですから、そういった制度の存在を知

らせるとか、そのための手続方法を知らせるとか、そういったきめ細かな、やっぱり住民へ

の対応というのがなければならないのではないかということなのですね。その点、ぜひ努力

を引き続きしていただきたいというふうに思います。 

  それでは、次に３番目の質問に移ります。 

  ３件目の質問ですが、循環のまちづくり、脱ごみ焼却を目指す取り組みの推進をというこ

とを主題にして質問させていただきます。 

  私たちのまち、この我がまちの将来のみでなく、持続できる地球の未来を考えるなら、温

暖化防止のため、環境負荷の低減というのは近々の課題になっています。2008年１月16日に

は洞爺湖町環境宣言が行われましたし、2008年の４月には洞爺湖町環境基本条例がつくら

れ、同時に洞爺湖町環境基本計画もつくられました。また、2008年７月にはＧ８サミットが

洞爺湖町で開催される。そして、2012年ですね。サミットから４年後になるのですが、一般

廃棄物処理基本計画も新たに策定されているわけです。 

  そういった点では、環境対策にはひときわ力を入れているはずのうちのまちですが、環境

対策が一過性であったり、あるいはちょっとコマーシャル的なものとなっているのではない

だろうかということから、今回、質問をさせていただくわけです。 

  まず最初に、排出抑制最優先の「３Ｒ」、リデュース、そしてリユース、リサイクルとい

うことで、その頭文字をとって３Ｒというふうに言われるそうでありますが、これを堅持し

た焼却ごみ削減目標と具体策を持っていると思いますが、その概要ですね。ちょっと時間が

ないので、最後まで細かく説明いただくとわからなくなって、時間がなくなってしまうの

で、簡単にその計画についてお話しいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ご質問いただいた３Ｒを堅持した焼却ごみの削減目標・計画につ

いてということでございますけれども、洞爺湖町におきましては、最上位計画である洞爺湖

町まちづくり総合計画におきまして、循環型社会の構築に向けた３Ｒ運動として、リデュー

ス、発生の抑制、リユース、再使用、リサイクル、再生使用の促進に努めることが明記され

てございます。 

  この上位計画の趣旨を背景といたしまして、平成21年度には洞爺湖町環境基本計画を作成

してございます。この計画に基づく具体策といたしましては、洞爺湖町リサイクルセンター

花美館における生ごみの堆肥化や瓶・缶・ペットボトル等の分別収集によります資源ごみ回

収、あるいは古紙回収事業者への交付金支給等の取り組みを進めているほか、家電リサイク

ルあるいは繊維リサイクルの推進といった、さらなるリサイクルの取り組みにより、一般廃

棄物排出量の削減に努めているところでございます。 
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  しかしながら、計画に掲げてございます推進体制といたしましては、町からの諮問に基づ

き答申を行う機関としての環境審議会については設立されてございますが、当初計画におき

まして、町に対し、提案や協力をする機能を持つ町民環境会議ですとか、庁内機関としての

町からの指示に基づき計画の調整や報告の機能を有する洞爺湖町環境施策推進会議の設立と

いった点におきましては、現時点においては作成されていない状況となってございます。 

  また、循環型社会形成推進法の基本原則を踏まえた計画といたしまして、平成24年度に一

般廃棄物処理基本計画を作成してございます。この計画達成のための具体策といたしまして

は、西いぶり広域連合での適正な廃棄物処理の推進や同じく洞爺湖町リサイクルセンター花

美館の適正な管理運営を行うことのほか、３Ｒ運動の推進や環境教室の積極的な実施に加

え、ごみの適正処理に向けた啓発活動や不法投棄防止に向けた活動を推進していくなどの施

策が設けられている内容となってございます。 

  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、課長から説明がありましたけれども、私も今回、このことを質問

するのでいろいろ調べてみました。特にやっぱり洞爺湖サミット開催を契機にして、当町と

しての環境に対する対策、そして事業というのが随分とふえました。 

  ただ、サミットが開催された後の取り組みはどうかというと、サミットを開催するまでの

間の取り組みと比べますと、非常にやっぱりおくれているといいますか、取り組みが非常に

低調になってきているなという感じがしているのです。 

  今、課長に答弁いただいた、例えば、洞爺湖町環境基本計画というものの中に、この計画

推進のための体制が明記されていますが、今、課長が言われたように、全体としては町民会

議。町民、事業者、町がともに参加して環境問題全般について取り組む体制を構築するとい

うふうに示されているわけですけれども、実は、この町民会議も今はないというふうに伺っ

ておりますし、それから、庁舎内で環境施策推進会議。これは町の施策を実施するために庁

内機関を設置して効果的な計画推進を図るというふうにうたわれているわけですけれども、

これも余り十分活動というか、こういったものもないのですね。 

  その後、サミットから４年後につくられた一般廃棄物処理基本計画というものには、実

は、今のような計画の推進体制そのものが明記されていないのですね。書いていることは、

町民と事業者と町のそれぞれ役割と責務、こういうことについて書かれている程度でして、

言葉としては、住民、事業者、町の協力と連携が重要であると書いてあるのですけれども、

それを推し進めていくような母体になるものが、実は同じような表をつくっているのですけ

れども、もう抜けてしまっているのですね。 

  なぜ、こうなったのかなというふうに思うわけですけれども、それは誰かご存じの方はお

りますか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今、ご指摘いただきました環境基本計画と一般廃棄物処理基本計
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画の差異でございますけれども、一般廃棄物処理基本計画におきましては、旧虻田町時代か

らございました計画の見直しということで、数値的な見直しを行ったものでございます。 

  環境基本計画につきましては、先ほど申しました2008年の北海道洞爺湖サミットを契機と

して、町としての環境問題について全般的に取りまとめた計画を策定する中で、そういった

推進の体制にまで踏み込んだ形での計画策定となったということで認識してございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） この環境基本計画の計画年度というのは2018年、つまり平成30年まで

の計画ですから、まだ計画が生きているはずなのですよね。生きているはずなのだけれど

も、今度の一般廃棄物処理計画の中からは漏れていくというようなことで、何かその辺の取

り組みの弱さというのかな、こういうのを非常に感じるわけです。 

  特にこの環境問題というのは、排出されるごみそのものを減らすということが第一義的な

課題なのですね。ですから、町民にしろ、事業者にしろ、ごみとして出す前に、ごみとして

出す量をいかに減らすかということなのですよ。ごみをどう処理するかではなくてね。いか

に減らすか。そのために、これまで、例えば花美館もそうですけれども、そのほかに町民に

向かっては、庭のある方にはコンポストを提供しましょうということで、一家に大体２個ぐ

らいですね。コンポストの提供をしてきたわけですよ。例えば、そういった取り組みも、最

近、余り聞かれなくなってしまった。 

  ごみの量は確かに有料化によって一定減ってきたかもしれない。でも、これ以上、さらに

減らそうと思ったら、住民への意識改革、啓蒙や事業者の排出削減のための意識を高めても

らうための取り組み、こういったものがどうしても必要になってくるわけです。そういうこ

とにもっと行政が力を入れていかなければ、ごみそのものを減らすことになっていかないの

ではないかというふうに思うのですね。 

  そういった点の取り組みが弱くなってきていないかということなのですが、町長、どうで

すか。どうお考えですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 環境問題につきましては、今、一般廃棄物については広域連合のほう

に処理していただいているところで、私どももそこの構成員の一員でございますけれども、

サミットの開催された2008年当初は、やはり環境問題に非常に多く住民の皆様にも参加して

いただいて、いろいろな計画を立てながら、洞爺湖町のごみ減量についてどのような形に

持っていったらいいだろうという熱心な議論があったというふうに認識しております。 

  その後、環境を担当する課長さん方が何人か交代いたしまして、その間、今現在、こうい

うふうな状態で続いているので、あえてこういう新しい条例制定、あるいは審議会、あるい

は推進会議等々について、どうなのかなというところが、少しおろそかになってしまってい

た部分があるのかなというふうなことで、これは反省しなければならないなというふうにも

思っております。 

  ただ、今、おっしゃられますとおり、やはりごみの減量は、どこの自治体においても大き
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な問題だというふうにも思っております。私どものまちも、生ごみ堆肥化施設、花美館、そ

して漁業系廃棄物の処理施設、さらには、今、いろいろなリサイクル、あるいはいろいろな

回収をしながら、それを再生していただこう、利活用していただこうというものにも現実問

題として取り組ませていただいております。そういう中で、いま一度、原点に立ち返りなが

ら、今後、どういうふうに進めていったらいいのかということをやはり検証しなければなら

ないかなというふうにも思っております。 

  今、担当の課長は、本当に今まで流れてきた中で、新しいことをこれから考えていかなけ

ればならない、大変だというふうには思っておりますが、何とかそれを行政の我々もサポー

トしながら、しっかりした計画づくりを進めていかなければならないなというふうに考えて

おります。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） まさに、言葉では３Ｒ推進と言うのですけれども、分別収集の徹底、

リサイクルの徹底、そして再資源化、その一つ一つが、では現状でいいのかという意識に

立って、さらにそれを前進させるためにどうすべきかということを常々やっぱり頭に置いて

取り組んでいく必要があるのかなというふうに思います。 

  ぜひ、余り時間がないので細々としたことまでお聞きしませんけれども、こういった計画

そのものを、せっかく立てた計画ですから、それを本当に推進するために本気になって取り

組んでいただきたいということを思います。 

  そして、次に広域ごみ処理の関係でお尋ねするのですが、一般廃棄物の処理はそれぞれ地

方自治体の固有の任務、仕事ですよね。広域によるごみ処理施設というのは、そういうそれ

ぞれの自治体が努力して減量化対策を含めてやりながらも、最終的に焼却、廃棄しなければ

ならないものについて処理するための広域的な事業だということなわけです。 

  その中で今、広域ごみ処理施設については延命だとか、あるいは新設だとかという議論が

されているようですけれども、やっぱり基本は私たちのまちで現状のごみの量を徹底して減

らす努力、これをまず第一にやるべきだと。そのことが広域施設に持ち込む負担を軽減する

ことになる。それは、財政的にも大きな課題ではありますし、そういった点で言いますと、

処理する広域連合の施設も入ってくるごみの量を予測して施設を建設するのでしょうから、

それによって改修費用が大きく変わってくるのだと思うのです。 

  そういう意味で、特に広域連合がどうなるかというのは、広域連合もあるし、議会もある

わけですが、私たちのまちとしては、そういう流れもよく住民に知らせていくことが大事な

のではないかと。住民に最終的な結論だけを示して、こうしますよというふうな形で、くれ

ぐれも押しつけるようなことにならないようにしていただきたいわけですけれども、現在ま

での進行状況について説明をいただけないでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ご質問がございました現在までの進行状況でございますけれど

