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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 ９ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２８年９月１６日（金曜日） 午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 一般質問について 

日程第 ３ 同意第３号 洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意について 

日程第 ４ 同意第４号 洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意について 

日程第 ５ 同意第５号 洞爺湖町表彰条例に基づく同意について 

日程第 ６ 報告第５号 健全化判断比率の報告について 

日程第 ７ 報告第６号 資金不足比率の報告について 

日程第 ８ 報告第７号 株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告について 

日程第 ９ 議案第１７号 洞爺湖町移住定住のための子育て応援住宅条例の制定について 

日程第１０ 議案第１８号 洞爺湖町月浦運動公園条例の制定について 

日程第１１ 議案第１９号 工事請負契約の締結について 

日程第１２ 議案第２０号 工事請負契約の締結について 

日程第１３ 議案第２１号 平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算について 

日程第１４ 議案第２２号 平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算に 

             ついて 

日程第１５ 議案第２３号 平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算について 

日程第１６ 議案第２４号 平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算につ 

             いて 

日程第１７ 認定第１号 平成27年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について 

日程第１８ 認定第２号 平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について 

日程第１９ 認定第３号 平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定に 

             ついて 

日程第２０ 認定第４号 平成27年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定 

             について 

日程第２１ 認定第５号 平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定につい 

             て 

日程第２２ 認定第６号 平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定に 

             ついて 

日程第２３ 認定第７号 平成27年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定 

             について 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第２３まで議事日程に同じ 

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

出席議員（１３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 

  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（１名） 

  ７番   小  松     晃  君     

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

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 

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 
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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） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  小松議員から欠席の届け出、沼田議員から遅刻の申し出があります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、５番、千葉議員、６番、立野議員

を指名いたします。 

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

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、９番、板垣議員と２番、越前谷議員の２名を予定しています。 

  初めに、９番、板垣議員の質問を許します。 

  ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） おはようございます。９番、板垣でございます。きょう、朝一番の質

問となります。端的に質問していきますので、理事者側も端的な答弁をいただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  今回は、３件について質問を出しております。 

  まず一つ目としては、洞爺湖町公共施設等総合管理計画についてということで、これは、

ことしの３月にこういう計画ができたということで資料をいただいておりましたが、これは

何か平成28年度から平成37年度までの10年間を計画期間としているというようなことが書い

ております。なぜ今回、質問したかというと、きのうもいろいろ公共施設について話があり

ましたけれども、その中で、計画ということで全体観でやったという話をしたいと思いま

す。 

  まず、一つ目の質問として、庁内で総合管理計画についてどのような議論が行われている

のか伺いますということで質問しております。 

  これは、今回、管理計画の中に取り組み体制ということで、「本計画は、「洞爺湖町まち

づくり総合計画」を基本として、公共施設等の現状と課題を統一的に把握し、本計画の基本

方針を全庁からなるプロジェクトチームの取り組みとしたうえで、総合的に維持、保全等の

管理を実施します。」と書いてあるのですけれども、このプロジェクトチームというのが、

もうよくわかりませんし、たくさん公共施設がある中で、どういうようなお話が庁内で進め

られているのか、まず一つ目にお聞きしたいと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 総合計画の庁内の取り組み方ということでございます。議員が

おっしゃるとおり、本年３月に、今後の公共施設等の一体的なマネジメントの方針というこ

とで、総合計画を策定したところでございます。 

  現在、庁舎内で協議している内容でございますが、７月に部長、課長職で構成する洞爺湖

町公共施設等総合管理計画推進委員会を立ち上げまして、その中で、この計画の中に掲げて

いる中長期的な視点でのマネジメント、必要な公共サービスの再構築、協働の推進、地域ご

との公共施設のあり方、また、個別施設計画の策定推進の五つの基本方針に基づきまして、

公共施設で約260施設ございます。それにつきまして、更新、統廃合、または長寿命化等の

時期を見込んだ上で、10年間で事業を進める実施計画の策定を各部署において、今、進めて

いるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 部長のほうから答弁がありました、五つの基本方針ということでやっ

ておるということなのですけれども、今月のこの基本計画の中で、中長期的な視点でのマネ

ジメントという部分で書いている建築物系施設ということで、町が保有する建築物系施設は

４分の１以上が建築後30年たっているという実際があるわけです。 

  これを例えば、中長期的に考えて10年計画でやるということは、今、もう30年以上たって

いるということは、例えば10年後にやっと結論が出たときには、その建物はもう40年以上

たっているということになるわけです。基本的には、老朽化して施設を解体するとか、どこ

かに売却するとかというような格好になると、きのうもそういうような話がありましたけれ

ども、結局、そういう計画も、ちょっと２番のほうにも移るかもしれませんけれども、施設

利用者とかそういう形の中で、本当に、いつどういう形になるのだということをやっぱり

はっきり示すのも、タイミング的に必要なのかなという時期が必ず来ると、その施設によっ

ては。だから、それにしても例えば、来年、もう壊しますよとか、ことしじゅうに壊します

よというのではなくて、もし、いろいろな計画があるのであれば、せめて施設利用者のこと

を考えると、やっぱり３年後とか５年後というか、スパンが必要ではないかなと私は思うの

です。そうでないと、なかなか行政と住民との中で何か違和感というか不協和音みたいのが

出てきて、やっぱり優しくないとか何とかと、いろいろな部分で対応があると思いますの

で。 

  その辺の考え方というか、あくまでも、いろいろな計画をつくりました、この施設はこう

いうふうに決まりましたという決定が出てからでも、少なくても３年や５年必要ではないか

と私は思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 今、推進委員会の中で、各部署で実施計画をつくっています。そ

の中身というのは、現状と課題、将来を見据えた施設のあり方、施設の方針、これは基本的

には統廃合なのか延命化なのかという部分でございます。そのほかに、一応スケジュールと
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いうことで、10年間のスケジュールも、一応この実施計画の中では策定することとなってお

ります。 

  その中で、やはり議員から今、質問がありました施設の利用者等の話し合いとかという部

分なのですけれども、現在、やはり策定中ということで、話し合いというのは行っていない

状況でございますが、今後の実施計画の策定においては、施設の統廃合を行うなど、やはり

利用者の方々にご不便を与えるような場合については、３年ないし５年前には利用者の方々

に周知を行う必要があるということで認識はしております。 

  その辺を踏まえて実施計画を策定し、施設ごとの利用者の協議の場を持っていくというこ

とで、現在予定しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、部長が答弁していかれたとおり、施設利用者というか、集会所に

しても、体育館にしても、いろいろな部分がありますけれども、急遽言って、ことし、来年

という話ではなくて、やっぱり少なくてもこの施設は３年後とか５年後ぐらいにはこうした

いのですという、そのぐらいの期間があったほうが優しいかなと思います。そうなると基本

的に計画も早く進めるという格好になると思いますので、その辺のことをよろしくお願いし

たいと思います。 

  また、次に施設利用者や公営住宅等の入居者との話し合いが行われているのか伺いますと

いうことで質問しております。 

  今の話の中では、施設利用者と話をしていないというのはお話がありました。しかし、結

局、この意味合いは、例えば公営住宅等に入居されている方から、きのうも10番議員からい

ろいろ質問がありましたけれども、いろいろな苦情だとか、いろいろなことが出て、初めて

町側が動くというような格好なのか、それとも、計画的にですね。この施設はこうなってい

る、こうなっていると大体、担当の方はわかると思いますので、それは計画的に予算をつけ

てやっていくとか。また、最近、強く住民に言われるのは、例えば何か部屋の中でトラブル

が起きたと。トラブルが起きたときに、まず初めに、担当のほうはまず住んでいる人の責任

だということからスタートすると。住んでいる人がいろいろなことをやっているのではない

か、こうやっているのではないかということで、公営住宅に関係してね。住んでいる人にま

ず責任があって、でも、実は建物のどこかに不備があって公営住宅を利用している住民は余

り関係なかったみたいなことがあったりするのですが、その辺が、捉え方というかね。質問

からちょっとずれますけれども、町側はあくまでも、まず施設の大家さんなので、大家とし

ては、まず建物にもしかしてどこか不備はないのかなというような目線というか、そのよう

なスタートをしたほうが、後々、入居者とのコミュニケーションというか、ここら辺もうま

くいくのではないかと思いますけれども。その辺の考え方というか、町側のまず入居者に責

任ありというスタートをしていくのが、マニュアルにあるのかないのか、そういうのを

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 
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○建設課長（八反田 稔君） 町営住宅のご質問かと思います。 

  まず先に、この管理計画のほうをお話しさせていただきますと、町営住宅の管理計画につ

きましては、平成24年度に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、

平成25年から平成34年までの事業計画を立ててございます。 

  その中で、事業を執行したのは、清水団地の平家の住宅を昨年まで、平成27年度まででご

ざいますが、６戸解体してございますし、今後の計画といたしましては、平成31年から34年

度までに４棟16戸の解体を予定してございます。また、ほかに月浦団地と緑沢団地において

も、平成32年度から３カ年で３棟12戸を解体することにしてございます。 

  その中で、まず入居者の意向についてでございますが、この長寿命化策定時に、その入居

者の方々からアンケートをおとりしまして、それから、団地の管理人さんも出席していただ

いている中での町営住宅運営委員会というところでお諮りしまして、この計画を作成してい

るものでございます。 

  また、住民に対する説明ということもございますが、この計画はどちらかといいますと解

体工事が主な計画でございますので、当然、事業を実施する３年程度前には、入居者の皆さ

んに改めてお知らせをし、なおかつ、各戸の希望される住宅などをお聞きしまして、取り進

めていきたいと思います。 

  それから、もう一点が住んでいる方々に対するスタンスといいましょうか、町の考え方だ

と思いますが、どちらかというと、今、お話しのとおり受け身というか、何かがなければ、

うちらからは動かない状況でございましたけれども、昨日も一般質問で説明させていただい

たとおり、ちょっと苦情があるような、主に結露対策とか湿気の問題が多いものですから、

それはきのうも申し上げましたとおり、改めてこちらのほうから周知させていただきたいと

いうふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 公営住宅以外にも、やはり普通財産として貸し付けをしているよう

な施設もございますし、あるいは、その他にも公共施設はいろいろあるわけですが、頭から

入居者の責任ということには、もちろんならないわけですね。そこら辺は当然、状況を確認

して、そして、入居者とお話ししながら原因というのを判定するというようなことになると

思いますので、その点はご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 解体のスケジュール等とか、そういうのはお聞きして、大体そのとお

りだというものがあると思います。 

  また、入居者とか事業者とか、その場面というのは、結構使うほうはきちんと使ったつも

りでも、何かのトラブルが起きたときには、町側というか、担当のほうからいろいろ、使い

方が悪いんじゃないのというスタート側から始まるような場面が、過去にもそういう例もた

くさんありましたし、結果、調べていくと、そうではなかったというものもありましたし。
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だから、その辺が、利用していただいているという感覚なのか、利用させているという感覚

なのかの違いだという部分もありますので、その辺は、きちんとこれから対応していただき

たいと思います。この辺は、その担当のいろいろ、その人の性格もありますし、言葉の使い

方もありますので、そこそこ、いろいろとあると思いますけれども、それでなくても定住と

か移住とかと一生懸命頑張っているまちなので、せっかく住んでいる方に丁寧な、きちんと

対応をしていただければと思います。 

  次に、公共施設内にある学童保育の考え方等を伺いますということで、これはきのう、11

番議員から総合グラウンドというか、サッカー場のことから始まって、いろいろありまし

た。 

  私は逆の視点から考えて、新しい施設ができて、そこに皆さんが注目されて、すごく勢い

よく、いろいろな部分でそこのサッカー場を守り立てようというのは、それは確かに私も同

じですし、そうしたいと思っております。でも、既存でそこで使われている、例えば、今回

は交流センターということで、学童保育という言葉を使わせていただいておりますけれど

も、今、利用されている方がいるわけで、聞くところによると何か今、学童保育の子供が13

名ほどいるのかな。あと、先生方もいたりなんかしてということで、今はすごく穏便にとい

うか、静かに学童保育をされているというような格好を聞きますけれども、これが来年の４

月以降、サッカーをやる子供たちがわあわあ来て、例えば、そこの施設をどんどん使うよう

になってくると、入っている子供たち、また、その施設を利用している親たちも何か不安だ

という話もよく聞きます。 

  ここの辺のところを指定管理ということで、何か指定管理者を立ててということでやるみ

たいですが、この辺は管理するほうがきっちり采配を振るわないと、サッカー場だけでなく

て全体的なことも振るわないと、何かいろいろな問題がまた起きるのかなと。過去に同じ学

童保育の場面で、ほかのほうから利用者が来たときに何か結構トラブルがあったとか、大き

なトラブルではないけれども、ちょっと大変だったという話を聞いたこともありますし。そ

の辺の考え方というか、あそこの交流センターに関しての考え方というのはどうなのか、お

聞きしたいと思います。 

○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） 平成29年度から供用開始されます月浦運動公園にあわせまし

て、洞爺湖温泉小学校の地域連携施設においては、主にボランティア室で監督会議やトイレ

を使用されることと思われます。 

  現在、地域連携施設には学童保育が入っております。運動公園の供用開始後は、トイレに

つきましては共用となりますが、監督会議等の利用するスペースと児童保育室は区分されて

おりますので、施設内において大きな支障はないものと思っております。 

  今後につきましては、運動公園利用者がどの部分をどのように使用するかなど、具体な施

設利用について、関係部署に確認し、また、学童保育へ入会されている保護者に対しまして

は、運動公園完成後の地域連携施設利用のご理解と学童保育室の変わりない運用などについ
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て、しっかりと周知を図ってまいりたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） きちんと今までどおり使えればいいと思いますけれども、施設利用者

に対して、不安がないような格好も必要なのかなと思いますので、その辺のお話はしてあげ

たほうがいいのかなと思います。 

  その辺のことはいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 共用スペースがありますので、今後、利用状況を注意深く見

守ってまいります。また、何か支障が生じた場合につきましては、町長部局と協議をいたし

まして、早急に対応していきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのとおりやっていただきたいと思いますし、やっぱり、子供13名が

いて学童保育に行くということ、預かるということ自体が今まで、過去ずっとやってきたわ

けですけれども、新たな施設ができたから何か大変なことになってしまったということにな

らないように、努力していただきたいと思います。 

  また、かといって、サッカー場のほう、サッカーというか、総合グラウンドのほうの施設

利用者に対しても「あれ、やっちゃだめ」や「これ、やっちゃだめ」と言うのは、なかなか

厳しいと思いますので、その辺のころ合いというのは、やっぱり町もそうですが、その管理

される方、どなたになるかわからないですが、その方々の采配というか、それがすごく大事

になってくるのかなと思います。スポーツをやる子供たちですから、そんな変なことはなか

なかしないと思いますけれども、きちんと言うことは言って、指示徹底というかね。そうい

うことは、きちんとしていったほうがいいのかなと思いますので、とにかく問題ないように

運営していただきたいと思います。 

  次、行きます。２番目、中央通の交通安全対策についてということで、これは私、何回か

もう質問しております。 

  いよいよ今年度、中央通と眺湖通ですか。今年度中に全部開通するということなので、恐

らくこれが最後の質問なのかなと思いますけれども、質問させていただきます。 

  通告に書いているように、過去にも質問しましたが、信号や横断歩道等の設置状況を伺い

ますということで、これは中央通、眺湖通が開通すると、私の認識では２キロメートル弱、

1.5から1.6キロメートルなのかなと。東側から入って、また、眺湖通に抜けていく、また

は、札幌側の西側から入って壮瞥のほうに抜けていくという、要するにバイパス道路になる

わけですけれども、その中で、もともと白老とか、あちらのほうにあるようなバイパス道路

みたいに海のほうにね、端っこに持っていくとかというような道路ではないので、まちの真

ん中を走る道路なのです。 

  この中で、何か聞くところによると、今は30キロメートル制限だけれども、50キロメート

ルになるという話も聞きますし、そうなると、50キロメートルということは、皆さん、車を
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運転されている方はわかりますが、大体60キロメートルぐらいで走りますよね。下手をすれ

ば70キロメートル。また、その中で、あそこは、横断歩道は２カ所ありますけれども、信号

が残念ながらないということで、それも何か下の信号を中央通のほうに移設しましょうと

か、今までいろいろな会議をやって、いろいろな話し合いがいっぱい出てきていますけれど

も、何か一向に、何も進んでいないというような感覚でいるわけです。 

  その中で、現時点でどのようなことになっているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 中央通、眺湖通における信号機、横断歩道の設置状況でございま

す。 

  現在、工事が進められております道道眺湖通の町道洞爺湖温泉大通り線交差点の信号機及

び横断歩道につきましては、公安委員会におきまして、設置が決定され、北海道による中央

通工事の進捗状況を見ながら設置工事が進められるとのことでございます。 

  伊達警察署のほうに設置時期について確認いたしましたところ、一応まだ工事自体は発注

されておりませんけれども、12月から１月にかけての工事になる見込みとのことでございま

す。 

  なお、新交差点の信号機につきましては、大平堂商店前交差点の信号機を移設して設置す

るとのことでございます。 

  次に、眺湖通とともに要望活動を展開しております道道中央通の横断歩道及び信号機つき

横断歩道についてでございます。 

  公安委員会におきましては、信号機削減の方向性を持っていること、また、さらに交通

量、歩行者数など信号機等設置基準の関係から、平成28年度における予算措置につきまして

は、新設交差点のみとなっているということでございます。しかし、町としましては、中央

通の信号機及び横断歩道の整備は、住民はもとより、観光客など歩行者を交通事故から守る

手段であり、また、道道中央通、眺湖通全線開通後は、議員がおっしゃいますとおり、交通

量は間違いなく増加するものと考えております。大型トラックやトレーラーの速度抑制や騒

音、振動等の抑制を図る上で、最も必要かつ重要な信号機が、対策になるものと認識してお

ります。 

  これからも、議員を初め、町民の皆様の抱える不安や事故が起こってからでは遅いことを

関係機関に訴えるなど、町として粘り強く要望活動を展開し、一日も早い信号機、交通安全

施設の整備、実現に努めてまいりたいと思いますので、ご理解のほど、よろしくお願いいた

します。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ご理解のほどお願いしますというのは、やっぱりね。今まで話してき

た経緯の中で、やっぱりどう考えても誰が考えても危ないなというような感覚があります。

特に冬なんか、中央通、眺湖通が全面開通したときに、冬の除雪対応とか排雪対応などはど

うするのかなと、これは道がやることだから、聞きたいと町に言っても、なかなかお聞きは
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できないと思いますけれども、現状で言ったら、排雪はほとんどやっていないという状態で

すよね、毎年ね。本当に人が出てきて、昔、かまくらというね、雪を集めて、よく雪山をつ

くりましたけれども。そこに穴を掘ってかまくらをつくったことが、ここにいる人の年代

だったら、ほとんどやったことがあると思いますけれども、そういうような状態でずっとあ

るわけです。そこに、信号もなく、大型トラック等がどんどん走っていって、想像しただけ

でもおっかないなというような気がしますし。 

  また、何度も要望してきても、道のほうはというか、公安委員会はなかなかやってくれな

いのだというような話は何回も聞いておりますけれども、その中でも、そこに住民は住んで

いるわけですし、何としてもやっぱり何かの形というか、例えば速度制限を……済みませ

ん、速度制限のことについて、何キロメートルの予定なのか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 今、お聞きしている情報の中では、40キロメートルということで

聞いてございます。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 40キロメートルということで間違いないですか、予定ですか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 失礼しました。今のところ、まだ全線開通後になろうかと思いま

すので、この前、道警のほうとの打ち合わせの中では40キロメートルで考えているというこ

とでございました。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ここも、いっぱいいろいろな代表者が集まってきて、いろいろな会議

等をやっていたときも、やっぱり今までどおりにしてもらいたいとかという話も随分ありま

したけれども、40キロメートルにするということなのでしょうが、40キロメートルというこ

とは、大体50キロメートルから60キロメートルぐらいで走るのかなと思うのですけれども、

私もあそこのそばに住んでいて、本当に危ない目というか、見たこともありますし、自分も

そういうことになったこともあります。やっぱり、最近、とにかく三豊トンネル、清水トン

ネルができてから、本当に大型トラック、それも超大型トラックが走るわけです。あの車が

40キロメートル、50キロメートルで走っていたら、人が急に出てきて急ブレーキをかけて

も、それはどうなのかなというようなこともありますしね。見通しが余りよくないという

か、上から来る車も下から来る車も結構ありますので、その辺も、観光客も今、「わ」ナン

バーというのですね、レンタカーに乗っている方がたくさんいますし、何か非常に、想像し

ただけで危ないなというような気がしまして、こういう質問を何回もさせていただいている

のです。とにかく、常態的には、これからまた要望していくというようなことだと思います

けれども、本当に、残念なことが起きて初めて信号がつくみたいなことにならないように、

何とかしていただきたいなと思います。 
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  また、今回、これが全部通行可能になることによって、新設の部分には信号ができるとい

うことですか。信号のできる場所をちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 信号の場所ですけれども、今現在の眺湖通と洞爺湖登別線という

形になると思いますけれども、あと、そこから北海ホテル前の交差点に信号がつくという形

になります。（「１基ということですか」と発言する者あり） 

 十字路に対応して４方向になろうかと思います。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 要するに、札幌方向からすると西側の入り口に１カ所だけということ

ですか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 札幌方向から来た交差点１カ所という形になります。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） わかりました。それは新設の交差点ということですね。わかりまし

た。それがやっぱり真ん中にも必要だと思いますし、手押しも必要なのかなと思います。そ

の辺の要望というか、その辺はきっちりしていかなければだめだなと本当に思うのですけれ

ども、その辺のことは、町長も過去において、トラック協会も含めて、道のほうも含めて、

いろいろ陳情活動もされて、お話、お願い、要望活動もされておりましたが、町長も今と同

じような情報で聞いておりますか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 信号機設置については、私どものまちでいわゆる珍小島付近、ここで

１名のとうとい犠牲者、さらには、わかさいものお菓子屋さんの近所で、これまた痛ましい

事故が起き、ご高齢の方１名の犠牲者が出ているということがございます。 

  そんなことから、過去において、何回も伊達警察署あるいは北海道公安委員会のほうに要

望に出向き、その都度、道議会の議員の方にもご一緒に要望していただいたところがござい

ました。しかし、今、担当課長が話しましたとおり、公安委員会のほうとしては、新設の信

号機については、道内でも三、四カ所しかつかないような予算規模で、非常に大変なのだと

いうお話は聞いておりますけれども、私どもの地域は観光地でもある。観光客の皆さん、い

わゆる定住人口だけではなく、不在住人口、交流人口が非常に多いまちだと。さらには、そ

こに道路の改良、特にトンネルの新設によって大型車両が頻繁に通っている。ぜひ交通量調

査もしてほしい。あるいは、その実態を把握してほしいということで訴えてきたところでご

ざいます。そちらのほうにつきましては、今後とも伊達警察署あるいは公安委員会、そし

て、道議会の議員の方々にもお力添えをいただきながら、粘り強く要望してまいりたいとい

うふうに思っております。 

  特に今度は下のほうが完全なる町道になりまして、大型車両の通行も山側のほうになって

いくかなというふうに思いますので、そこら辺、下のほうの信号機を移設してでも上のほう
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に何とか信号機を設置してもらいたい。これは、かねてから要望しているものでございます