も、現時点におきましては、西いぶり広域連合におきまして、西胆振地域廃棄物広域処理施
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設整備についての延命化あるいは更新についての比較検討業務をコンサルに委託して検討が

進められており、ことしの８月に行われました西いぶり広域連合総務常任委員会におきまし

て、施設整備の比較検討の中間報告が行われ、報告書につきましては、基本事項、施設延命

化に関する検討、施設更新に関する検討、施設整備に関する比較検討などの検討項目及び比

較評価項目で構成されているという骨格が示された状況となってございます。 

  内容につきましては、全体を通して現在作業中でございまして、西いぶり広域連合からは

今後、構成市町と協議する中で個々の事項を具体的に詰めていく予定であると伺ってござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私もこういう比較検討報告書という、中間報告と書いていますけれど

も、これをいただきました。これを見て、いずれにしても平成36年度末までには現施設を延

命化するのか、あるいは新施設を建設するのかを決めると、こういうふうなことが書かれて

いるのですね。こういうふうに工程表が出ていましてね。つまり、今、平成28年度です。で

は、まだ日はあるのかなと思って見ましたら、この報告書を見たらそうでもないのですね。

つまり、現在の保守管理業務委託契約というのは、平成33年の７月31日までで終了するとい

うことなのですけれども、何とこの地域計画を策定して施設計画や調査が行われて事業者を

選定するまでに３年かかると書いているのですよ。そして、建設工事に４年がかかるという

のですね。どんな規模のものをつくろうとしているのかわからないのですけれども。つま

り、そうすると、そんなにもう日がないのですよね。 

  そういう中で、本当に当町として、この施設建設に向かって、やはりまずは自分たちでご

みをどう減らすか、そして、減らす中でこの施設のあり方についても考えなくてはいけない

と思うのですが、同じ過ちを繰り返しかねない状況だなと私は思って見ています。 

  焼却方式も、当時としてはまだ試験的な炉として評価されている高温溶融炉であるキルン

式ガス化溶融炉を採用し、燃やした後の灰が路盤材にできると当時、今の炉ですよ、言って

いたのですけれども、実際にはそういう活用もほとんど進んでいない。そして、修理費がか

かり、膨大になっているわけです。 

  もともと当時から試験的な炉だと言われていたのが突然のように決まったのですよね。今

回もこの評価書を見ると、そういった問題点については、ほとんど触れていないのですよ。

同じように、一般に燃やす焼却炉と同じような評価、そして、それも15年前に出した評価書

と似たような内容しか実は書かれていないものですから。またまた、これですね、こんなこ

とで繰り返されるのかなと思っているわけです。その点では、町としてもこれは、まず、こ

の計画そのものも最終的には洞爺湖町の負担であり、町民の負担になるわけですから、その

計画が決まってからではなくて、計画が出され、そして、それに対してやっぱり住民の意見

も聞く。行政としても、そのことをきちんと説明する。そういう機会を今後も設けながら住

民の意見を取り上げていく。そういう対応で、この広域ごみ処理に対して進んでいく必要が

あるのではないかというふうに思うのですけれども、いかがでしょう。 
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○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） まず、広域の関係でございますから、広域連合自体は一つの自治体

ということで、議会も持っているということでございます。その中で、構成員として私ども

もいるということで、今まで協議をしている状況でございます。 

  若木課長から状況についてはご説明がありましたけれども、今、その今の施設を今後どう

するか、将来に向けての検討をするために、今の施設を延命化するか、あるいは新たに建て

るかということでコンサルに委託しているというような状況でございます。 

  これについて、コンサル自体の工期については、たしか来年の２月というふうに思いまし

たけれども、今、中間的な報告という形で出されておりまして、先ほど議員がおっしゃられ

た、延命化するにしても、新設するにしても、新設の場合は特に平成36年度完成というよう

なことでございまして、今の西胆振環境への業務委託が33年で切れるということになります

と、３年間、間があくというようなこともございます。 

  今、そのことに関して、非常に運転、維持管理費がかかるという中で、裁判もやっている

わけでございますが、非常に計画よりも莫大な金がかかっていくというような状況も現在あ

るわけでございます。新たな施設をつくるにしても、そういったランニングコスト、建設費

を含めて、相当精査をしていかなければならないというふうに、私どもも感じております。

そんな中で、いろいろ今後、今、中間報告でございますけれども、具体的な詰めの協議がさ

らに詰まっていくのだろうというふうに思います。 

  一応、広域連合の取り組みということでございますが、広域連合としても、そういった構

成町村に対する周知なども当然必要ではないかなというふうにも思いますので、そういった

ところも含めて、ちょっと協議をしたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 考え方というか、捉え方としては、コンサルタントに対して検討して

くれということで、その検討の中間報告が出された。今、中間報告が出されただけで、広域

連合としての方針が決まっているわけではないのだと。だから、それを構成自治体の住民に

まだ知らせるのは早いというふうな、もし意識でいるならば、私、それは大間違いだと言い

たいのですね。広域連合が決定する前に構成する自治体の住民がその内容をよく理解して意

見を議論し合って、あるいは議会の場でも行政としても、そして、一つ一つの構成自治体の

代表としての首長が、広域連合の中で、あるいは出ている議員もそうですけれどもね、中

で、うちのまちはこうなのだというふうに発言ができるようにしていかないと、何か全てを

広域連合に任せてしまって、そこで決まらなければ住民には何も知らされないという考え方

はすべきではないと私は思います。それはね、これは住民自治ではない。まして、広域連合

をつくるときにも私はそのことを指摘して、広域連合をつくることに実は反対した経緯もあ

ります。住民の目から遠い存在になって、住民の意見が届きづらくなるということで反対し

た経緯もありますが、今、この広域連合のほうで進めている比較検討、そして、そのコンサ

ルタントが出した中間報告、この報告だって余り知られていないではないですか、住民の中
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には。そして、見ればもう日にち、年数がそんなにないのですよ。今さら方針変更ができる

ような状況にあるのかどうかということを考えたら、もうそういう時期でもないというふう

に言っている方もいるのですね。ですから、そんなふうに、もうにっちもさっちもいかなく

なってから住民に説明したって、それは単に住民に決定した事項を報告するだけにしかなら

なくなってしまいます。 

  町長、ぜひこの内容については、町が独自に住民や関係団体含めて集まっていただいて、

今、こういう状況にあるのだということを説明いただき、住民の率直なご意見もいただくと

いうような機会を設けるべきではないのかなと。そのことを参考にして、ぜひ広域連合でも

対応していただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほども申し述べたとおり、私どもも西いぶり広域連合の一員でござ

います。そんな関係から、物の申すところについては、今、首長会議の中でも物を申させて

いただいております。それと、当初、やはり西いぶり廃棄物処理広域連合でございましたけ

れども、私どものまちも泉に焼却所、10トン２基がございました。20トンの処理能力があり

ました。もう寿命が来ている、新しく取りかえなければならない時期に来ている、そのとき

にちょうど広域連合の話がありまして、広域的にやったほうが、経費が相当やはり安価に済

む。それと、この西胆振地域全体で取り組むことが今後、必要になってくるであろうから、

西いぶり廃棄物処理広域連合が設立されたわけでございますけれども、その一員として、今

日にあると。この次にその建設がされるときには、やはりしっかりした物の申し出はしてい

かなければならないというふうに思っております。 

  そんな中、場面が必要となったときに、まだまだちょっと時間が、広域連合のほうと今、

打ち合わせをしている段階ですけれども、住民説明ということになりますと、これはいろい

ろな意味で、住民の皆さんのご意見を聞く場をしっかり設けなければならない。そのことを

広域連合の一員として、今、その場を設ける必要があるのかどうなのか、そこのところは、

構成市町とも十分協議しなければならない問題かなというふうにも思っております。私ども

のまちだけが突出して、組織の一部を崩すようなことになってはやはりならないかなという

ふうに思っておりますので、そこら辺は広域連合の首長方とよく協議をしながら、説明の時

期をやはりきちんと統一した形で持っていければなと、一員としてそういうふうに思ってお

ります。 

  ただ、今、延命か、あるいは更新かという問題で、広域連合事務局のほうでいろいろご苦

労なさっているようでございますが、基本的スタンスとしては、これは広域連合のほうに私

も今、物申しているところでございますが、高温で1,000度まで熱を上げる。それが果たし

てこの地域にいいのかということは、いろいろ議論が当時からもあったようでございます

が、結果的にそうなってしまった。それを入れても、今なお、補修せざるを得ない状況にあ

るということから、一旦ちょっと立ちどまって、この次のことは早目に協議したほうがいい

のではないかということは物を申させていただいております。また、広域連合のほうとして
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今、やっている精査をしながら、各首長さんまたは議会のほうとも協議しながら新たな方針

を決めていきたいということでございますが、まだ若干時間があるので、そこら辺について

は先ほど来、申しますとおり、構成市町村の一員として、広域連合の枠組みを崩すことな

く、連携を図りながら住民説明の機会を捉えていきたいというように考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 残り３分になってしまったので、最後の事業系ごみについては、先ほ

どの生ごみを含めて、排出を削減するために事業者も含めた協力を求めていくということに

一層力を入れていただきたいということで、この点については指摘させていただきたいと思

います。 

  将来を見通して、環境推進を標榜するまちに相応したごみの減量対策、そしてごみゼロこ

そ、当町として目指すべきではないかと思っています。ごみ処理における大きな問題として

は、町民負担をよそに国の誤った施策の言いなりになって、大型、大規模な焼却施設を建設

すると、こんなことで、建設後には運転を運転会社に丸投げ、そして言いなりになってきた

というところがこれまでの反省点だと私は思うのです。 

  過大な施設維持のためにごみが必要と言われる。ごみのためにごみを燃やすのかというこ

とまで言われるぐらいです。それだけに、この間、十分な取り組みとなっていなかっただけ

に、町民と事業者の間にごみを減らすとか、リサイクルやリユースなど、出さない風潮を定

着させるとともにコスト削減と町民負担の軽減を図ること。もって温暖化防止に寄与する。

環境に優しいまちをつくる。そういう決意を持って、ぜひ町長としても、ごみも焼却炉も、

次世代のことも考えて、今後、対応していただきたいということを最後に述べまして、私の

質問を終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、６番、立野議員の質問を終わります。 

  ここで休憩を行います。 

  再開を14時15分といたします。 

（午後 ２時０６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。 

（午後 ２時１５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 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。今回は、大きく２件の件名で質問、通告をさせ