が、いよいよ本格的に中央通、眺湖通が開通する。間近に迫っておりますので、今年度も要

望に強く行く予定でございますけれども、何とかそれが実現できるよう、今後とも努力して

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） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのとおり、要望をしてもなかなか動いてくれないというのも確かに

あるのですけれども。本当に予算が足りないとかという部分で、前にも町長に私、お話しし

たことがありますけれども、もし予算が足りないのだったら、信号機を立てるのにどのぐら

いかかるのという話から、数百万だと言ったから、それだったら自分のところで出すから

やってというふうにならないのかというぐらいまで、お話ししたこともありました。それで

も公安としては、なかなか、よしとしないというような部分もありますから、なかなか本当

に厳しいということは、私も重々わかっていて、こういう質問をさせていただいていますけ

れども、やはり、状況を見ていると、どうしても危険だという、危ないというような感覚が

あります。もともと大きい通りがあって、その通りが道道になりますというのではなくて、

もともとまちの狭い道があったところを拡幅して、両側に住んでいる方がたくさんいらっ

しゃって、まして今、観光客、それも外国人の観光客が結構来て、レンタカーに乗りながら

も来るわけです。非常に危ないというか、普通のときでも、なかなかちょっと危ないなと思

うこともありますし、よそ見運転というか脇見運転というか、外国人の方なんかはよくやっ

ていらっしゃいますけれども、本当に危ないなと。それを例えば、大きいトラックが後ろか

ら行っていて、追突したらどうなるのかなとか、いろいろ考えたりもします。とにかく、外

国人の方がそこで何かあったといったら、世界的なニュースになる可能性だってありますか

ら、やっぱりそういうことを避けたいという思いで、質問を何度かさせていただいておりま

す。町長が今、言われたとおりに、きっちり、今の関係では要望活動とか陳情活動をするし

かないのかなと思いますけれども、しっかりやっていただきたいと思います。 

  次に（２）は、これに関連してですけれども、大型車両の通行による振動等の被害があ

り、改善すべきでないかというような質問であります。これは今の話と重複しますけれど

も、もともと家と家の間にあった道路ですから、あちこちマンホールとかがあって、そうい

うところが非常に大型トラックが走ると振動が物すごいと。ましてや夜中、夜遅くに走る車

なんかは結構スピードを出していかれるので、私が住んでいるところからでも、500メート

ルや600メートルぐらい先の振動の音まで聞こえるみたいなときもあります。その辺のこと

というのは、きちんと、少しでも改善するべきだと思いますけれども、その辺の考え方はい

かがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 大型車両の通行による振動等の被害を改善すべきではとのご質問

でございます。 

  過日、現地に赴きまして、走行車線の範囲に多くのマンホールが点在していることを確認
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してございます。 

  交通安全面からの振動等の改善方法でございますが、やはり議員がおっしゃるとおり、車

両スピードのダウンが最善の対策かと考えます。信号機によるスピード抑制しか方法はない

のかなと考えているところでございますが、前の質問と同じような答弁となり、大変恐縮で

ございますが、関係機関に対し、振動や衝撃による住民の不安や被害状況を強く訴えるな

ど、早期の信号機整備に向けた要望活動を今後も継続して行ってまいりたいと思います。 

  なお、技術的な面での改善対策につきましては、建設課長により答弁させていただきま

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） 私のほうから技術的な改善策といいましょうか、現況を報告さ

せていただきますと、中央通につきましては、完成してから、たしか平成20年の完成だと思

いますが、一定の期間が過ぎてございます。その中でやはり車道にある、今、ご指摘があり

ましたマンホール周りの舗装の破損や段差が見受けられる状況でございます。このことが振

動の騒音の一因となっていることも考えられますから、北海道へも舗装の補修の対応をお願

いしてまいりたいと思います。 

  また、そのほかに、町の占用物もございまして、水道の仕切り弁や下水道のマンホールに

つきましても、現況を確認しますと、やはり段差とか、それから、一部舗装の破損がござい

ましたので、定期的に、今回、補修をお願いしたところでございますけれども、今後も上下

水道課と一緒にパトロールなどを実施して、北海道と協議の上、舗装補修に努めてまいりた

いと思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、言われたとおりにきちんとやっていただければ、少しでも解消に

はなるのかなと思います。根本的な解消にはならないと思いますけれども、少しは解消にな

るのかなと思いますので、やっていただきたいと思います。 

  あと、もう一つ、冬、マンホールが熱を持っているから、雪が解けてしまうのですよね。

だから、根こそぎというか、きっちり除雪できていればいいのですが、ちょっと手抜きする

と５センチメートル、10センチメートルの段差ができて、そこに穴が、雪が解けてしまいま

すからね。温泉とかをとってとか、暖かいところがありますので。そういうこともあります

ので、ちょっと細かいことをお話ししますけれども、それも基本的にあそこは道道として通

過する一つのバイパスみたいになりますので、そのときには冬も大変なことになるのかなと

いうような気がします。その辺の対応もきっちりしていただきたいと思いますが、その辺の

関係はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 冬のマンホールと車道との段差の関係だと思います。 

  すぐにできるかどうかはお答えできないのですが、今、下水道のマンホールにつきまして
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は、断熱材を含んだようなマンホールのふたもございます。結局、下から上がっていく熱に

よって、下水道のマンホールの周りだけ雪が解けて、周りが積もっているという状況の段差

のことを懸念されているかと思いますので、その辺のこともできるかどうかも含めて今後、

検討させていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） どうにか少しでも安全で、振動とかがない、住民が少しでもちゃんと

住めるようなまちづくりというか、それが一番大事だと思いますので、ちょっと細かいこと

まで話をしましたけれども、よろしくお願いしたいと思います。必ず冬は来ますし、道路を

利用する車の数も必ずふえると思いますので、その辺のことをきっちりやっていただきたい

と思います。 

  次に、３番目の質問に移りたいと思います。 

  台風10号による大停電についてということで、件名として出しておりますけれども、今

回、町内で長時間停電により多くの被害が起きたと。北電等に町として強く要望することが

あると思われるが、町の考えはということで質問させていただきました。 

  今回の停電ですが、停電というのは自分のところが停電にならないと案外気にならないも

ので、しかし、自分のところが停電になると、こんなに気になるものはないというぐらい非

常に大変なことであります。 

  きのうもいろいろお話がありましたけれども、今は昭和の時代と違ってですね。昭和の停

電と違って、平成の停電は停電になった段階で家の中の機能がほとんどストップしてしまう

というような、例えば、トイレもできないとか、水があってもトイレが流れないとか出ない

とかという場面もありますし、今回は夏だったからよかったけれども、ストーブなんかも、

また、電話もそうです。要するに電気がなかったら本当に生活ができないというような時代

になりました。 

  その中で、大災害、今回は台風といえども、少しでもね。例えば、停電の戸数を減らすと

かという努力というのは、北電さんもやっていると思いますけれども、例えば、私のところ

も、個人的なことを言ってあれですが、私の地域に住んでいる方で、要するに11時間ぐらい

停電しました。夜から朝までかな、びっちりね。でも、すぐふっと隣を見ると電気がついて

いるのですよね。隣のうちはね。それが普通になっていて、何でこっちばっかりというふう

に一瞬思うわけです。しかし、北電さんの話をいろいろ聞いてみると、いろいろな回路が

あってというお話で、過去に聞いたときには、バイパスというのがあって、そのバイパスを

通すと停電されたところの隣近所であれば、すぐ電気が通りますみたいな話もあったのです

が、今回はそういうこともないし。 

  でも、ずっと、うちは停電、隣はついているというような状態が続くと何かどうなのかな

と。例えば、北電さんとどんなふうに話をして、どういうふうにしたらやってくれるのかな

と。ただ、こっちが、いつごろ電気がつきますかと聞いたら、北電ではわかりませんという

返答しか、直接かけると来ませんので。 
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  その辺は、町として少しでも、本当に一部地域というか、一帯が全部停電になったという

なら何となくわかるような気がするのですが、何か隣はついていてその隣はずっとつかない

みたいな場面が見受けられると、何か方策とかはないのかなと思いまして、こういう質問を

させていただいています。その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） まず、町としての北海道電力への要望でありますが、洞爺湖

町の災害対策本部は、８月30日午後８時35分に富岡・大原地区について停電が発生した一報

を確認してから、北海道電力に再三、再開の時間等の問い合わせをしたり、また、断線して

いる箇所を発見したときには場所等もお知らせし、少しでも早く通電していただけるように

要請してきたところでございます。 

  町としては、停電情報を防災無線でお知らせしたり、住民の方々に地域の停電の状況をお

聞きしながら、停電箇所の把握に努めてきたところでもございます。また、北海道電力には

再三再四、復旧状況と作業状況を確認するとともに、しつこく通電要請をしたところでもご

ざいます。 

  議員がお話しされたのは、バイパスバックアップのところのお話かと思います。電線が切

断されたときのバイパスのバックアップでございますが、北海道電力に確認したところによ

りますと、ほとんどの電線は、断線したときにその区間が遮断機により電気をとめて反対側

からループし、通電する仕組みとなっているようですが、今回は暴風による倒木でいろいろ

な箇所で電線が切断されており、復旧に時間がかかったとのことであります。また、少しで

も早く通電させようとしており、逆方向からの通電もできるように行ってきたところであり

ますが、各電線には、負荷容量がございまして、逆方向で送るときに、電力を多く使うピー

ク時には負荷がかかり過ぎるため通電ができなくなるというような状況であります。特に温

泉街、夕方にホテル、旅館等で電気の容量を多く使うときにやはり停電せざるを得ないとい

う状況になっております。こういう部分で、今回、温泉地区では10時間から11時間停電した

にもかかわらず、電気が通じた後、再度停電するなどの現象が起こったところでもございま

す。 

  また、要望のところでありますけれども、９月２日であります。北海道電力株式会社室蘭

支店副支店長、また、お客様センターのお二方が事故の状況説明と長時間停電に関し、謝罪

に来られましたが、町長からも、今回の停電により住民の方々が不安の中、長時間過ごした

こと、また、北電の対応をしっかりしてほしいということを要望したところでもございま

す。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 強く要望を町長がされたということで、結論的にお話しされましたけ

れども、今、答弁されている中で、ちょっと、うんと思ったのが、要するに容量がいっぱい

だから、バックアップというのですか、できなかったというようなことを今、言いました。
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でも、夜中もずっとだったのですが、要するに電気を余り使っていない時間帯もバックアッ

プできないということは、いつもできないということなのかな。そういうことに思うけれど

も、どうなのですか、その辺は。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 洞爺湖温泉の部分を例にとってお話しさせていただきます。

洞爺湖温泉につきましては、昭和新山のほう、壮瞥側から送電されている部分がございま

す。こちらのほうは、容量のいい、簡単に言いますと電線の太い電気が流れているところで

ございます。そして、反対側の月浦方面からも電線が通じてきているところがございます。 

  本来であれば、主要幹線の壮瞥側のほうの電線が切れた場合、そこを遮断して、バック

アップの電気が通じるように月浦側を送電することになるのですけれども、その月浦側も倒

木により電線が遮断されて通電しなくなったということになります。最後に、バックアップ

の部分が先に通電できるようになりまして、その後、本管と言ったらおかしいのですが、壮

瞥側のほうが最終的に通電できるようになったという、そのタイムの、時間の差によって、

ちょうど夕方に差しかかったときに月浦側から送っている電線では電圧の容量が足らなく

なって、とまったりとか、そういう部分がなっております。 

  また、温泉地区には３系統あるようでございまして、ずっと、24時間ついていたところも

あるという部分は確認しております。ただ、そこの部分で、１カ所だけの断線ではなく、倒

木が数カ所で起こって、やはり断線する場所が多くなって、復旧をする中で時間がかかった

というのが原因ということで確認はしております。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） わかりました。詳しく説明いただきましてありがとうございます。本