ていただいております。 

  まず初めに、１番目の道の駅とうや湖の展望と環境整備についてということで、（１）番

目の道の駅の来客数が毎年ふえているということで、駐車場が手狭になっている部分で拡幅

の考えはないかという質問でございます。 



－50－ 

  近年、道の駅でのイベント等が年数回行われていた中で、また、各週土・日等におきまし

ても、観光客、多くの来客数があるといったところで、本当に道の駅を中心に訪れた中では

楽しんでいってくれているのかなと思っております。遠くは札幌、また、室蘭方面から来ら

れている方もいるということもお聞きしております。 

  なお、今は大型バスの来客もありまして、また、大型トラックの駐車といった中では、大

変駐車場の混雑が見受けられるところでございます。土日には駐車スペースにとめられなく

て道路に駐車をしているという車もあるわけなのですけれども、いろいろな観点から見て、

特に安全上の問題等々含めて、その辺の観点から見て、道の駅の駐車場の拡幅はないのかと

いう質問を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） 道の駅の駐車場の拡幅はというご質問でございます。 

  まず、参考までに、道の駅とうや湖のここ数年の利用者について報告したいと思います。

まず、平成24年度につきましては11万5,080人、平成25年度が11万833人、平成26年度が10万

9,276人、平成27年度が11万2,646人ということでございます。 

  ゴールデンウイークは別にしまして、一番、繁忙期といいますか、それにつきましては８

月、ここ数年を見てもずっと８月が一番忙しいというような状況でございます。 

  ここ数年、利用客につきましては大幅に増加しているという状況ではないのでございます

が、一度に訪れるお客様が増加しているというような傾向にあるのではないのかなというふ

うには思っております。 

  例えば、外国人観光客が大型バスによって来客されたときでバスが重複した場合、これは

繁忙期ですとかゴールデンウイークに重なったときには駐車場が手狭になるというような場

合はあるというふうな認識はしておりますが、通常は手狭になるということは余りないのか

なというふうには感じているところでございます。 

  ただ市民農園などの利用者で道の駅の駐車場にとめる方もいるということで、繁忙期など

に重なった場合は、それも含めて手狭になるということがあるのではないかというようなお

話も聞いております。 

  道の駅の商品の取扱量ですとか、それから、建物のキャパなども考慮しながら、また、と

れたとも今後、協議して、状況を正確に把握しながら、今後、検討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） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁は、現状を把握しながら、調査しながら検討していくとい

う答弁だったのかなと思っているわけなのですけれども、近隣の道の駅、また、道内の各地

の道の駅を見ていましても、道の駅の駐車スペースというものは、大変広くとられていると

ころが多いような気がしております。 

  ある程度、利用客を見込んだ中で、安全上の観点から、やはり駐車スペースをしっかりと

る。駐車のスペースがとれないような状況であれば、また、それはいろいろな形で検討して
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いかなくてはいけないのでしょうけれども、道の駅とうや湖の部分に関しては、スペース的

な用地もあるのかなと自分では思っております。 

  現状が把握できていないといったところなのでしょうけれども、日々、本当に見ることが

なかなかできない中で、私も結構あそこは通るのですが、本当に混み合っているときは混み

合っているなということで見ておりますし、道の駅を運営している企業組合ですか、その

方々からも恐らく駐車場の拡幅を望む声が出ているのかなと、そういう声も私は聞いており

ます。 

  その中で、ぜひしっかりと調査をしていただいて、駐車スペースが本当に現状でいいのか

どうか、その辺をしっかり議論していただいた中で対応をきちんとお願いしたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 当町には道の駅が二つあるわけですけれども、特に洞爺のほうにおい

ては、今、議員がおっしゃられるとおり、ある程度用地も残っていようかなと。残念なが

ら、虻田のほうにおいては、スペースが非常に限られていて大変皆さん、ご苦労なさってお

るわけですけれども、道の駅のここ５年間の平均をとると大体売り上げが１億円いっており

ます。ところが、洞爺の道の駅については大体平均すると6,900万円前後ということです。

昨年、平成27年は7,011万7,000円まで伸びたようでございますけれども、ここら辺の加味ぐ

あいと、それから今、たしか洞爺の道の駅においては、中で働いている方々があの駐車場の

横に冬、雪を積み重ねて何かモニュメントみたいなものをつくっていただいている。あれは

あれで大変好評を博しているのかなという部分もございます。 

  今、そういうものを、総体を加味しながら、やはり次のものに計画を考えていかなければ

ならないなというふうに思っておりますが、いかんせん駐車場といっても畑を駐車場にする

となれば、路盤改良あるいは舗装面、そして路肩の改修だとかいろいろなものが出てまいり

ます。それと、今のまま札幌寄りのほうに延ばしていくとなれば、今度はお店から駐車場が

遠くなるだとか、逆にこちらの研修センターのほうになりますと、ちょうどまだ空き地があ

りますので、あそこら辺だとちょうど中間ぐらいになるのかなと、いろいろなことをこれか

ら担当のほうでいろいろ検討していただくようなことになると思うのですが、ただ、やはり

町の限られた財源の中で動かなければならない。言われたから来年すぐできるというもので

はちょっと、やはりそれらはいろいろと、ものを加味しながら検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、町長のほうから、ある程度金額ベースも含めて答弁いただいた

わけなのですけれども、確かに低い金額なのかなと思って、自分、聞いておりましたけれど

も、ただ、その金額を上げるためにも駐車場の拡幅といったことも考えられるのかなと思っ

ております。 

  財政の中で、厳しいという答弁もありました。きょうあす、来年という話ではなくて、先
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を見据えた中で、検討の中の一つとして、これから議論していっていただきたいなと思いま

す。 

  次に、（２）番目の質問に移らせていただきたいと思います。 

  道の駅とうや湖と隣接する農業研修センターとれたのガラス温室を有効利用する考えはと

いうことで質問させていただきます。 

  当初のこのガラス温室の目的としては、農業研修センターの施設として運用されてきたと

いうふうに思っております。ただ、なかなか運用に当たっては、大変ご苦労されている部分

があるのかなと思っておりますし、現在では、水耕栽培でのトマトをつくられているという

ことなのですけれども、トマトをつくられているという部分におきまして、どのような観点

から、今、ガラス温室の運営をされているか、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） 農業研修センターとれたのガラス温室につきましては、水耕

栽培用の施設として整備されたもので、開設後６年間はミニトマトの栽培を行ってまいりま

した。平成20年からは、そこの施設の利用を休止しておりましたが、平成22年から平成25年

までブルーベリーの品種試験を実施してきました。 

  施設をどのように利用できるか検討してきましたが、平成20年に道の駅とうや湖が設置さ

れましたので、そこの利用者も呼び込みながら、費用をかけず、施設本来の水耕栽培機能を

活用した事業が適当ではないかと考えまして、平成26年度から管理作業に手間のかからな

い、ホルモン処理を必要としない、手間のかからないフルーツトマトを平成26年度から栽培

しておりまして、さらに27年度からミニトマトも追加しまして、同じようにガラス温室の中

で栽培をしてきました。 

  この水耕栽培に当たりましては、道の駅とうや湖の利用者に対して、自由に試食をしてい

ただきながら洞爺湖町の農産物のイメージアップを図ってきたところでございます。また、

フルーツトマトの栽培に興味を持った数軒の農家の方が新たにこの生産を始めるというよう

な形で、一部、普及にもつながってきたというふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の中では、農業研修センターの施設というよりも隣にある道の駅

に来られたお客様方に試食をしていただくような施設利用というふうに捉えたわけなのです

けれども、そういった形での利用方法もあるかなと思います。 

  ただ、このガラス温室に関しましては、以前にも議会の中でも議論があったのかなと思っ

ております。本当に有効利用していくための何か対策というのですか、議論。もっともっと

積極的な議論をしていく必要性があるのではないかなと思っております。 

  たしかガラス温室にかかわる部分での経費等々は、やはりかなりかかっているはずです。

人件費はもちろんのことですけれども、冬場の雪対策等々でも、あの施設を運営していく中

では本当に経費をかけている部分、それを本当に有効利用していくこと、今後ともトマトで
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いくのか、また、新たな考えを持って検討していくのか、その辺、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） 農業研修センターの運営につきましては、農業研修センター

運営検討委員会というところがございます。そういった組織の中で、ガラス温室の有効利用

をこのトマトに限らず、また、さらに違った角度から事業を展開できないかどうか、検討い

たしまして、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） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 方向性を考えていくということで、研修センターとれたの運営委員

会というのもあるのですけれども、私も一時、その運営委員会の委員をやっていました。運

営委員の中でいろいろな形で議論されるわけなのですけれども、なかなか数名の中で議論し

ても方向性がしっかりと見えないという部分もあるかなと自分は当時を振り返ってみて、そ

う思っております。 

  考え方としてなのですけれども、運営委員会で話されるのも一つの方法ですし、もう少し

幅広く、いろいろな各種団体にガラス温室のあり方について、町でなかなか考えづらい部

分、違った発想、本当に有効利用できる、そういったものを各種団体に聞いて回るという

か、そういったことも一つの手段、方法なのかなと思っておりますので、その辺も含めて、

検討材料に入れていただきながらお願いしたいなと思っております。 

  それでは、次に（３）番目の、道内でも交通量の多い国道230号線に隣接していて、まち

のＰＲもできる。今後の情報発信をどのように考えていくのかということで、これは道の駅

の部分なのですけれども、本当に、大変交通量が多い国道230号線に隣接しておりまして、

道の駅の情報の発信とともに、洞爺湖町のよさ、また、すばらしさというものも、訪れた

方々、観光客方、それぞれ来ていただいた方に知っていただくための手段というか方法です

ね。道の駅の中で考えていったほうがいいのかなと私は思っております。 

  札幌方面から洞爺湖温泉、また、函館方面から札幌方面へと多くの車が通過するわけであ

りまして、１日の交通量というものは、道路交通センサスの統計の中では昼間12時間で３万

5,000台、これは札幌の南区のほうでの調査です。ただ、仮にこれが３万5,000台、その20％

で7,000台です。その10％でも、この道の駅に寄っていただくためのＰＲ、情報発信、そう

いったものも必要な部分かなと思っております。 

  ただ単に道の駅のＰＲだけでなくして、まちのＰＲ、そういったものも含めて、あの場で

何か考えている部分がないのか、まずお聞きしたいなと思います。 

○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） 洞爺湖町には二つの道の駅があるわけですけれども、近隣の

まちにお住まいの方についても、この道の駅とうや湖については余り知られていないという

部分もございます。また、観光客が立ち寄られた場合でも、なかなか農産物を購入されるこ

とも少なくて、特に大型バスなどによって立ち寄られる観光客については、加工品はともか
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くとしまして、ほとんど野菜類を購入されないというような状況にあるところでございま