当に、ただ端的に質問をしたのは、何とかならないかという、本当にそういう気持ちです。

１時間でも２時間でも早く、通電できないのかとか、バックアップというのがあるのであれ

ば、できないのかというようなことで質問させていただきましたが、今回の災害というか台

風は、それだけ大変な災害を起こしたのだということを、別な認識でするわけですけれど

も。 

  今回、台風10号の被害状況ということで、いろいろな場面で、きょうもたまたま、いぶり

噴火湾の漁協のやつ、これが机の上にのっかっていましたけれども、こういう被害、こうい

うのは数字がばっと出ますけれども、停電被害というのは出てこないのですよね。実際、ホ

テル、旅館なんかもそうだし、例えば、私が知っているコンビニなんかも、数十万円から

100万円ぐらいの損害があったとか、いろいろなことがあるわけです。例えば、ちっちゃな

うちでも、冷蔵庫の中の物を投げちゃったとか、そういう部分の被害も入れると結構な金額

になる。それは、きっともって表面に出てこないと思いますけれども、それだけ停電するこ

とによって被害があちこちに及ぶのだということです。 

  2000年の噴火のときに、電気が全部とまって、例えば、何カ月も帰れなかったようなとこ

ろとか、１カ月、２カ月で戻ったところと、いろいろありましたけれども、そのときも全
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部、初めにやったことというのは冷蔵庫を捨てることから始まったのですよ、あのころね。

だから、それだけ電気が通らなくなるといろいろな被害があるということなので、何とか少

しでも早く通電してほしい。私は単純に、今回、質問したのは、隣のうちがついているの

に、うちはついていないみたいなところからスタートしているのですけれども、実際は、

今、聞くと、そういうことはなかなか難しいということがあるみたいですが、何とか、これ

が例えば、先ほどの話に戻りますが、夏だからこんな状態でよかったのかなと、これが冬

だったら、大変なことになるなというように思いますので。暖房も何もかも、全部電気がな

ければだめだという場面ですのでね。 

  これからは、やっぱり北電さんともいろいろと協議される中で、例えば、そのバックアッ

プする通電の線というか、それを少しでも太目にしてもらえないか、年次計画でいいからと

か、計画的でいいから少しでも太くしてくれませんかとか、そんな要望をしたほうがいいの

かなというふうに思うのですが、その辺の考え方はいかがですか。それで最後にしたいと思

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） 冬場の停電という部分では、やはり冷蔵庫だけではなく、寒

い中で過ごさないといけないという部分では、洞爺湖町の災害対策本部のほうでも、しっか

りと対応できるように、停電でやはり被害を受けるというのはありますので、対応はしてい

きたいと考えております。北海道電力においても、平成24年11月27日から鉄塔の倒壊によっ

て４日間、登別市内で停電したところでもございます。あそこの世帯は５万人ほどが影響を

受けたところですけれども、そういう部分も反省をとりながら、北電でもやはり送電の復旧

等をやっているところで、計画を立てているところであります。 

  洞爺湖町においては、北海道電力と年に数回、災害時の対応等、いろいろなことで協議等

を行っているところでありますが、今回の長時間停電につきましては、今後、復旧体制と課

題として、話し合いの場を設けていって解決策を求めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのとおりやっていただきたいと思いますし、この件については、町

長も要望したということなので、町長のほうから何か一言あれば、お答えいただきたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員がご指摘のとおり、今の時代、電気がなければということが

ございました。そんな関係から、一刻も早い、やはり通電をしてもらいたい。これはもう、

特に要望させてもらったわけでございますが、今回の暴風による災害、特に倒木。月浦のほ

うも、実は森林公園がありまして、森林の中に電線が走っている部分がございます。そこの

ところも倒木によって、相当電線がいかれたわけでございますけれども、すぐに仮復旧、仮

の電線を引いて通電していただいたというものもございます。しかし、いかんせん、やっぱ
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り北電さんが直接手を下すのではなく、委託業者に通電をお願いしているところがあったよ

うでございますが、管内全域において、そういう状態が続いたということから、私どもにも

電気工事屋さんは何軒かございますので、特に災害復旧の前には指定業者さんだとか、そん

なことを言っている状態ではなく、常に通電できるような体制をしいてもらいたい。これ

は、今後とも北電さんといろいろ話を持っていかなければならないなというふうにも思って

おりますが、特に電気の関係については、強く、また北電のほうに要望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） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 強く要望していただいて、少しでも被害のない、未然に防げる被害で

あれば、未然に防いでいただきたいと思います。 

  以上で、私の質問を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、９番、板垣議員の質問を終わります。 

  ここで11時5分まで休憩いたします。 

（午前１０時５４分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時０５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  次に、２番、越前谷議員の質問を許します。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ２番、越前谷でございます。 

  これから、通告順に一般質問させていただきます。 

  毎回、申し上げておりますが、一般質問というのは政策論争の場であり、機会でもあるわ

けでありますから、できるだけ大局的に質問させていただきますが、若干具体的な細部にわ

たっての質問もあろうかと思いますので、その点についてはご理解とご了承を賜りたいと思

うわけであります。 

  それでは、早速、通告に従いまして質問させていただきますが、質問に入る前に、今回の

台風10号で被災された方々に、心からお見舞いを申し上げたいと思うわけであります。 

  それでは、最初の安心、安全、快適な保育行政について伺いたいと思います。 

  通告は、保育環境の充実、保育所児童を災害から守るために、入江保育所、本町保育所の

統廃合を検討する時期に来ているのではないか、理事者の見解を伺うという通告をさせてい

ただきました。 

  入江保育所の建設年月日、本町保育所の建設年月日、あるいはまた、双方の児童数につい

て、まず伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 
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○管理課長（天野英樹君） まず、本町保育所の建設年月日でございますが、平成９年に建築

されてございまして、建設後19年を経過している状況でございます。それから、入江保育所

につきましては、昭和60年に建設されてございまして、建設後31年を経過している状況でご

ざいます。 

  それから、入所児童数でございますが、４月末現在でお答えします。本町保育所につきま

しては35名、入江保育所につきましては40名という状況になっているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、入江保育所の建設年月日は昭和60年と、31年経過しておるとい

うことであります。それから、本町保育所については、平成９年で19年経過しておるという

ことであります。 

  この本町保育所の建設は平成９年ということでございますが、この建設計画が出されたと

きには、栄保育所という保育所もございました。その栄保育所と本町保育所との統廃合はど

うなのだと、そういう質問をさせていただいた経緯を鮮明に覚えているわけでありますが、

この本町保育所というのは、当初、建設計画では２階建てということでございました。それ

というのも、周辺の土地利用を確保するのが大変難しいと、そういうことから、当初は２階

建てということで提案されたわけでありますけれども、それもいろいろ議会側との調整に

よって、今ある建設内容になったということであります。 

  そのときに、統廃合はいかがなものか、するべきではないのかということで質問させてい

ただいたときに、まだまだ児童数というのは、本町保育所は、今日では35名ということであ

りますけれども、もっとおりました。したがって、周辺の若い父母の方々から、本町保育所

を栄保育所と統廃合するのは時期尚早ではないか、そういう声が上がったのも事実でありま

す。 

  それから、統廃合ということで私も質問させていただいたのは、交通安全上も非常に環境

的に、場所的に、適地ではないのではないか、こういう質問もさせていただきました。 

  それから、その当時は、災害に対しての声というものを発信したわけであります。以前

に、記憶のある方があろうかと思いますけれども、チリ地震が発生したときに、１区、２区

も水浸しになったと、そういう地域であるだけに、その点も問題視しながら質問した経緯を

鮮明に覚えているわけでありますけれども、たった今、いろいろと経過を見ておると、やは

り児童というのは洞爺湖町の宝であります。洞爺湖町の宝であります。当然、統廃合をする

ということになれば、雇用の場の縮小にもなるわけでありますが、しかし、私は児童を快適

な場所で保育する、あるいはまた、安心、安全な場所で保育するというのが最優先でなけれ

ばならないと思っておるわけであります。 

  したがって、理事者にお伺いしたいわけでありますが、快適な保育環境というのは、どの

ような見解をお持ちでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 子供たちにとって、保育所がどのような形が一番望ましいかという
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話かと思ってございます。 

  昨今、さまざまな保育のニーズがございます。私どもも時間を延長して延長保育など、そ

れから、病児・病後保育等も考えなければいけないと思ってございます。 

  その中で、今、非常に要望が高いのが、ゼロ歳児保育というものでございます。ただい

ま、私どもでは、洞爺湖温泉にある桜ヶ丘保育所でゼロ歳児保育を実施してございますが、

実は、本町側の方々も、この要望が高くなってございます。そういう意味からいきますと、

現在、本町地区に二つの保育所がございますが、二つの保育所とも、そういうゼロ歳児を受

け入れるような施設とはなっていないという兆候がございます。 

  こういうことから、当町としましても、さまざまな保育に対応する施設整備等も進めてい

かなければならないなと思ってございます。 

  本当に議員がおっしゃられるように、まず子供たちにとって、安心、安全というのが、ま

ず最優先だろうと思ってございます。そういう意味からいきますと、先ほどお話に出ており

ました本町保育所、現在、津波のハザードマップの中では、津波避難区域内となってござい

まして、立地がちょうど海抜３メートルという状況でございます。道の津波避難の推測の中

では第１波、大きな地震が来て、津波が発生するとなったときの第１波が、79分後に来ると

いう状況になってございます。 

  そういうことから、本町保育所では、毎年何回か、避難訓練等もやってございます。そこ

では、大体25分ぐらいで高台のほうに避難できるという状況がございます。 

  ただし、昨今の災害状況を見ていますと、なかなか、そういう想定の中だけで済んでいる

という状況でもございませんので、やはりこれは、もっとしっかりとした対応をとっていく

べきだろうというふうには考えてございます。 

  それから、入江保育所でございますけれども、今、ご指摘がございましたが、非常に老朽

化が進んでございます。本当に今も、この間の台風でもかなり雨漏り等がございました。そ

れでなくても雨漏りしておりまして、今回も補正で若干直させていただきたいなと思ってご

ざいますけれども、本当に老朽化して、本当に子供たちにとって、これが快適なのだろうか

という部分もございますので、こういう部分をあわせて十分検討していきたいと考えている

ところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 教育長のほうから、現状の報告などもあったわけでありますけれど

も、今回、台風10号等々の台風によって、東北方面でも非常に甚大なる被害をこうむったわ

けであります。 

  そこで、きのうも大きな課題になっておったわけでありますけれども、市町村長の避難に

関する権限等ということで、きのう、企画防災課長が答弁をなさっておりました。その中

で、私は避難指示であるとか、あるいはまた、避難勧告は、災害対策基本法の中で対応する

ということになっているわけでありますが、避難準備情報、この避難準備情報の各自治体の

認識度のあらわれ方が懸念されたわけであります。 
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  岩手県の岩泉町の町長も、避難に対しては遅かったと反省しておると、こういうことも報

道されておりますと同時に、その施設が、避難準備情報とはどういうことなのかということ

が、認識度がなかったということが報道されておりました。これはやっぱり、重大な反省、

課題になるのではないのかなと思っております。 

  その辺の避難準備情報というのは、どういうものなのか、防災課長のほうから答弁をお願

いします。 

○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） 避難準備情報の内容でございます。 

  避難準備情報の発令という部分では、要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計

画された避難場所への避難行動を開始、避難支援者は支援行動を開始するということになっ

ています。また、今、お話しした方以外の方につきましては、家族等との連絡、非常用持ち

出し品の用意等、避難準備を開始するという部分が、避難準備情報の発令ということになっ

ております。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 全くそのとおりなのですね。平成17年の３月に避難勧告等の判断・

伝達マニュアル作成ガイドラインということから、避難準備情報という。それで、今、課長

のほうから答弁がありましたように、要援護者等、それから、特に避難行動に時間を要する

者と。 

  今回の質問の通告からいきまして、保育所施設というのは、この避難準備情報の該当施設

になるのでしょうか。その辺、伺っておきたいなと思います。 

○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） 保育所の部分に関しましては、やはりしっかりと自分で自覚

できない方々がいらっしゃる部分では、管理する方はいらっしゃいますけれども、その方々

は避難準備情報発令とともに避難していただく形になります。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） だと思うのですよ。それで、自分は先ほど教育長の答弁の中で気に

なった部分があるのですね。 

  例えば、地震が発生したら79分後に津波が来るのだと思うと。したがって、20分ぐらいで

避難できるという。これは非常に答弁としては大きな問題があると思いました。それという

のも、東日本の大震災のときに、地震発生から15分から20分と言ったら、もう津波が来てい

たのですよ。したがって、79分というのは恐らく大震災の津波を予想しながら、洞爺湖町に

到着するという、そのことを言っているのかなと思うのですが、実は、この周辺にも地震の

発生する箇所というのは何カ所もあるのですね。 

  だから、それでいきますと、そういう79分で到着するとか、20分で避難してしまうことが

できるという、そういう思いというのは、やはり大きく反省していただきたいなと思うので

すが、私の聞き間違いかもわかりませんので、もう一度、その辺、教育長の見解を伺ってお
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きたいなと。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 私が今、申し上げましたのは、北海道が発表した79分という第１波

の情報でございます。その後に、私、言ったと思うのですが、昨今の災害というのは、なか

なか、もう想定どおりにはいかないのだという話をしているつもりでございます。 

  そういうことを踏まえて対応していかなければならないという意味で、私は言ったつもり

でございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 大変、耳が遠いものですからね。大変失礼いたしました。 

  教育長、そういう思いで教育長という責務を果たすというのは、それはもう高く評価した

いし、ご立派だなと思っております。 

  今回、国のほうでも、今、第１回の専門調査会で、大きく提示論という点で議論されてお

るのですね。それも、実は避難準備情報、要介護者避難情報はどのように活用されていくべ

きかということで、非常に議論されておりますし、避難準備情報の自主避難の呼びかけ、法

律などで位置づけるべきかだとか、そういったことも、今、議論されているさなかですか

ら、当然、国の結論も指針も出てくるだろうと思います。ですから、その辺は、行政として

はどうなのだということは、今回は避けたいと思うのですが、理事者、自分が心配している

のは、そういう災害が発生するという予報、予想の中で、今回も10号の台風が北海道に接近

すると。したがって、洞爺湖町も速やかに自主避難を呼びかけた。今回の行政の取り組みと

いうのは、私は高く評価すべきですよ。住民の生命と財産を守るということで、いち早く自

主避難を呼びかけて対応した。あるいはまた、避難所も３カ所開設したということは、非常

に高く評価すべき点であるという思いを持っております。 

  しかしながら、こういう災害が発生するであろうという。そうすると、いち早く線路から

前浜、あるいはまた、37号線から前浜のほうが避難箇所に指定されると。その避難指示が指

定されるところに、先ほど申し上げましたが、要介護者であるとか保育所の児童も該当にな

るということでありますけれども、その箇所に保育所があるということは、行政として、真

剣に将来ビジョンというものを打ち出した中で、移設計画であるとか、あるいはまた、統廃

合計画であるとか、そういったことも出さなければならないと思うのですね。 

  私がここでもう一度伺っておきたいのは、先ほど、９番議員の方も質問されておりました

が、洞爺湖町の公共施設等総合管理計画ということで、もう一度、年度をお願いできます

か。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 一応、10年間ということで、平成28年度からの10年間という計画

の中で管理計画をつくるというスケジュールにはなっております。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 答弁がないと、議会報にも載せられないということもあるものです
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から、もう一度、その正式名をお願いできますか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） これにつきましては、洞爺湖町公共施設等総合管理計画というも

のでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。それで、この洞爺湖町の公共施設等総合管

理計画の中で、９番目に保育所ということがございます。この中身を見ると、一部の保育所

は建てかえを行うと。また、それ以外の施設は予防保全や修繕等の維持管理を行い、施設の

延命化を図るということでございます。 

  この管理計画からいけば、本町保育所というのは、修繕等をしながら延命化を図るという

ことですか。その辺、伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） この公共施設等総合管理計画につきましては、施設の老朽化等を主

眼に置いて進めているものでございます。災害等も今、そういう問題になってございますけ

れども、そこは、加味されていないという、私、認識でございまして、また、別問題から、

そこは課題として進めていくべきものなのか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） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） その管理計画の中では、本当に自分、耳が遠いので、修繕等を行う

というのが、今、もう出されておりますけれども、このうたわれておる一部の保育所は建て

かえを行うと。これは、どこの保育所を指しているのですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 一部の保育所ということは、今、計画を進めてございます洞爺地

区の洞爺保育所でございます。今、平成30年度に新築を予定しているということで、その一

部でございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、管理課長が答弁されたのは、自分も理解できますが、そうする

と、本町保育所であるとか、入江保育所、それ以外の洞爺湖温泉の保育所もございますけれ

ども、それは割愛して、本町保育所は、修繕等を行って、維持管理をしていくという、そう

いう行政の考え方ですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今現在、当面計画されていたのが、平成30年に洞爺地区にある保育所

を何とか統廃合の形で新築していきたいという考え方でございます。 

  先ほどからご論議していただいております、私どものまちには、まちづくり審議会なるも

の、そして、行財政推進審議会なるものもございまして、そちらのほうはそちらのほうで、

また別の角度からご審議をいただいているわけでございます。この質問の中でいきますと、



－101－ 

昨今のいわゆる津波あるいは高波、台風による高波災害等々で、私どものまちにも、今回、

台風10号による高波により、前浜にございました離岸堤10基、このうち、大方の離岸堤に何

らかの損傷がありまして、今、北海道のほうに大至急、これを整備してほしい、その整備も

今のままの整備ではなくて、さらに強固な形の離岸堤にしてほしい等々の要望をさせていた

だいております。 

  ただ、ここで、その保育所の問題でございますけれども、以前に旭町のほうにあった保育

所、そして、本町のほうに移転するという中で、２階あるいは平家、いろいろ以前の議会の

中でもご論議があったというお話を今、再度確認させていただいたわけでございますが、私

どもの、その本町保育所におきましては、国道37号から、ややもすると海側に近いところに

ございます。 

  今回のこういう台風災害、今現在、日本国内の台風の状況を見ていましても、北海道にや

やもすると近い台風が、ここ近年、また、これからも起き得るかもしれない。それらのこと

を総合勘案しますと、やはり今、この本町保育所をどうにか考えていかなければならないと

いうふうな思いでございまして、今回の台風10号の教訓はいろいろありますけれども、その

中でも大きな教訓の一つかなというふうに思っております。 

  そんな中、先ほど申し述べさせていただきました、まちづくり審議会あるいは行財政推進

審議会、そして、もちろん公共施設の今後のあり方等々もございますけれども、総合的に勘

案しながら、先ほど来、お話しいただいております入江保育所あるいは本町保育所、この両

保育所のあり方も含めて検討する時期に今、来ているなというふうな感をしておるところで

ございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 理事者が今、答弁された内容を聞いていると、最初を言えば、長々

と細かく質問しなかったのです。実は伺っておきたいのは、こういう、即、避難しなければ

ならない、そういう地域に保育所があると。そのことを来年あたり建設してほしいとか、あ

るいは２年後、早ければ早いほどいいですよ。しかし、そういう思いで私は質問しているわ

けではない。それというのも、やはり本町保育所を統廃合する、あるいはまた、移設するの

に当たっても、やっぱり住民の合意というのが必要でしょう。住民の合意。ということにな

ると、即、来年あたりやるというのは、理事者が来年やるのだということであればそれに越

したことはございませんけれども、やはり、そういうことを一つ一つ協議を深める。そして

クリアしながら、近い将来にわたって本町保育所と入江保育所の統合をするということが、

やはり先行して環境づくりを進めていかなければならないのではないかなと思っているので

すよ。 

  それというのも、入江保育所は入江保育所なりに課題があります。古いけれども、あそこ

は、あそこにまた増築するということはならない箇所であると。入江貝塚等々の関係で。だ

とすれば、やはり建てるにしても、どこへ建てるのかなという、その用地の選考にも、時間

もかかるかと思います。 
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  しかしながら、危険区域に本町保育所があるということを認識した中で、そういう、建設

されるまでには、どういうマニュアルの中で児童の生命を守るということを考えているの

か、その辺をちょっと伺っておきたい。それというのは、いろいろと避難訓練も行われてい

るでしょう。それで、本町保育所から、例えば、洞爺湖町役場等々に避難するということに

なると、当然、洞爺駅の階段なども上るということもあり得るでしょう。歩行ということに

なると。そうすると、時間的に何十分かかるのか。誘導時間。 

  その辺、訓練をしているだろうから、即、答弁できると思いますけれども、企画防災課

長、お願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 本年度、２回ほど実施してございます。５月24日、それから８月

２日、それぞれ避難訓練ということでしてございます。５月24日につきましては、９時30分

に地震発生、あったということで、それから準備をして、保育所から猪股理容所前信号、洞

爺駅、駅通路、役場という経路で、最終的に役場に着くということで、これは９時半から始

まって、ここに着くまでに25分ということでございます。それから、８月２日についても同

じ経路、１分違うだけで24分と。全体でということで、おおむね30分弱で役場まで着いてい

るという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。ありがとうございます。 

  先ほど、理事者の答弁でも触れておりますが、その辺は私も懸念していることでございま

すから、同感なのですね。それというのは、全体的な地球の海水温の上昇によって、いわゆ

る台風が発生する箇所も変わってきているという、気象庁あたりのコメントなどを聞いてい

ると、そういうことであります。例えば、海水温の上昇によって日本海あたりでもマイカが

とれたのが、とれなくなってきている。あるいはまた、サンマもとれているのも、とれなく

なってきている。とれる場所も変化してきていると。それから、沖縄あたりでは、サンゴの

白化現象が進んでいると。こういうこともマスコミ報道で明らかになっているわけでありま

して、今まで台風が四つ立て続けに北海道に上陸したということは、余り例がなかったので

はないか。したがって、そういう地球の温暖化等々によって、台風の発生する場所も変わっ

てきていると。それから、経路も変化してきているということを思えば、やはり、少なから

ず、台風の上陸が、来てほしくはないのですけれども、上陸がこの周辺にも考えられるとい

うことになると、いかにして児童の生命を守るかという、あるいはまた、住民の生命を守る

かという、そういう防災に力を入れていかなければならないだろうと思います。その辺の、

最後に理事者の見解をもう一度、伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 特に保育所に通う子供たち、先ほど議員にも洞爺湖町の大事な宝だと