す。 

  このため、現在、取り組みといたしまして、二つの道の駅と、それから水の駅、それから

地場産品共同組合の４事業所が連携しまして、ＰＲイベントを実施しているところでござい

ますが、室蘭、それから登別までの近隣の市町村へチラシを配布しまして、野菜の売り上げ

の実績を今現在、上げているというような状況でございます。 

  また、室蘭、登別方面の方には、やはり道の駅とうや湖や、それから水の駅が余り知られ

ていないというような状況もありまして、この四つの特産品販売所の存在とその場所です

ね。場所を知ってもらうということが重要であるというふうに考えておりまして、本年度に

４事業所のＰＲパンフレットの助成をしているところでございます。それで、徐々に近隣か

らの来客者が洞爺の新鮮野菜を求めて現在増加しているというところでございます。道の駅

とうや湖の自慢はやはり新鮮野菜でありますので、今後も、この近隣市町村には粘り強くＰ

Ｒをしていきたいというふうに考えているところでございます。 

  ご質問の今後の情報発信の取り組みということでございますが、これにつきまして、例え

ば、道の駅あぷたから望む噴火湾の景色、これは大変すばらしいということで、口コミで来

られるということで大変知られております。一つの目玉ということになっておりまして、わ

ざわざ景色を見に来られるという方もおられるというふうに聞いております。 

  この道の駅とうや湖についても、裏側に洞爺湖を望める展望台がございます。これも余り

知られていないというのが実態でございますし、今までの道の駅のホームページにも実は載

せられていないというようなこともありまして、これはＰＲ不足なのかなというふうに考え

てございます。 

  それで道の駅とうや湖の、これもやはり目玉として、その展望台とセットでホームページ

ですとか、ＳＮＳによる口コミなども利用して、町とそれから道の駅のＰＲを今後していき

たいというふうに考えております。また、とれたとも何らかの連携ができないか、それにつ

いても検討して、情報発信を今後してまいりたいというふうにも考えております。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 企業組合と連携しながら、パンフレットをつくった中でＰＲに努め

ていきたい、また、近くにある展望台とセットに、いいところを見せた中で、何とか情報発

信した中で多くの方々に来ていただこうという答弁だったのかなと思っております。 

  皆さんもご存じでしょうけれども、あの展望台ですね、本当に上がってみると若干前のほ

うに木があって、なかなか本当の展望台という部分では、あの木がなければ、かなり景色が

いいなというふうに自分でも思っております。その辺の環境整備も含めて、しっかり行って

いただきたいのと、そういったセットでやるというのであれば、やはり先ほどのハウスの関

係、ガラス温室の関係なのですけれども、駐車場へおりて、駐車場内がいいのか、入り口が

いいのか、やはりある程度の大きな案内板というものも考えた中で進めていかないと、どこ

に何がある、ここに何があるというのが来た人は瞬時にわからないのですよね。やはり、ト
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イレだけを借りて本当に去ってしまう人、そこで足をとめてもらうための案内板、やはり目

立つような大きな、そういった案内板も、私は必要なのではないかなと、このように思って

おります。ぜひその辺も検討していただきたいなと思います。 

  次にです……（「答弁、ございますので」と発言する者あり） 

○１２番（大西 智君） 答弁ですか。それでは答弁ということで、答弁、お願いします。 

○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） 先ほどのガラス板ですか。それと、それから裏の展望台も含

めた中で、そういった案内板ということを検討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） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） それでは、次に件名２番目の農業振興対策についてということで、

三つに分けて質問させていただきます。 

  まず初めに、（１）の旧洞爺高校の洞青寮を農業関連の施設で使用していくというふうに

聞いていましたけれども、いまだに具体的な内容が示されていないといった中で質問させて

いただきます。 

  洞爺高校がことし３月をもって閉校になったわけでございます。３年前に入学の募集をや

め、閉校が決まったと、そういうこの３年間の中で、跡地を利用する検討委員会等ができま

して、その組織の中でいろいろな意見も出され、検討されてきたわけでございます。３年間

という期間だったのですけれども、その中では洞爺高校跡地については保育所、そして公園

をつくるというような方策で進んでいるかなと思っております。ただ、洞青寮においては、

閉校してもう半年がたつわけなのですけれども、いまだに具体的な内容が示されていない。 

  そんな中で、現時点での取り組み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） 洞青寮の跡地利用に関する現時点での取り組みということで

ございますけれども、農業研修施設の先進事例といたしまして、昨年11月に新得町にありま

すレディースファームスクールというところの運営状況について伺ってまいりました。施設

につきましては、平成８年６月に建設され、女性の研修生を20名受け入れる施設ですが、近

年は10名程度の研修生の受け入れを行っているということでございます。施設では、住み込

みの管理人夫婦が食事の提供や研修生活でよき相談相手として研修生をサポートしていると

いうことです。年間の施設の経費につきましては、研修生からの施設の使用料収入が150万

円ほど、光熱費や管理人さんへの委託料等で年間1,200万円かかっているというような状況

になってございます。 

  地元での取り組みといたしまして、就農を目指す女性を対象に洞青寮を農業研修施設のた

めの宿泊施設として活用するとしたら、研修生の受け入れを希望するのかどうかというとこ

ろで農業者のほうにお伺いしたところでございます。 

  洞爺地区の農業者23戸からご意見をいただいたところでございますけれども、その中で

は、労働力が不足しているので受け入れたいですとか、安定した人手を確保できる見込みが
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つけば新しい品目の生産に取り組んでみたいので、受け入れてみたいだとか、長期間継続し

て受け入れるほどの仕事がないですとか、何軒か合同で受け入れるなら、仕事がない中でも

合同で受け入れるなら可能ではないかですとか、家族経営で人手が足りているので受け入れ

る考えがないなどの回答がございました。 

  総じて、労働力としての期待が高く、受け入れに前向きな傾向にあるなというふうに感じ

たところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 関連施設を検証しながら具体的に農業者に聞き取りの調査を行った

というようなことなのですけれども、その聞き取りの調査を行った日にちというのはいつで

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） ちょっと町のほうの動きも遅くなってしまいまして、この聞

き取り調査は先月８月に実施しております。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） ８月に実施しているということなのですけれども、大変申しわけな

いのですけれどもね、始めた時期が、本当に遅過ぎるような気がしてならないのですよ。も

う閉校して半年たつということで。また、真屋町長も議会で農業関連の施設で使っていくの

だというような答弁もされていたかなと思います。また、多くの地域住民からは何に利用す

るのか、本当に心配する声も出ているのが現実でございます。 

  本当にこの農業関連の施設でやっていくのかどうか。また、最初の方向性が難しいのであ

れば、次の施策として考えていく必要性も視野に入れているのかどうか。いずれにしても、

半年たった今でも具体的な内容が示されていないというのは、本当に、これは住民の方々が

心配するのも当然だなと自分は思っております。 

  この辺、早急に対応を考えるべきか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） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 農業研修施設等々の関係で、この洞青寮を何とか生かせないだろう

か。その答えがいまだに出ていない。これに対しては、本当に申しわけないという思いでご

ざいます。 

  何とか作業をスピードアップしながら進めていかなければならないなというふうにも思っ

ておりますが、今、担当から聞いている話では、受け入れはしたいという答えもあるようで

ございますが、受け入れするに当たっては賃金を対価として支払うわけですけれども、どう

も最低賃金しか出せない等々の関係も聞いておりました。果たして最低賃金で、幾ら農業研

修をするとはいえ、やはり重労働の部分も出てまいります。その辺の受け入れ体制がきちん

とそろわないだとかということになれば、今、議員ご提案のとおり、しっかり、もう一度検

証しなければならないかなと、もうそういう時期も過ぎてしまっているかなという思いもご
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ざいます。 

  この辺は庁舎内でもしっかり論議をして、皆様にきちんとした形の報告ができるように進

めてまいり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） 早急に対応をしていただくという町長の答弁がありましたので、今

後、しっかりと検討していただきたいなと思います。 

  次の（２）番目の質問に行きたいと思います。 

  ことし８月にＧＰＳ装置の実演会、研修会を関係機関と合同で行った結果と今後、町とし

ての取り組みはという質問になっております。 

  これは前回、私の一般質問でＧＰＳ装置に質問させていただきました。ＧＰＳ装置とは何

なのだろうと言われることが多いわけなのですけれども、トラクターにＧＰＳ装置を取りつ

け、自分の位置情報を認識させ、自動でトラクターを運転させるという装置でございます。

今、最新の技術として注目され、ここ一、二年の中で、各地で普及されているという現実で

ございます。これからの技術として、次世代の後継者がすごく関心を持っている、そういっ

た認識に私も立っております。 

  まず初めに、実演会の、また、研修会の結果の内容を、どうだったのかということをお聞

きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） これまでも農業研修センターにおきましては、ＧＰＳを活用

した先進事例の研修会が開催されてきました。実際の圃場で、その稼働状況を生産者みずか

らの目で確認することはとても重要であり、今後の導入計画の参考になるものではないかと

いうふうに考えまして、実演会を８月17日に関係機関と共同で開催してきました。 

  研修内容としましては、現在、トラクターの位置情報を受信するための三つの方式がござ

います。それぞれの方式の長所、短所、それから導入費用等について事前に説明をいただい

た後に体験試乗を行いました。 

  当日はあいにくの雨天であったために、畑のほうにトラクターを入れることができません

でしたけれども、農協の敷地内をお借りしまして、最も基本的であります直線軌道による自

動操舵走行を参加者が体験しております。この実演会のほうへは町内の農業者13名のほか、

関係機関から総勢22名の参加がございました。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 私が聞きたかった結果、内容の部分なのですけれども、次、研修会

を開いた中で参加者がどういう反応だったのか、それと、その反応を見た中で、現時点で町

としてどのように対応していくのか、また、考えられるのか。その辺、ちょっとお聞きした

いと思います。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 
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○農業振興課長（杉上繁雄君） 当日、実演会のほうに参加された方の中から、やはり装置の

価格が高いということで費用対効果を見きわめながら導入を検討したいという声が聞こえて

きました。この情報通信技術の活用による地域農業の合理化、効率化の波は急速に広がりを

見せております。しかし、先ほども申しましたように高額な投資を伴うこともありますの

で、さらにこの技術の進展もとても速く、拙速な導入にはリスクが伴うものというふうに考

えております。 

  町としましても、農業機械自動走行システム技術の導入は農作業の効率化が図られる有効

なものと考えておりますが、現在、農業関連に限らず、さまざまな分野においてもこのＧＰ

Ｓを活用した技術の普及が進んでおりますので、今後、この機械等の価格低下があるものと

予測されます。そんなようなことから、適切な時期におくれることなく導入することができ

るよう、町としましても情報収集に努めまして、とうや湖農協や農業者の皆さんと情報共有

しながら進めてまいり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） 研修会に参加された若い方々が結構興味を示している。ただ、現時