申していただきました。私どももその認識では一致しているかなというふうにも思っており

ます。本当に、子供は大事な宝であるなというふうな思いでございまして、その中で、今、
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大きな災害が北海道のほうに来るやもという中で、現在の本町保育所のあり方、そして、老

朽化してきている入江保育所のあり方、これらについては、これからやはり検討していかな

ければならないだろうというふうな思いでございます。 

  ただ、今すぐそれができるのかということになりますと、いろいろな、やはりクリアしな

ければならない問題が発生してくるということが考えられます。財源の問題、あるいは用地

の問題、そして、何よりも保護者との話し合い、そういうものをクリアしていかなければ、

なかなか難しい問題であろうかなというふうに思っておりますが、なるべく速やかに、その

問題については、いろいろ提起をしながら、やはり安全対策を講じてまいりたいなというふ

うにも思っております。 

  ただ、今、計画されております、平成30年の洞爺地区の保育所移転でございますが、これ

はかねてから地域の皆様方にいろいろご意見を賜りまして、用地もある程度確保し、その中

で事業を展開しようとしているものでございます。今、もう既にいろいろなご意見を伺いな

がら調整をしているところでありまして、平成30年度完成に向けて準備を進めているところ

でございます。 

  また、子供の命を守るという観点から、いわゆる防災計画の中にも、それはしっかり埋め

込んでいるつもりでございますが、日中、保育所を開設しているときには、町の職員にそれ

ぞれ見守っていただいておりますので、今、管理課長からお話がありましたとおり、遅くて

も30分以内には、この高台のほうに避難していただく。しかし、残念ながら、これは夜です

とか、暗いとき、あるいは保護者のもとに子供たちがいるとき等々のことを勘案いたします

と、やはりこれは、保護者の方にも十分な呼びかけをしながら、いち早く避難ができるよう

な体制づくりといいましょうか、そういうものをしっかり、これからも構築してまいりたい

なというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、次に、時間の関係もございますから、２番目の地域で支

える子育て支援について、お伺いしたいなと思います。 

  要旨を読んでいると時間がかかりますので割愛させていただいて、日本の人口維持をする

ための出生率は約2.07％と。今、政府の当面の目標として掲げている出生率は何％かご存じ

でしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 政府といいますか、国では2040年、平成52年でございますけ

れども、今、議員がおっしゃいましたとおり、2.07でございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 質問が違ったのかもわかりませんけれども、政府の当面の、当面の

目標として掲げておる出生率は何％かということでございます。 

○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） たしか、当面の部分では1.8を目指すというふうに考えてい
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るはずです。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 全くそのとおりです。1.8％であります。（「1.82」と発言する者

あり） 

 1.82ですか。答弁者がたくさんいて、わからなくなるのですけれども。1.8％ということで

ございますが、遠く及ばないと。（「パーセントではないです」と発言する者あり） 

 だから、パーセントと言っていますよ。だから、洞爺湖町の出生率は、それでは、現在何％

ですか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 洞爺湖町は1.25でございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、日本の人口を維持するためには、2.07％、それから、政府の当

面の目標として掲げているのは1.8％、そして洞爺湖町の出生率は1.25ということでござい

まして、年々、この出生率も、今回の広報を見てもおわかりかと思うのですが、亡くなられ

た方は17名ほど出ていたでしょうか。そして、生まれたのは１人と、載っていたのは。そう

いう、この少子化がどんどん、どんどん進んでいるわけであります。 

  しかしながら、子供さん方の少子化対策というのは、私は将来への投資であることには間

違いないだろうと思うのですね。将来の投資であることは間違いないと。この子供さん方が

どんどん、どんどん少なくなると、私のような特に高齢者というのは、路頭に迷うことにな

るわけでありまして、したがって、逼迫する財政の中にあっても、予算全体を見直して、財

源を確保することが私は筋ではないかなと思うわけであります。 

  昨今の少子化の背景にあるのは、少子化になる社会構造の中で一番問題となるのは雇用不

安であります。雇用不安によって、少子化から脱却できないという若い奥さん方の声である

わけであります。 

  洞爺湖町も当然なことに、毎回申し上げておりますように、この雇用問題を解消していか

なければ、なかなか移住にも定住にも、若い方に結びついてこない、そういう声が聞こえて

くるわけでありますが、それは当然なことであります。いかにして、私は、子供さん方を連

携、協働等々によって支えていくかという、そのことを今、むしろ重要視しているわけであ

ります。 

  そこで、理事者、私は行政側にそこそこ伺ってみると、そういう声は聞こえてきていない

ということなのですが、地域の中を歩いてみると、こういう残念な声が聞こえるのですよ。

虻田小学校の運動会の早朝に上げる花火が非常にうるさいと。それから、虻田小学校の運動

会の音量もうるさいとか。それから、和太鼓の練習がうるさいとか。極めて残念な声なので

すね。それで、こういった声が虻田小学校の方に届いているのかということを伺ってみる

と、届いていないと。 

  一方、入江地区の小公園がある周辺では、最近、保育所の子供たちもここに来なくなった
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ね、子供のはしゃぐ声やら泣き声が聞こえなくなった、残念でならない、寂しい、そういう

声も聞こえてくるわけであります。 

  私はこの入江地区の小公園周辺の住民の声というのは、まさに地域住民の声でなければな

らないなと思っているのですよ。虻田小学校の運動会の音が聞こえる。極めて残念でならな

い。そういう声は、私は二、三回聞いたことがあるのですけれども。自分の作り話ではござ

いません。私もしたがって、運動会の日に歩いてみました。音楽も聞こえている、聞こえて

いないこともございましたので、教育委員会の担当者に伺ってみると、かけておったから、

そういうことではないですよという声を聞いて安心したのですけれども。 

  しっかりと地域というのは、こういう子育てに対して支援を強化していく。地域で支え

合って、子供たちを支えていくというのが、私は重要でないのかなと思っております。 

  この間、残念なことが報道されました。猫の頭部がグラウンドで見つかった。これは驚き

ました。昨今、総務常任委員会の中で天野管理課長から伺って、理解をしておるわけであり

ますけれども、その後の、頭部の発見によって新たな動きというのはあったのでしょうか。

簡潔にお願いしたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） さきの総務常任委員会でご報告した以後の動きは、警察のほうか

らは特に変わったということでは聞いてございません。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。いろいろ同僚議員から助言とか声をいただいていま

すが、こういう警察が懸念しておるのは、頭部等が発見されたとか、そういう死体が発見さ

れたということは、大きな人的な犯罪に結びついていくのではないのかということで、警察

も心配しておるようでありますけれども、やはりそういったことのないように地域がしっか

りと防犯に対しても目を向けていかなければならないだろうと思います。 

  したがって、ここで時間の関係もありますから割愛しながら、簡潔に伺っておきたいの

は、今、子ども110番の家というのは、登録件数は何カ所でしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 子ども110番の家の登録件数でございますが、現在140件でござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） この140件というのは2015年の９月に私が質問したときに、この件

数であったのですよ。それで、協力してくださっておる方々をもう一回見直ししながら協力

していただくと、こういう答弁をなされたのはどなたかわかっておりますけれどもね。こう

いうことであったのですが、再度検証する時期に来ているという認識をしていますという答

弁もされておりました。 

  その後、そういう質問をしたのに、こういう子ども110番の家の見直し等々は行われてい

なかったということですか。 
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○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 平成27年度におきまして、見直しを行いました。ちょっと出入り

の関係があるのですが、昨年、新規が２件、あと高齢化等によって辞退したいという部分も

多少あったかと思いますが、それを含めまして、ちょっと出入りがあっての140件というこ

とでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。それでは、そういうことで、防犯のほうに入らせて

いただきますけれども、私は、いろいろな隣接のイベント等々もできるだけ機会があったら

出向いていっているのですよ。それというのも、余り今までイベントなどに参画するという

機会が少なかったので、そういうことを今、ここ何年か続けているのですけれども、他町村

では、イベントなどを開催すると、防犯という腕章をはめて、いろいろな方々が地域を巡回

しておる。 

  ところが、私は今回、開湯100年という花火大会もありまして、温泉の主会場周辺を見て

歩きましたが、防犯という腕章をはめて巡回しておるという姿が見当たらなかった。実際に

行われていたのかもわかりませんけれども、防犯という腕章をはめて巡回して歩くことに

よって、犯罪の抑止力になる気がするのですよ。したがって、私は、そういう地域でなけれ

ばならない、洞爺湖町というのは防犯に対してもしっかりと力を入れているまちですよと。

そういうアピールの大きな手段にもなり得るという気がしてなりませんし、来ている方々の

犯罪を未然に防ぐという防犯力の強化にもなると思いますので、いろいろな洞爺湖町のイベ

ントの中で、そういう防犯対策の一環として、どういう巡回体制を構築しているのか伺って

おきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 洞爺湖町における防犯対策、パトロール等でございますけれど

も、今現在、お祭りですとか、各種イベント等、夏休み、冬休み等における子供たちの事故

防止、犯罪予防等に対しまして、防犯協会の協力、また、教育委員会、また、各学校等の先

生方、あとＰＴＡ連合会等とも協力いたしながら、防犯パトロールを実施している状況にご

ざいますが、これからまた、防犯協会等とも協議をしながら、ちょっと腕章等は用意してい

ない部分もございますので、その辺を目に見えるような形に改めていくことも必要かなとい

うことで考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ちょっとコマーシャルさせていただきます。 

  今晩、開湯100年の５連発花火大会がありますね。私も行こうと思っています。そのとき

に、やはり、冒頭申し上げたように、防犯という腕章が何個かあるだろうと思うのですよ。

何個ではまずいですよ。その腕章をはめて、きょうイベント会場をパトロールする、そうい

う取り組みはできないですか。そのことによってですね。今は視聴覚時代であります。目に

とまることによって、いろいろとその地域のまちづくりの根幹というものがわかってくるわ



－107－ 

けでありますから。きょうあたり、防犯という腕章をはめて巡回している、パトロールして

いる方々が数多く見られるように期待するわけでありますけれども、その辺のきょうの取り

組みはいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 防犯協会等とも協力いただきながら、できるだけ実施してまいり

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 協力いただいて実施するということは、まだまだ軌道に乗っていな

いという。やはり、住民の方々も含めて、あるいは関係団体等も含めて巡回するという、そ

ういうスタンスでなければならないですよ。 

  防犯協会とご相談しながらということは、これはやっぱり課長ね。もっとやっぱり、防犯

力を高めていくためには、大きな判断材料ですよ。そういうまちにしていかなければならな

い。子供たちをしっかりと、あるいはまた、住民の方々もしっかりと、観光客の方々にも

しっかりと、洞爺湖町というのは防犯に力を入れているまちだよ、そういう骨格のあるまち

だよということが大きなインパクトになって、やっぱり洞爺湖温泉にも観光客が来ていただ

ける大きな要因でありますから。 

  そのことを期待して、次に入らせていただきますが、今…… 

○議長（佐々木良一君） 次に移りますか。 

○２番（越前谷邦夫君） はい。 

○議長（佐々木良一君） それでは、次に入るのであれば、ここで昼食休憩をとりたいと思い

ますが、よろしいですか。 

  それでは、午後１時から越前谷議員の質問を再開いたしたいと思います。 

  ここで休憩に入ります。 

（午前１１時５７分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 質問に入る前に、訂正方、お願いいたします。 

  何せ頭も悪いし、耳も聞こえない。したがって、出生率と申し上げたので「％」で言った

ようでありまして、「人」でありますから、そういうことで訂正方、お願い申し上げたいな

と思います。 

  それでは、次の質問に入らせていただきますが、実は今、全国的に子ども食堂というのが

はやってまいりました。健康福祉課長にお伺いいたしますが、この子ども食堂、あるいはま
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た、フードバンクについて、簡単で結構ですからご答弁お願いします。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 子ども食堂についてお答えさせていただきます。 

  近年、さまざまな困難や課題を抱える子供たちが、地域とのつながりを持ち、安心して暮

らすことができるよう、食事の提供、いわゆる子ども食堂などを行って、地域での子供の居

場所づくりが進められているところでございます。 

  子ども食堂の全国的な取り組みにつきましては、多くの都道府県で広がりを見せておりま

すが、道内では、平成27年度末現在、都市部を中心におおよそ20のＮＰＯや民間団体が既に

子ども食堂を実施されており、さらに、北海道においては、平成29年度までに14振興局内に

各１カ所ずつ、モデル事業というような形で子ども食堂を設置する予定ということでお伺い

しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。子ども食堂というのは、全国で319カ所ご

ざいます。北海道では、今、健康福祉課長が申し上げているように14の開設を見ておるよう

であります。 

  昨今の新聞の中で、室蘭市の社会福祉協議会がこの子ども食堂とフードバンク導入の検討

に入ったということが、マスコミで報道されておるわけであります。 

  この子ども食堂というのは、まさに貧困の子供たちに対しても食事を提供して満足を得ら

れるような、そういう環境を整えるためでございます。ご承知のとおり、子供６人に１人が

貧困という、そういう直面をしておるわけであります。洞爺湖町については、そういう貧困

に当たる児童というのはいらっしゃるのでしょうか。伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 当町では、本年６月及び７月にかけまして、ゼロ歳から15歳

の子供を持つ保護者の皆様にアンケート調査をいたしました。今現在、集計作業等、それか

ら、分析等を行っている段階ではございますけれども、子供の貧困というものは、各家庭に

おいて、さまざまなケース、理由等によって生じているというものがございます。ですか

ら、一概に、子供の貧困ということを、例えば、経済的な理由だけに限るというわけでもな

く、先ほど申しましたとおり、いろいろなケースが各家庭によって考えられておりますこと

から、今の段階で、まだ集計作業が全て終わっている段階ではございませんけれども、現段

階では、今の洞爺湖町として、子供の本当に手を差し伸べなければならない貧困だというよ

うな家庭について、具体的なものについては、まだ詳細が出ていないというような状況でご

ざいます。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） この貧困というのは、2013年に法律が制定されたわけであります。

これは、ご承知のとおり、子供貧困対策法ということで、その中から、昨今では、先ほど申

し上げましたように、全国的に、子ども食堂というのが地域の子供たちを支える一環とし
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て、非常にふえてきているということでございます。 

  私はこの場で、子ども食堂を開設してはどうかという質問は、今回はいたしません。ただ

し、そういう子供さん方に対しても、あるいはまた、子供さん以外の人に対しても、いかに

地域が連携、協働を図りながら、支え合っていく社会というものを建立していくか、そうい

う環境づくりに邁進していただきたい、そういう思いで質問させていただいておるわけでご

ざいます。 

  全国的に子ども食堂などが開設されているのは、社会保障の一環として、新たな芽として

注目されておるのが、この子ども食堂であるわけであります。こういう内容を聞いて、理事

者はどのような見解をお持ちか、伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 我が国は、戦後、いわゆる経済大国ということになったわけでござい

ますけれども、今現在も、ややもすると経済重視の政策がとられていたかなというふうに

思っております。 

  そんな中で、今、少子化対策、これが本当に急務ということが言われているところでござ

いますけれども、やはり国を挙げて、しっかりした少子化対策を、これからしっかり組んで

いかなければならないのかなというふうにも思っているところでございます。 

  それがためにも、末端自治体におきましては、限られた財源の中でどういうことができる

のか、私どものまちも今、福祉に係る経費がややもすると本当に増大している現状がござい

ます。そんな中で、やはり先ほども出ておりました、子供は地域の宝、あるいは、子供は大

事に育てていかなければならない、これは誰しもが思うところでございますが、私どものま

ちも出生率が非常に落ち込んでいるということに鑑みまして、これからやはり、子供対策に

ついては、しっかりした対策を講じ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。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、時間の関係上、今、質問した内容については、また12月

議会、３月議会もございますから、そのときに質問させていただきますが、次の月浦地区の

リゾート開発についてお伺いしたいと思うわけであります。 

  2016年の８月の５日に某新聞で報道されたのは通告内容でございます。この洞爺湖に高級

リゾート、100億円投資と。2018年に一部開業、2019年には全面オープンを目指すと、そう

いうことであります。場所は、洞爺湖温泉から３キロメートル離れた月浦の約７万7,000平

方メートルを買い取ったということも、新聞報道されたわけであります。 

  この新聞を見て、理事者の見解を伺っておきたいなと思います。できるだけ簡潔にお願い

いたします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 正直申しまして、８月５日でしたか、新聞報道がありましたけれど

も、私どもも全く聞いていない話でございまして、寝耳に水といいましょうか、全く状況が
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つかめていない中での報道発表でございました。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、日本の国に外国人の方々が来ている人数は、どなたかご存じで

しょうか。お願いいたします。 

  2015年の外国人の来国は1,973万人であります。その中で、北海道には208万人と。前年対

比からいけば、54万人増になっております。 

  その中で、内訳を申し上げておきますが、北海道に来た中国人は約55万4,000人だそうで

あります。それから、台湾人が54万7,000人、韓国人が29万2,000人と。前年対比からいけ

ば、中国人が60％も増になっているというのが実態であるわけであります。 

  私が今回のこの新聞を見て懸念しておるのは、ニセコ周辺の乱開発状況。あの状況を見た

中で、本当に、この洞爺湖町の月浦地区７万7,000平方メートルを購入して、ホテルを建て

ると、500室、約1,500人収容、本当に、この開発が目的に合った開発のための購入であるの

かなということは、非常に懸念している一人であります。 

  ニセコ方面では、購入いたしまして、乱開発をして、そのままどろんという、消えてし

まっているという。ああいう状況を見ると、私は非常に懸念、危惧をしておる一人であるわ

けでございます。 

  2015年の２月議会におきまして、月浦地区は景勝地であると。中でも、月浦自然公園は動

植物の生態系の豊富なところであるだけに、自然環境を守りながら、まちづくりの核にして

いかなければならない地域であると、そういう質問をさせていただきました。 

  そういたしますと、理事者の答弁は、自然保護の意識を高め、残された自然を保存、活用

することが月浦振興計画の最重要課題だと考えておりますと、そういう答弁をなされまし

た。 

  したがって、理事者の基本姿勢といいましょうか、基本理念からいけば、こういう月浦に

巨大なホテルができることが、洞爺湖観光にとっても、あるいはまた、現在の経営者、事業

所にとってもプラスになるのか、ならないのかということを、理事者はどのような見解を持

つか、伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、開発行為をしようとしている地区でございますけれども、ご承知

のとおり、旧ポロモイのあった地域でございます。新聞報道以降、私ども、情報がさっぱり

わからないということから、まずは情報収集をしようということで、この新聞１面に載りま

した中国の永同昌集団というグループ会社、こちらのほうの共同開発者でございます、札幌

市内の貿易・飲食業を展開しております富威株式会社の社長さんのほうに連絡をいたしまし

て、とりあえず、きちんとした説明をしてほしいということで、新聞報道の後、８月５日の

報道でございましたけれども、８月の９日の日に、この札幌の社長さんの訪問を受けている

ところでございます。 

  そんな中で、私どももお話をさせていただいたのは、この今、お買い求めになった地域に
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つきましては、７万7,000平方メートルございますが、一部保安林がある地域であると。そ

れから、森林法の網のかかっている、一部でございますけれども、地域である。それから、

国立公園地内であることから、自然保護法の規制のある地域でもある。さらには、何か開発

しようとするときには、特定開発行為の地域にも該当する等々のご説明をさせていただきま

した。 

  その社長さんにお聞きしたところが、社長さん自体もよく状況を把握していないというこ

とでございましたけれども、オーナーがそういうことを実施したい、この洞爺湖周辺は非常

に景観にすぐれているということから何かの事業を展開したいということで、そういう思い

でお話をしたのだけれどもというお話をお聞きいたしました。 

  ただ、先ほど議員がおっしゃられたとおり、近日中に、その工事を実施し、あるいは大規

模な開発行為をしたいというお話もあったようでございますが、先ほど申しました保安林、

あるいは森林法、あるいは国立公園の自然保護法の規制、そして、開発するには相当の計画

性が必要だということもお話しさせていただいた中で、何はともあれ、まずは、その条件を

クリアできるようなものを検討していきたいと。青写真をこれからつくっていきたいという

お話でございました。 

  そのときにつけ加えさせていただいたのは、洞爺湖温泉街がある。そして、月浦地区、洞

爺地区がある。自然豊かなところで、倶知安のひらふ近辺で行われております、いわゆるリ

ゾート開発のような開発行為は、私どもは正直言って望んでいないところだ。しかし、洞爺

湖温泉観光協会あるいは周辺の方々と連携し、この地域を盛り上げていただけるのであれ

ば、ある意味、今の規制等の関係でも、協力できるところは協力してまいりたいというお話

もさせていただきました。 

  ただ、この地区は、残念ながら自然保護法の中で、洞爺湖温泉街は国立公園法の中の特区

に指定されておりますが、ここは特区の指定を受けておりません。恐らく１軒だけでは特区

の指定は受けられないというふうに思いますが、建物の高さが13メートル以上のものはつく

れないという制限がございます。そういうお話もさせていただいて、今、これから詳細な計

画づくりに入るということで聞いておりまして、その計画ができましたら、また町のほうと

ご協議をさせていただきたいというふうな、今現在の状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今の理事者の答弁を伺って、そうすると、理事者、どうなのでしょ

う。計画どおりに進捗していると、そういう現時点にあるのでしょうか。 

  それとあわせて、先ほどから理事者も自然公園法の枠内であるとか、そういう法律の規制

があるからということも触れておりますけれども、私は議員になってからも、なる前も、洞

爺湖温泉の実態を見て、不安を感じて、議員になってから、数多く質問させていただきまし

たけれども、幾ら自然公園法の中だから、法律の枠がかかっているから大丈夫だと、そうい

う思いを持つ人が多いかと思うのですが、場合によっては、政治介入によって変化が起こ

る。あるいは、変化が起こるおそれがある。そう思っているのですよ。幾ら枠がかかってい
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ても、政治家介入等々によって、現在の洞爺湖温泉だって、でき上がっていっているわけで

すから。建立されているわけですから。そのことをやはり、懸念、危惧せざるを得ないなと

思っております。 

  それと、やはり今、ここで理事者の答弁も聞きながら、もう一度、理事者の見解を伺って

おきたいのは、当然、理事者もご承知かと思いますけれども、その地域を規制するというこ

とを一つの例を取り上げて申し上げますが、日本国憲法よりも、北海道の条例よりも、その

地元の自治体の条例というのが、一番効力が発揮できるということであります。これは、間

違っているなと思ったら、皆さん、調べてみてください。 

  したがって、今、ここで理事者の見解を求めたいのは、私は15年ほど前も、洞爺地区を一

つの例を取り上げて、景観条例の制定を求めました。そのときの答弁というのは、北海道の

景観条例が始動したばかりなので、動向を見た上で、今後、考えていきたいと、そういう答

弁を５年前になさっておるわけであります。 

  私は、理事者の思いと全く同じであるのではないかなという思いを持っておりますけれど

も、少なからずや、これからの洞爺湖観光を考えたり、あるいはまた、月浦地区というもの

を考えて、これから洞爺町のまちづくりの大きな核になる地域だけに懸念をしておるわけで

あります。したがって、洞爺湖観光というのは、湖があり、中島があり、羊蹄山があり、何

といっても眺望のすばらしさだろうと思うのです。その眺望のすばらしさが、乱開発によっ

て自然が失われるようなことが絶対あってはならない。 

  これからの洞爺湖町の未来志向というものを考えたならば、しっかりと自然環境を守りな

がら、まちづくりを進めていく。場合によっては、近い将来、自然を守るための条例化を図

るという、そういう思いを持った行政運営になっていただければなと思うのですが、理事者

の見解を伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 法律上の問題になりますと、上位法令の中で、国の法律あるいは道の