点では、技術の部分でまだまだいいものが出てくる。また、価格等においてもまだまだ高い

ものなので、多くの方が利用する時期になってくると、その価格も下がるのではないのかと

いうような答弁だったかなと思っております。 

  そのとおりでございます。恐らく今の段階では結構高い部分もあって、まだまだ技術もよ

くなってくる、そして、割安になってくるといったことで期待している方々も多いです。た

だ、こういった新しい技術というものは、早くてもだめ、遅くてもだめと、その中間点とい

うのがすごく見きわめづらい部分があるかなと思います。 

  やはり、ある程度の技術というものの中で確立された段階では、そういった新しい技術に

取り組んでいくという個々の考え方が、これから先は出てくるのだろうなと自分では思って

おります。 

  本当に安いものではないですから、農業関連のいろいろな補助事業関係、そのＧＰＳの部

分で補助事業を出せるような、そういった事業を日ごろから精査していただいた中で、ある

程度、その技術なり価格等が落ち着いた段階では、しっかりと町としてそれを支援していけ

るのかどうか、その辺の議論も含めて、目配り、気配り、しっかりと情報を集めた中で取り

組んでいただき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） 杉上農業振興課長。 

○農業振興課長（杉上繁雄君） 議員がおっしゃいますように、そういった形で情報収集に努

めながら、適切な時期に皆さんにお声をおかけしながら、この技術導入に向けた参加者のき

ちんと人数的にも把握しながら進めていきたいなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 補足になりますけれども、やはり金額的に非常に高価な面があると

いうことと、やはりリスクも今の段階ではなかなかあると。いろいろなご意見や情報をさら



－59－ 

に集めて、今後、さらに検討したいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） それでは、農業振興対策の質問の中で、台風10号での災害に対する

支援策はという最後の質問になります。 

  ８月30日、31日と東北地方、北海道を襲った台風で多くの方々が亡くなられました。まだ

行方不明者がいるという大変痛ましい災害に見舞われました。また、住家等の被害、ライフ

ラインの寸断、産業被害、河川の氾濫と多くの爪跡を残した近年にはない自然災害だったの

かなと思われます。 

  私たちのまちでも、多くの災害があり、住民の方々が避難され、苦しいひとときを過ごさ

れました。ただ､今回、我がまちでは、この災害における人的被害がなかったことに一安心

をしているところでございます。 

  また、町の職員の方々におかれましても不眠の中で職務を全うされたこと、本当にご苦労

さまでした。ありがとうございますと言いたいところでございます。 

  農業関連も、農業用倉庫の全壊、また、ビニールハウスの倒壊、各農作物の災害など、被

害状況がだんだんと明らかになってきているわけなのですけれども、今のところ、私が聞く

限りでは、農業関連の被害額は概算金額で約9,300万円というような被害、大変大きくなっ

ております。これから、町としてすべき対応と支援、そして現時点で、どのような思いがあ

るか、真屋町長に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） この台風10号災害が私どものまち付近も襲った関係で、いち早く道議

会議員の先生あるいは国会議員の先生、さらには近隣の道議会議員の先生、私どものほうの

視察に来ていただきました。早速、国、道のほうに対して、しっかり要望していただいてい

るところでございます。その結果と言ってはなんですが、あす16日に内閣の閣議決定で、恐

らく北海道も激甚災害の指定になるのではないかというふうなお話を聞いておりますが、

今、国会議員の先生、道議会議員の先生からお聞きしている中では、大体激甚災害は28項目

の項目があるらしいのですが、恐らく東日本大震災あるいは熊本地方大震災については、そ

の項目のほとんどが激甚災害で救われた。がしかし、北海道のこの台風災害、10号を含めて

の台風災害については恐らく限られた部分に、今のところなるのではないだろうかと。 

  それで、私どもの地域としても、近隣と連携しながら、北海道に対して全ての項目、多く

の項目に激甚災の指定が受けられるようにということで要望はしているわけでございますけ

れども、特に農業災害におきましては、畑の土砂が崩れてしまっただとか、あるいは側溝

が、今までかんがい用水がうまくいっていたわけですけれども、それが何か決壊しただとか

ということになりますと激甚災害で、かさ上げ部分の補助も対象になろうかというふうに

思っております。しかし、個人の農作物、あるいは個人の建物等、特にビニールハウス等々

については、残念ながら、激甚災で救うことができないということでございまして、ビニー

ルハウスが倒壊した、この間もちょっと現地視察をさせていただきましたら、もう既に個人
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で直したよという方もいらっしゃいました。そして、農協さんのほうでも今、動いてくれて

おりまして、ビニールハウスのいわゆる骨組み等々については、使えなくなったやつをそち

らのほうで一括、集めて処理をしていくのだというお話でも聞いておりますが、個々の農家

に対する支援というのは、なかなか現在厳しい状況がございます。 

  そんな中、道議会の先生あるいは国会議員の先生方には、そういう激甚災あるいは災害認

定で拾えなかった部分も何とかそれも救えるような手だてはないものでしょうか、もし、そ

れがあれば、そういうふうなもので少しでも救っていただけるようにお願いしたいという要

望をさせていただいているところでございますが、私どものまちにはご承知のとおり観光、

農業、漁業、それに商工業、いろいろなものがございます。これが私どものまち全体が何か

大きな災害に襲われたとなれば、全国各地からの災害見舞金等々もまた、これは期待ではあ

りませんけれども、そういうときには私どものまちとしても、その義援金を利用させていた

だいて、以前に噴火災害のときにそれぞれ配分させていただいたということもございました

が、一般会計の中からお見舞い金ということになると、なかなか厳しい状況がございます。 

  そんな中、今、道あるいは国頼み、そちらのほうに多くお願いしているわけではございま

すけれども、近隣市町あるいは北海道の今後の動向も見きわめながら、何が支援できるか検

討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、町長から答弁があったように国の関係、そして道の関係と支

援、要望等をしていただくための話し合いを行っているということで、現時点での町の考え

方をお伺いしたのですけれども、町長が言われるのもごもっともだなと思っております。た

だ、災害としてやはり見たときに、大変近年にはない大きな被害だったなと、このように自

分自身は感じているところでございます。 

  これから、いろいろな形での被害等々、各種関係機関から上がってくるかなと思っており

ます。それに対応すべく、国、道に対しましても、町としてしっかり話をしていただいた中

で、また、町としてもこれからできる限りの対応策を考えていただきたいなと思います。 

  以上で、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。 

  ここで休憩をとります。 

  再開を３時15分からとしたいと思います。 

（午後 ３時０６分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

（午後 ３時１５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 次に、11番、篠原議員の質問を許します。 

  11番、篠原議員。 
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○１１番（篠原 功君） 11番、篠原ですけれども、これから通告に従って、一般質問をいた

します。この次、まだ質問者がおられるので、できるだけ簡潔に質問したいと思いますの

で、答弁も簡潔、明瞭にしていただければありがたいと思います。 

  それでは、まず、教育施設の活用についての質問をさせていただきたいと思います。 

  旧花和保育所の現状と課題についてということでありますけれども、たまたまこの施設に

ついては、季節の保育所として当初建設されたと思います。その後、子供の減少で閉鎖と

なって、かなりの時間が経過しているにもかかわらず、余り手入れされていないような状況

も見受けられますし、草刈りなどもされずに空き家のまま、もう随分放置されているような

ことが見受けられるようでありますが、このまま、そのままにしておくのか、この先どうな

さるおつもりなのか、まず、この点についてお尋ねいたします。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 旧花和保育所の現状と今後の予定ということでございます。 

  旧花和保育所につきましては、平成４年９月に建設されております。平成18年３月に廃止

となっている状況でございます。建設から24年、閉所から10年が経過しております。 

  閉所後におきましては、公共施設としての利活用についてはありません。ただ、閉所後か

ら一応賃貸または売却という形の中では、利活用が図れるところがあれば、その辺の申し込

みは受け付けていたところでございますが、一応問い合わせについては数件あったような状

況でございますが、利活用にまでは至っていないという現状でございます。 

  今後の施設の利用でございますが、やはり、地域の活性化や移住・定住などに利活用が図

れれば、現状有姿での売却または貸し付けで利用いただきたいというふうに考えておりま

す。 

  ただし、年月が大分たってきております。草刈りも実は年に１回やる程度で、実際のとこ

ろは年に１回しかしていないような状況でございますので、施設の傷みもちょっと来ている

状況でございます。今後、利活用がなければ、耐用年数からも、解体も含めた検討もせざる

を得ないのかな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） 篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 次の２番目の質問をさせていただいて、後で一括して、まとめて答

弁に対する質問をさせてもらいたいと思っております。 

  次に、花和の旧小学校についてお尋ねするのでありますけれども、ここは校舎と体育館、

そして、これに併設して地域の集会所なんかがついておるわけでありますけれども、敷地内

に校長の住宅だとか、旧教頭の住宅なんかもたしか２棟くらいあったやに思います。グラウ

ンドなんかも含めて、閉校になってからしばらくたつのですけれども、そのまま放置されて

いるような状態かと見受けられるので、この辺、これからの活用方法について、どのように

考えておられるのか、これについて質問させていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 



－62－ 

○総務部長（伊藤里志君） 旧花和小学校でございます。 

  体育館につきましては昭和59年11月、また、校舎につきましては昭和62年11月に、それぞ

れ建設されております。平成19年３月をもって閉校となっているところでございます。建設

から体育館が33年、校舎が30年、閉校からは９年が経過しているところでございます。閉校

後の利活用でございますが、公共施設としての利活用はございませんが、一応防災計画にお

きまして、避難所という位置づけをしております。また、集会所が併設されているという施

設でございます。 

  当該施設の利活用でございますが、企業などからの利活用の計画の申し出がなされた場合

につきましては、集会所が併設されていると、または避難所という位置づけがされていると

いうことで、地域の皆様や議員の皆様と十分相談させていただき、やはり地域の活性化、移

住・定住などに利活用いただけるのであれば、ご理解の得られる計画であれば、貸し付け、

売却などの利活用を考えていきたいというふうに考えております。 

  また、教員住宅でございますが、昭和50年に１棟、２棟が建設されておりますが、これに

つきましては、平成27年に解体しております。現在は、昭和60年の２棟２戸が残っておりま

して、現在、１棟は貸し付けしておりますが、１棟につきましては老朽化から解体を予定し

ております。また、貸し付けの部分につきましても、退去後については解体を考えていると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 次に、旧洞爺湖温泉中学校についてでありますけれども、この校舎

については、ご案内のように、ことしの３月閉校されておりますけれども、それ以来、この

学校施設の活用といいますか、解体など、他に転用なんかも含めて、全く議会等に示されて

もおりませんし、地域にもそういった話もないわけであります。地域の人たちからも、この

学校の跡地というのは一体どうなるのかというような話もあるので、今まで検討されたのか

どうなのか、見通し等についてもお尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 洞爺湖温泉中学校の活用についてお答えいたします。 

  洞爺湖温泉中学校の３月の閉校に伴いまして、体育館の学校開放において利用されていた

二つの団体につきましては、管理の面や維持経費の関係から、ほかの施設での利用をいただ

くよう調整いたしまして、現在は洞爺湖温泉小学校を利用されているところでございます。 

  体育館につきましては、防災計画に伴う避難所施設としての位置づけもあるところから耐

震化工事を施しており、また、地域住民の健康保持を目的とした場の提供、それと、これま

で体育館を定期利用されている団体もあることなどから、有効活用が図られるよう、取り進

めてまいります。 

  校舎本体につきましては、設備等の老朽化もありまして耐震化を実施していないことか

ら、再利用は難しいものと考えており、現状においては、解体することが最もよい判断と考
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えております。解体後は、体育館と一体とした駐車場などの利用が考えられますが、解体の

時期などにつきましては、予算なども含めまして町長部局と十分に協議をしてまいりたいと

思っております。 

  また、グラウンドにつきましては、洞爺湖マラソンなどに駐車場利用が求められるところ

から、各種イベントの活用も図れると思います。 

  これら施設の活用に向けましては、町長部局と連携し、関係する地域の方々や施設の利用

団体、関係自治会などの意見をお聞きしながら、施設のあり方、または活用について協議を

取り進めてまいります。 

○議長（佐々木良一君） 11番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） ３点について答弁をいただきました。 

  一つずつ、ちょっと整理して、私の考え方を述べさせていただきたいと思うわけでありま

すけれども、特に花和の地域については、合併してからちょうど10年たちますが、旧虻田町

の中では一番過疎化が進んでいるというようなことで、このまま一体どうなるのかというよ

うな話が、実は地域の人たちからそういった話があります。 

  過去には農家も随分あったりして、随分頑張っていたわけでありますけれども、今はもう

本当に農家戸数も少なくなり、また、移住・定住の施策の中でも一番、私もおくれているの

ではないかなと感じるような、そんなことも常々思っているわけであります。 

  これを何とか少しでも、何ていうのかな。バランスのとれたまちづくりの中には、花和も

やっぱり移住・定住の対策の場所にすべきでないのかなというような考えのもとに、たまた

ま今回、旧保育所の跡地も見せていただきました。 

  いつまでもあのままで放置されて朽ちていくのを黙って眺めていて、最終的には解体の費

用をかけて解体すると。残った跡地にしたら、また町有地で持っていても再利用の価値がほ

とんどないのではないかなと、私はそんなような感じもします。 

  畑であれば、続けて農地として、また新たな活用もあるのかもしれませんが、ああいった

何といいますか、奥まったところのちっちゃな土地でありましたら、逆に更地になったほう

が、むしろ利用価値が少なくなるのではないかなと思ったりもしているので。 

  私は、例えば新規就農の一つの対策として、例えば５年ぐらい頑張って新規で独立する農

家がいるのであれば、それを無償で提供するとか、むしろそれにお金をつけてでも、やっぱ

り景品としてというかプレゼントするなんていう、そういう発想というのは町のほうででき

ないのかどうかなんて思っているわけです。 

  そんなような考え方なんていうのはあるのかどうなのか。まず、それをお尋ねしたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 新規就農の方々の施設という部分なのですけれども、あの施設自

体が保育所という施設でございます。トイレにつきましても児童用のトイレしかない。ま

た、間仕切りもない。あとは給湯施設だとかその辺もないので、町のほうで無償でお貸しす
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るとしても、中の改装をするのには数百万円程度かかるのかなという部分もありますので、

これについては就農の部分が、本当にそういう方々がいらっしゃるという状況も検討しなが

ら、その辺を農業サイドのほうとも話をしながら、やはり就農される方がいらっしゃる状況

の中で、それが移住・定住につながるということであれば検討してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（佐々木良一君） 篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 今、例えばの話をしました。私は別に就農って農家でなくても、別

な使い道、例えば都会のほうから田舎暮らし、ちょっと暮らしのそういったところに来てみ

たいというような人もいるかもしれないと思うわけです。こういった時勢でありますから。

こんなのも一般に公募するとか、もう少し夢のあるような形の中で、地域の活性化に、何と

いうのかな、考え方がいかないものかなと思いながら、今回、質問しているわけでありまし

て、今、部長の言われたことは、また、それはそれとしてわかりましたので、この後、少し

ずつ話を詰めながらしていきたいものだと思っています。 

  次に、花和の小学校。この関係についてでありますけれども、聞くところによると部落と

いいますか、地域の人たちが学校の校舎の周りをずっと草刈りとか手入れをして、ずっと

やってくれているそうで、私が見た限りでは、すこぶる手入れが行き届いていました。教頭

住宅なのかわかりませんが、そのあたりは草ぼうぼうでありましたけれども、グラウンドな

んかもすごく手入れのいい状態で、手入れはされておりました。 

  これについても、閉校してからしばらくたつので、できればこういった校舎なんかは、全

国的に私も聞くところによると、例えば、利用目的を公募したりとか、または、ほかの使う

人たちの意見を募集しながら、学校の施設なんかを公募しながら、募集しながらですね。場

合によっては、町が幾らか補助金をつけるとか、逆に無償で貸すとか、条件よく売却すると

か、そういうようなこともいろいろやっている市町村もあるようでありますから。 

  そういったことも含めて、この花和の学校の施設、教員住宅も今、一つ取り壊して、また

空いたらもう一つ壊すなんていう話がありますけれども、私は少なくても花和の今の学校の

跡地というのは、やっぱり花和地区にとっては一番の部落の拠点だと思うわけです。そう

いった中から、あれがそのまま放置されて、草ぼうぼうになって、柳の木なんかいっぱい生

えてやぶになってしまうと、ひどい、何ていうか部落ごと寂れるような気がするので、何と

か元気ある地域になるような手だてはないものかなと思って質問しているわけでありますか

ら、できるだけ建設的なといいますか、前向きな答弁があれば、ちょっとお聞かせいただき

たいものだと思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 花和の旧花和小学校でございます。 

  ここは避難所としての位置づけ、または集会所が併設しているという施設でございます

が、情報的にはまだはっきりしていないのですけれども、一応、一部、企業がそこを利用し

たいというような話も来ておりますので、この辺になれば、また具体的な部分がはっきりし
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た中では議会にも報告させていただいて、できれば町のほうとしてもグラウンドと校舎と一

体的な活用を図っていただけるような計画であればいいなというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（佐々木良一君） 11番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 今の答弁では、何か少し明るいような兆しが見えるような気がした

ので、これ以上申しませんが、今、ネットの時代でありますから、非常に全国的にまちをＰ

Ｒすることも、何というか、観光も大事かもしれませんけれども、空き家対策とかをホーム

ページでのっけているわけでありますから、私は公共施設だって別段のっけてもいいと思う

のです。 

  そういったことも含めながら、まちのＰＲをするとか、せっかく花和の学校のようなすば

らしい、ああいう施設があるわけでありますから、例えばまちの研究機関であるとか、大学

のちょっとしたサークルで使うのか、ひょっとしたら研究機関にするのか、何かそういった

ものにでも活用していただくとかですね。 

  今、答弁がありましたけれども、民間で使いたいなんて話があるのであれば、私は、例え

ば公有地で、公有財産で持っていても町には何にも実入りもないし、逆に草刈りとかなんと

か、メンテに費用がかかるわけですし、例えば、民間に貸し出しすると雇用がふえたりと

か、それから、逆に売却すれば固定資産税とかが上がってきたりとか、人口増につながった

りなんてことになるわけでありますから、解体の費用くらい手出ししても決して損はないよ

うな気がするのです。 

  用途だとか、方策だとか、貸し出しの条件だとか、リスクがあるのだとすれば、それをク

リアしながら、新しい方策を考えながらまちづくりを考えていかないと、今、ややもすると

9,000人から8,000人に下がってくるまちの人口になっているわけでありますから。人口が

減ってくると、どうしても過疎化したところから減ってくるので、一旦過疎化が進んで、も

う人も住まないような地域になってくると、この後、取り返しがつかないような気がするも

のですから、今のうちにぜひ、その辺の手だてをお願いしたいものだと思っているわけで

す。 

  もう一つ、温泉中学校の話をさっき聞きました。洞爺湖温泉中学校については、今、校舎

のところは随分草刈りをしてきれいでありますけれども、グラウンド部分は、非常に放置さ

れておりました。この先、あれを町で管理するにしても、やっぱり大変な荷物になるのかな

と思いますし、早く先の使い道を考えながらやることも大事だと思います。 

  さっき、課長のほうからの答弁がありましたけれども、体育館は耐震化して使える状態に

なっています。校舎のほうは閉鎖されている。聞くところによると、電気なんかがとめてあ

るのですね。実際、例えば避難所にするにしても、何かに使うときには、地元に使ってほし

いなんて言うと、仮にそういう話があっても、一回電源を切ってあるのをまた復元してなん

ていうことになると、すぐ使えるわけでもありません。あの状態、わかるように校舎が手前

にあって奥まって体育館があるわけですから、校舎を解体するかなんかして、あの辺の広場
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を整地しながらしないと、体育館の階段を上がってというのはなかなか難しいのだろうと思

いますし、校舎の解体には、恐らく私は１億円近いお金もかかるのではないかなと思いま

す。 

  そういった、例えば解体する費用が解体してゼロになるわけですから、むしろ解体しない

でそのままの状態で、極端に言うと倉庫にして使いたいとかですね。何かの物づくりの工場

にしたいとか、何かそういうような企業か何かそういったものがあれば、例えば例をとる

と、消防団の訓練の場所にするとか、警察のセキュリティーの何かのための研修所に使うと

か、何か国の研究機関なのか、そういった自衛隊さんの防災の何か設備に使ってもらうと

か、そういったことだって、私は考えられるような気がするのです。 

  そういったことも含めて、ただただ、単純に解体するというわけではなくて、もう少し知

恵を絞って考えられないのかな、どうなのかなと思っておるものですから、その辺はどうな

のか、町長のほうからでもいいですけれども、ちょっとご答弁いただければと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 洞爺湖温泉中学校の関係でございますけれども、まず、グラウンド

につきましては、先ほど担当課長からも申し上げましたけれども、今、町内のさまざまなイ

ベント時に駐車場として利用されているところでございます。 

  今、イベントのときには、本当に駐車場が足りないということで、洞爺湖マラソン等でも

かなり支障が出ているというふうに聞いてございますので、この部分については、今しばら

く、この利用形態というのを進めていきたいなと思ってございます。 

  それから、体育館につきましては、私ども、避難所施設という位置づけもさせていただい

てございますので、今、議員からもおっしゃっていただきましたが、非常時にすぐ使えると

いう体制はどうしてもとっていかなければならないだろうなと思ってございます。ただ、現

在、利用団体が非常に少なくて、夜間開放等で使っている部分につきましては、今、洞爺湖

温泉小学校のほうで利用していただいております。 

  現在の体育館は、耐震化はしているのですが、非常に暖房設備が、あるのですが非常に寒

いということも冬場はございます。それと、避難所機能の部分を持たせるためには、さらに

附帯設備等も今後、考えていかなければいけないだろうというふうにも思ってございます。 

  そういうふうにして考えていきますと、やはり校舎につきましては、校舎の部分が整地さ

れていくことによって、避難体制もさらにしっかりとしたものになるのかなというふうに、

私どもは今、考えているところでございます。 

  その中で、今、議員からおっしゃられたように、さまざまな活用方法もあるというような

ことでございますので、この辺も含めて考えていきたいなと思ってございます。 

  ただ、あそこの敷地ですね。校舎の部分につきましては、2000年の噴火のときに、勾配が

今まで湖側に向かっていたのが、逆勾配になっているのですね。そういう部分も考慮してい

くと、あのままではちょっと、活用するのはかなり難しい部分があるのかなというふうには
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考えてございます。 

  いずれにしましても、地域の皆様に今後、私どもの考えと、それから皆様の考えとをお聞

きしながら、町長部局と一緒に進めていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、教育長のほうから温泉中学校の跡地対策について、お話がありま

した。 

  私のほうから、前段の花和保育所の関係あるいは学校、体育館、グラウンドの関係につい

て、また若干補足させていただきたいと思います。 

  まずは、保育所の利活用でございますけれども、これは議員がおっしゃられるとおり、や

はりただ、その建物だけを捉えるのではなくて、その建物を利活用して、お住まいは別なと

ころに住んでもらって、そこで作業をしてもらってだとか、十分可能だと思います。 

  それと同時に、これは前から管財のほうにお願いしておったのですが、いわゆる町の公共

施設、公共用地。これらのものも、万が一、販売、転売、あるいは利活用してもらえそうな

ところがあれば、それはもうネットに出して、希望者がいればご相談に乗るというふうなこ

とを、やっぱりしていこうということだったのですが、残念ながら、空き家対策等々につい

てはネットにのっておるのですが、この間も確認しましたら、公共用地、建物については、

広報していないというお話だったのです。 

  今の担当者は一生懸命で、早速、やる準備を今、していただいておりますので、その状況

も勘案しながら、こちらのほうについては整理していきたいなというふうにも思っておりま

す。 

  また、花和の旧小学校の校舎あるいは体育館、グラウンド等々の関係でございますけれど

も、さっき部長が話したとおり、今、ちょっと話が来ています。民間の会社でございます。

まだ、ちょっと具体的な名前等々はまた、あれなのですが、担当課のほうには地域の方とま

ず、お話し合いを持ってくれということで、今、話し合いを進めていただいております。 

  そんな関係で、ある程度の方向性が出そうなときには、また議会のほうとも相談させてい

ただかなければならないかなというふうに思っておりますが、ともかく、何か利用できるも

のがあれば、それは皆さんのご意見を聞きながら、貸すのも結構でしょうし、売るのも結構

でしょうし、また、地域にそういう方々に入ってきていただいて、それこそ地域の活性化に

つながればというふうにも思っておりますので、そういう努力を町のほうとしても、今後も

していきたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） 11番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） ただいまの答弁で大体先の見通しといいますか、先が見えてきたよ

うな気がするので、ぜひとも、来年度からまちづくりの10カ年の計画が、また新たにできる

わけでありますから、その土俵にぜひのせて、実現が可能なように努力されるように、私の

ほうからも切望して、この問題を終わりたいと思います。 
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  次に、月浦の運動公園のことについてお尋ねするわけでありますけれども、この関係につ

いては、この後、議案の提案もなされておりますし、また、先ほどの10番議員の質問に本体

の関係については随分議論、質疑がありました。 

  私が今回、質問したいのは、せっかくここにできる施設ですので、できるだけこの地域に

ついても、これができることによって、まちが元気になって、少しでもやっぱり活気が出れ

ばいいのではないかなと思っております。 

  そのためには、どうしても教育施設、学校がやっぱり一つ加わりながら、その目的、教育

の財産、片方は社会教育、観光課の所管になるのかもしれませんが、学校の施設もできるだ

け併用できることが望ましいのではないかなと思いながら、今回、質問をさせてもらうわけ

であります。 

  学校の施設の開放、校舎とか、体育館とか、地域連携施設、避難器具なんかを置いている

一部施設もありますし、また、グラウンドだとか駐車場ですね。こんなことを、駐車場とか

グラウンドは外にありますから、使おうと思えば、使えないこともないのかもしれません

が。温泉小学校は特に最近、児童数も減ってきておるので、できるだけ学校の校舎なんか

も、雨天のときとか、急激な天候の変動なんか、あったときに、やっぱり校舎なんかも使わ

ざるを得ないような場面がこれから出てくるのではないかなと思うので、この辺の、どこま

で、どういうふうな形で使うことができるのか。その辺について、担当のほうからお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 洞爺湖町月浦運動公園の完成に伴い、学校施設開放はどこまで可

能かというご質問でございますが、地域連携施設では学童保育を現在実施してございます。

そこを除き、ボランティア室や交流室、これは小。小さいほうでございます。それから、ト

イレ、水飲み場、男女更衣室、シャワー室、洗面洗濯室などが可能でございますが、詳細に

ついては、所管でございます観光振興課と協議をしているところでございます。 

  体育館につきましては、雨天時などの非常時による場合での使用や、駐車場にあっては、

本年度整備していますグラウンドの上の駐車場を使用していただくこととなります。 

  校舎につきましては、現在、空き室はございません。教室など、施錠などができない部屋

や掲示物や物品の管理上の問題がございますことから、今後においても、開放または他の活

用も困難であることにご理解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） 篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 学校の施設は、校舎についてはいろいろセキュリティーの問題、鍵

の問題、困難だと答弁がありました。 

  私は、これは公共施設だからといって縦割りで物事を考えるのではなくて、できるだけ開

放できるような方向で、やっぱり考えていくべきではないのかなと思いながら質問している

わけでありますけれども、これらの関係については、また後日、いろいろな機会でこういっ
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た議論する場面もあるかと思いますので、これで終わりますが、学校の施設も、今はセキュ

リティーの関係があって業者に委託して警備等をやっているのかと思います。その辺も管

理、だんだんこれから、子供の数も少なくなって、児童の数も少なくなって、学校もだんだ

ん、だんだん、やっぱりふえてくるのではなくて減る方向にあるわけですから、新しくでき

た施設を有効活用できる上からも、校舎の併用なんかも十分、やっぱり考えていく必要があ

るのではないかなと思いながら質問しているわけであります。その辺、今、話をしたとお

り、後日改めて、またこれらに向かっていろいろな議論を進めていきたいものだと思ってお

ります。 

  時間となりました。次の議員もまだあるので、私の質問はこれで終わりますけれども、こ

れからも、最初の質問の経緯については、これからのまちづくり10カ年計画に向かって頑

張っていただきたいと思いますし、月浦の運動公園については、できるだけ、せっかくでき

る施設ですから、もっともっと、何といいますか、前向きに活気が出るような施設になるこ

とを望みながら、私の質問をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、11番、篠原議員の質問を終わります。 

  次に、１番、岡崎議員の質問を許します。 

  １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） １番、岡崎です。９月議会、きょう最後のバッターというような感じ

になりましたが、皆さんには大変ご苦労さまでございます。 

  このたびの台風10号により、被害に遭われました皆さんには、心からお見舞いを申し上げ

るとともに、一日も早い復興をご祈念申し上げまして、質問に入りたいと思います。 

  本日は通告のとおり、３点の質問をいたしますので、ひとつわかりやすいご答弁をいただ

ければありがたいなと、そういう思いでございます。 

  それでは、１点目としまして、地域の活性化策ということでお伺いしたいと思います。 

  洞爺地区の中心市街地から本当に近いところに、町道洞爺大原線というのが続いておりま

す。道路は緩い坂道の舗装道路となっております。その中間ほどに歌碑が複数並ぶ俳句公園

がございまして、年齢を問わず、ちょっとしたハイキング等の気分を楽しめる、洞爺湖、ま

た、洞爺市街を一望できる、もう絶景の場がございます。これは、ほとんどの人が知られて

はいないと思います。そして、この場をひとつ生かして、地域の住民の交流の場または観光

スポットとして、この公園周辺に展望台を設置することは、市街地に近いことから地域の活

性化の一助になるものと考えております。 

  地域の活性化を考える上で、展望台の設置をする考えということで伺いたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山崎庶務課長。 

○庶務課長（山崎貞博君） 議員ご指摘の場所につきましては、非常にすばらしいロケーショ

ンの場所であると認識してございます。 

  しかしながら、大規模な展望スペースの設置となりますと、町道洞爺大原線を挟みまし
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て、湖水側に11基、反対側の墓地側といいますか、山側に３基、歌碑の石碑がございます。

この石碑の分のスペースを除いて湖畔側に展望スペースを確保するとなりますと、急斜面の

ところにのりどめ等を施しまして盛り土を行い、それで平たんなスペースを確保するという

ふうな状況でございます。 

  この点から、多額の費用が想定されますので、湖畔側への展望台の設置というのは非常に

難しいか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） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういうことで、景観も大変いいという限られた資源の中で、そうい

う展望のよいところを観光のひとつ、スポットに生かして、そして、ここを訪れる歌碑めぐ

りの人とか、散策する人もおられますが、そういう人たちの一つの交流の場になるのかな

と。そういう中で、もてなしの精神をもって、この絶景を多くの人に提供するという、そう

いうことで、草刈りの整備等を行い、ベンチの設置を図り、休憩所といいますか、休憩ので

きる、そういう施設の設置ということですね。考えることはできないものでしょうかね。 

○議長（佐々木良一君） 山崎庶務課長。 

○庶務課長（山崎貞博君） ご指摘の草刈り等につきましては、町道の草刈りの中での対応を

させていただきたいと考えてございます。 

  ベンチ等につきましても、再度、現状を踏まえまして検討し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） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 前向きにひとつね、スペースも山側に結構ありますので、前側の歌碑

のほうばっかり見ないで、山側を見ると、ベンチの設置等ができるスペースもありますの

で。ひとつじっくり見て、そして考えて、設置の方向でひとつ進めていただければありがた

いと思います。 

  町長、何かあればどうぞ。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、担当課長が前向きに答えてくれたのですが、私も何回かあそこは

通ったことがあるのですが、実は、夏になりますと、ちょうど僕が通ったときなのですが、

下の足元の付近を蛇がちょろちょろ行っただとか、あるいは、蜂の巣がたしか、あの辺に

あったかなと思いまして、やはりベンチなり、そういうものをするとなれば、相当の安全確

保をしながらしなければ、住民の皆様、あるいは観光客の方がしっかり安心して歩けない。

また、そこで安心して休めないということも、これは出てきたら大変なことになりますの

で、そこら辺は総合支所のほうと十分協議しながら、考えていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 
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○１番（岡崎 訓君） そういう心配もあろうかと思いますけれども、それは周辺の草刈り等

を行いながら整備すれば、そういうことも大分減ってくるかなと思いますので、ひとつ前向

きに取り組んでいただきたいというような思いでございます。 

  それでは、次に鳥獣による農作物に係る被害防止策ということで、ひとつお伺いしたいと

思います。 

  繁殖率の高い鹿によって受ける被害は、毎年大きな額に上るようでございます。これま

で、さまざまな被害防止策が講じられ、一定の成果は見られたものと思っているところでご

ざいます。 

  さて、収穫を迎え、洞爺地区の西側地区におきまして、エゾシカが多く見られ、農作物の

被害が一時期より一段と大きくなっているところでございます。 

  そこで、今後の被害防止対策を期待する声がありますけれども、ひとつ、その対策の考え

を伺いたいと思います。いかがですか。 

○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） 今、議員のほうから、エゾシカの食害が拡大しているという

お話でございますけれども、そのご指摘をいただいた箇所につきましては、直接被害を受け

た農業者の方から相談を受けております。それに対しまして、町としましても、被害防止の

対策手法につきまして、十分に指導をしてきているところでございます。 

  また、日常の見回りの中で、ご指摘のあった地域につきましては、ある程度まとまった鹿

が生息しているというふうに認識しております。そういった町内のある程度の数がまとまっ

た地域におきましては、猟友会、農協の協力を得ながら、毎年、冬期間に５回ほどエゾシカ

の一斉捕獲を実施するなど、被害防止対策に努めているところでございます。 

  ご指摘の場所におきましても、２年続けて、その一斉捕獲を実施してまいりました。さら

に、ことしの春には、エゾシカ１頭の捕獲の実績も上げているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 担当の課長のそういう熱心な取り組みを聞かせていただきましたけれ

ども、やっぱりこのような対策は、行政とか専門の方たちだけの取り組みというのはなかな

か難しいというので、やはり農家の方のそういう連携ですかね。そういう話し合い、情報の

提供をとりながら、そういう中でやっぱり取り組んでいかないと、これはなかなか簡単には

いかない問題だというのは、前々からわかっているところでございますけれども、その点、

課長、いかがお考えですかね。 

○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） 現在の対策に対しましては、先ほど申しましたとおりなので

すけれども、このほかにも、銃器を使った以外にわなを使った手法も有効だというふうに考

えておりますけれども、現状ではなかなか当事者の理解が得られなくて、わなは、まだ仕掛

けるまでには至っておりません。 



－72－ 

  この後も引き続き被害が継続して、ご本人が困る状況が長引くようであれば、そういった

相談にも乗っていただけるのではないかなというふうに思っておりますので、あらゆる角度

から対策を打っていきたいなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） ひとつ、そういう長い目で見て、そして、取り組んでいただければあ

りがたいと思います。 

  それでは次に、熊の件につきまして伺いたいと思います。 

  熊は大変行動範囲が広いということが専門家から言われております。したがって、町内だ

けの対策というわけにはいかないかなと思います。あわせて、すぐ隣である後志地方と、そ

ういう近隣の町村との情報の共有を図るなど、そういう広域的な取り組み等が大事かなとも

思いますけれども、町内の熊による食害の防止策をひとつ伺いたいと思います。 

○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） 最近の熊の出没状況についてご報告したいと思います。 

  平成26年の11月には、大原地区で熊の足跡が見られております。平成27年７月に大原地区

で熊の目撃、８月には、大原地区でセンサーカメラでの熊の撮影がされております。 

  28年６月に月浦地区で熊の目撃、８月には大原地区で爪跡の確認がされているような状況

でございます。 

  熊の出没情報を受けた後、周辺地域への注意喚起のチラシの配布や看板の設置、それか

ら、防災行政無線での注意喚起などを行いながら、１週間から２週間程度、職員のほうでパ

トロールを継続して、その後の熊の行動予測を行っている状況でございます。 

  一昨年からことしにかけて出没した熊につきましては、いずれも通り熊と考えております

が、目撃後は本来の活動拠点である近隣のまち、村へ戻ったものと考えております。熊の出

没情報がふえておりますので、これまでに確認されてきたデータをもとに熊の出没しそうな

ところを継続的に、町内で活動することがないように巡回、監視を行ってまいりたいと思い

ます。 

  また、毎年３月の中旬ぐらいになりますけれども、経験豊富な猟友会の会員と職員とで、

雪山を歩いて熊の足跡を探しながら、熊が人里へおりてこないように圧力をかける活動を実

施しているところでございます。 

  そのほかに、銃器やわなを使って、熊をいつでも捕獲できるように、北海道から事前に捕

獲の許可をとっている状況でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 素人考えなのですけれども、今のお話を聞きますと、いわゆる熊の通

る道というか、けもの道というのですかね。そういうのがあるのかなと思っておりますけれ

ども、そこにわなをかけるとか、そういうことは余りないのですか。 

○議長（佐々木良一君） 杉上農業振興課長。 
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○農業振興課長（杉上繁雄君） けもの道に熊のおりをかけるというご質問ですけれども、逆

にそこはふだん熊が、何といいますか、日常的に通る道という形になりますけれども、逆に

そこにおりをかけますと、餌を置く形になりますので、そこに頻繁に何か餌があるのではな

いかということで、ますます熊を引き寄せるような危険性も考えられますので、現在、町で

はそういった対策はとらないようにしております。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 地域の人たちは、やっぱり熊騒動というか、そういうことでなかなか

外出もままならないというような生活もあるのだというようなこともありますので、これは

本当に対策も担当者はなかなか大変だと思いますけれども、ひとつ、ハンターの方と一丸と

なって、そういう取り組みをお願いしたいと思っております。 

  それでは、次に、公共施設の管理について伺いたいと思います。 

  年間で公共施設の改築について、多数あると思いますけれども、そういう中で、改築に関

する基準は耐用年数なのか、また、損傷の程度によるものなのか。公共施設に対するメンテ

ナンスに係る基本的な考えをひとつ伺いたいなと思っております。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 町には多くの公共施設がございます。その公共施設におきまし

て、町民の皆様へサービスを提供したり、また、地域の活動での拠点として活用されている

ところでございます。 

  これら施設につきましては、緊急度、優先度を総合的に判断して、限られた財源の中で逐

次修繕しているところでございます。 

  今後も財政状況が不透明な中では、施設の建てかえというのは非常に難しい状況でござい

ます。その中で、やはり第１には、耐久性に重点を置いた保全ということで、これは屋根と

か壁でございます。また、第２には、機能性に重点を置いた保全、これは施設の設備とか機

器などでございます。これらを総合的に判断した中で、可能な限り計画的に修繕を行いなが

ら、できる限り施設の延命化を図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） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） どうもありがとうございました。 

  そこで、洞爺地区の温泉スタンドとタンクの管理につきまして、ちょっと伺いたいなと思

います。 

  今、お話がありましたように、多くのものは年数とともに劣化いたします。早目の修理に

より耐用年数が延び、結果的には財政的にもプラスになってくるのかなと、そういうように

思っております。 

  そういう中で、早目、早目の修理が重要と考えられますが、そこで、温泉スタンドの管理

状況をちょっと伺いたいなと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 山崎庶務課長。 

○庶務課長（山崎貞博君） 議員のご質問につきましてお答えさせていただきます。 
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  洞爺地区の４本の泉源につきましては、現在、洞爺湖温泉利用協同組合に送湯管と施設の

管理を委託してございます。ご質疑の２号源泉の温泉スタンドにつきましても、その良質な

泉質から洞爺湖町内のみならず、近隣市町村にも多くのファンを有してございます。 

  施設につきましては、年数を経過しておりますが、適正な維持管理を行うことで利用者の

皆様に気持ちよく利用していただけるよう、努めてまいりますとともに、お湯のよさにつき

ましてはＰＲに努めてまいります。 

  また、温泉スタンド横に設置しております50トンの貯湯タンクの管理につきましても、本

年度、洞爺湖温泉利用協同組合にて外壁の劣化を防ぐために温泉スタンドとともに塗装工事

を行ってございます。 

  今後も適正な維持管理を行い、良好な施設の提供に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 実は、この春に定年を迎えて、洞爺地区に移住した方がおります。そ

の人によりますと、この温泉スタンドのお湯を、自家用で専用の車をつくりまして、毎日運

んでいると。毎日それを午前中に運んで、お湯が90度ありますから午前中に運んで夕方に入

るとちょうど入浴が楽しめるということで、そういう毎日を洞爺に来て楽しんでいる。そう

いうことで、この施設をとにかく末永く活用したいのだと。そういう人が洞爺に来て住んで

いるのですけれども、そういうふうに定住なんかにも、このスタンドのお湯もこれからつな

がってくるのかなという思いで、きょうはこの管理について、ひとつ積極的というか、利用

者が今後のそういう管理をですね。何というのですか。もうちょっと管理がどうなのかなと

いう不安な声が、そういう移住者から上がっておりましたので、そういうことを踏まえて、

これからの管理をしていただきたいと思いますけれども。 

  そういう中で、さっきもちょっと出ていたかもしれないですけれども、ネットだとか、そ

ういう、以前も言ったかもしれないですが、宣伝活動をもうちょっとしたらという声がやっ

ぱりよく聞かれるのです。これは我々も、そういう宣伝をしなくてはいけないのかなという

思いでおりますし、そういう取り組みもちょっと考えなくてはと思っていますけれども。そ

ういう中で、担当のほうではどうですかね。 

○議長（佐々木良一君） 山崎庶務課長。 

○庶務課長（山崎貞博君） ご指摘の点でございまして、今後、ホームページ等を利用させて

いただきまして、ＰＲに努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） これで、終わりました。 

○議長（佐々木良一君） これで、１番、岡崎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。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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    ◎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。ご苦労さまでございます。 

（午後 ４時１４分） 
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