条例、そして、それを補うものとして町の条例等がございます。 

  まずは、町の今までとり行ってきた関係でございますけれども、特に洞爺地区におきまし

ては、合併後、ある意味、開発が何でもオーケーという部分があったように記憶しておりま

すが、そんな中、準都市計画の区域設定をさせていただいたところでございます。むやみな

乱開発を避けるために、そういうふうな条例を町として制定させていただいたわけでござい

ます。 

  さらには、洞爺地区の水資源をしっかり守っていこうということで、大原地区の水源周辺

に約207ヘクタールの水資源保全地域の指定を道のほうに何とかしてくださいということで

ご提案させていただきまして、平成26年４月１日から、この207ヘクタールを水資源保全地

域として保全させていただいたところでございます。 

  この両地域ともに、やはり開発に当たりましては、町のそれぞれの関係するものをしっか

りクリアしていかなければならないということでございます。 
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  また、ご承知のとおり、洞爺湖周辺は国立公園地内に入っている自然保護法、この法律は

都市計画法よりもさらに網のきつい法律となっております。また、洞爺湖の水源に関して

も、ある程度のいわゆる条例等々で守られているかなというふうにも思っておりますが、い

わゆるこの洞爺湖周辺は、先ほど議員もおっしゃっていただきました、まずは、雄大な自然

景観がありまして、その中で、地元の豊富で安心、安全な食材が提供できる地域でもござい

ます。この地域をやはりしっかり、自然を生かした中で保全していかなければならないな、

これはやはり、末代までも、いわゆる引き継いでいかなければならない財産、資産であるな

というふうにも認識しているところでございます。 

  今回のお話につきましても、ある程度の制約の中で、恐らくは今、何らかの形、アクショ

ンが起きてくるかなとは思いますけれども、今、聞いている話では、あのお風呂と駐車場を

利用し、さらには、若干の開発行為のできる部分については開発したい。 

  ただ、その計画がまだ具体的に上がってきておりませんので、その計画が示された段階

で、また、いろいろご協議をさせていただきたいなというふうに思っているところでござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、理事者の答弁をいただきました。非常に残念だなと思ったの

は、２番目で、水資源のところで伺いたいなと思っていたのですが、町長が答弁をもうして

しまいました。 

  ２番目に、北海道の水資源保全に関する条例、基本指針についての認識、適正な土地利用

の確保に向けた取り組みの推進についてということで通告をさせていただきました。 

  この北海道の条例は、2012年にでき上がったものであります。2012年、平成24年でありま

す。この条例というのは、何といっても、最近、目的もない事業計画で水資源の周辺の土地

が売買されているという。そういう懸念の中から、北海道が条例化を図ったものでありま

す。 

  その中で、先ほど理事者も、もう答弁なさっておりますけれども、利用目的が明らかでな

い大規模な土地取引が認められ、また、行政の関与がないままに、水源周辺の民有地が売買

されていることについて、多くの市町村が懸念していることも明らかになっておるというこ

とであります。 

  こうした中から、水資源を保全するために、特に必要があると認められる区域を水資源保

全地域として指定し、適正な土地利用の確保に向けた取り組みを推進していくのだと。 

  洞爺湖町も、先ほど理事者が述べておりますように、大原地区の水資源が保全地域という

ことになりました。この辺で、西胆振でどの市町村も当てはまるのかなということで調べて

みたら、洞爺湖町と壮瞥町と伊達市なのですね。こういうところで、地域指定をしながら周

辺の乱開発防止にもつなげていこうとする、この水資源の保全条例であるわけであります。 

  私はここで、もう少し掘り下げて質問させていただきますが、これから水資源保全地域に

指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、３カ月前までに届け出が必要であるという
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ことが、条例化が図られているわけであります。 

  こういったことを考えると、洞爺湖町でも、今の理事者の答弁からいくと十分、法律もあ

るだけに対応できるということでございますけれども、私は果たしてそうなのかなと、正直

言って、子供のころから心配症なもので考えているのですよ。心配しているのですよ。 

  この辺の土地取引行為にある場合においての条例化を見て、町長は本当に周辺の自然環境

というものを守れるという確信があるだろうと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもも、近隣で乱開発等々の姿を見せていただいているものでござ

います。そんな関係で、先ほども申しましたとおり、この洞爺湖の自然環境、特にここは支

笏洞爺国立公園の一角でもございます。そんなことから、この自然を、先ほども申しました

とおり、次の世代、また、その次の世代、ずっと末代まで、いわゆるこの自然環境をきちん

と残していく。これが、今いる私どもの責務ではないかというふうに思っております。 

  ただ、開発するに当たりましては、その開発の途上の段階で、地域にやはり貢献できる、

地域とともに、この洞爺湖温泉あるいは、この洞爺湖周辺を引っ張っていけるというふうな

ものであれば、それは、ある意味、連携ができるのではないかなというふうに思っておりま

すが、今のところ、この会社から来ている情報では、まだ、その情報が少ないので、その中

でもまた判断し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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、理事者から答弁をいただいたわけでありますけれども、今まで

の観光開発というのは、ある程度ブルドーザー等々で土砂をならして物体をつくるというこ

とが開発行為として進められてきた。私は、これからの観光開発というのは、自然環境を守

るというのも開発行為だと思っています。それから、乱開発をされた、その地域をいかに緑

化の復元等々含めて、復活させるかというのも、これからの自然環境を守るための観光開発

であると、そういう認識を持っておるわけであります。 

  私は、先ほど申し上げました。理事者は日本の憲法に従って、自然公園法等々の枠もある

から心配なさそうな答弁をしておりますけれども、私は、ひねくれ人間かもわかりませんけ

れども、心配症かもわかりませんけれども、洞爺湖へ来たときに、なぎさもあった。それ

は、自然公園法がもう制定されてからのことですよ。なぎさもあった。景観もよかった。し

かしながら、現実態を見てください。洞爺湖温泉の前になぎさは消えてしまっている。法律

があったのですよ。あったにもかかわらず、都市に近い温泉場のようなものになってしまっ

た。 

  私は非常に洞爺湖観光というものを考えたならば、こういう開発というのを何が何でも抑

えるという、そういう手段、手法を、私はその自治体が持つべきだと思っています。憲法が

あるから、道条例があるからそれでいいのだということではなく、むしろ、地元にそれを抑

えることのできる、例えば条例があるとするならば、もっと、その条例化を強化するとい

う、そのことによって、これからの洞爺湖観光というものも躍進できる大きな一助になるの
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ではないでしょうか。 

  その辺について、理事者の再度見解を伺って、質問を終わらせていただきたいなと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほども申しましたけれども、洞爺地区におきましては、今までな

かった準都市計画の網をかけていただいて、そして、その自然豊かな地域を守っていこうと

いう考え方、これは私ども、皆さん同じ考え方であるというふうに思っております。 

  ただ、昔は、洞爺湖温泉地区のほうにも、確かに自然なぎさはありました。しかし、昭和

52年の有珠山噴火災害以降、いわゆるその堆積した堆積物をどこに置くか。置き場所等々

で、それは議会でも皆さんとご論議をしていただいて、そして、最終的には遊歩道を設置し

よう、あるいは有珠山噴火記念公園を設置しようというところで、逆に、町のほう、洞爺湖

町のほうから国に対して埋め立てをさせてください、あるいは噴火記念公園をつくらせてく

ださいと、まちから国に対してお願いし、そして遊歩道を整備させていただいたところでご

ざいます。 

  おかげさまで、その遊歩道の中には、下水道管、あるいは、いろいろな地下埋設管を入れ

させていただいて、今は洞爺湖温泉の観光の一助になっているかなというふうにも、私も

思っているところでございます。それは、その時代時代の中で、やむを得ず、最良の手段で

やった行為だったのだろうと、私は今でもそういうふうに思っている一人でございます。し

かし、とはいえ、この洞爺湖周辺の自然環境。これはしっかり、やっぱり守っていかなけれ

ばならないなというふうにも思っております。 

  これは、ちょっとそこからは的が外れているかもしれませんが、この洞爺湖周辺地域は、

やはり、ちょっとしたのり、ちょっとしたというよりも、かなり急なのりが、そこらそこら

にございます。そういうところは、しっかり整備していかなければならないかなというふう

にも思っておりますが、1999年には、残念ながら地すべりが起きまして、洞爺湖温泉にある

お墓が湖のほうまで流され出てしまった。今、その後は、治山治水工事をやっていただい

て、また、しっかりしたお墓になっているわけでございますが、この今の７万7,000平方メ

ートルの地区におきましても、地すべりが若干あった地域でもございます。 

  そんなことから、保安林の指定になっているわけでございまして、ある意味、大規模な改

修等々につきましては、かなりの費用、あるいは、かなりのものをかけなければ、あそこが

すっかり整備できるものとは、私も、今現在は思っておりません。 

  ただ、洞爺湖温泉、観光と連携できるような施設のもの、そして、洞爺湖地区の発展につ

ながるものであれば、やはり、そこは一緒に考えていきたいなというふうに思っておりま

す。しかし、私どもの地域にそれがそぐわないというふうなことになりますと、これはまた

話が違ってきますので、そのときには、それなりの対応をしていかなければならないという

ふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 越前谷議員。 
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○２番（越前谷邦夫君） あと２分です。１分ですか。 

  町長、理念はわかりました。ただ、心配しているのは、ニセコ町でも、余市町でも、外国

の資本が絡む、その乱開発が随分あるということから条例化を図っているのですね。そのこ

とも十分認識した上で、これからの洞爺湖観光はどうあるべきなのか、あるいはまた、自然

環境はどうあるべきなのかということをしっかりと洞爺湖町としても熟知した中で、まちづ

くりをしていただければなと思っております。 

  このことについては、また12月の議会に、再度その変化がある場合には、質問させていた

だきたいなと思っております。 

  終わります。ありがとうございます。 

○議長（佐々木良一君） これで、２番、越前谷議員の質問を終わります。 

  一般質問は、これで終了いたします。 

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

    ◎同意第３号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、同意第３号洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意

についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 同意第３号でございます。洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同

意についてでございます。 

  洞爺湖町名誉町民に関する条例（平成28年洞爺湖町条例第21号）第３条の規定により、下

記の者を名誉町民とすることに議会の同意を求める内容でございます。 

  記といたしまして、住所が洞爺湖町青葉町33番地40、氏名、長崎良夫氏、昭和４年10月15

日生まれの86歳でございます。 

  議案説明資料をお開き願いたいと思いますが、１ページをお開き願います。 

  議案説明資料の１ページでございますが、長崎良夫氏、86歳。氏は、虻田町長並びに初代

洞爺湖町長として11年９月の長きにわたり、その豊富な行政経験と卓越した見識をもって中

立公正な町政運営を行い、円滑な町政の執行と地方自治の伸展に尽力された功績はまことに

多大でございます。 

  特に、平成12年の有珠山噴火災害に当たっては、迅速な復旧、復興をなし遂げるととも

に、平成18年の虻田町と洞爺村の合併においては、将来のまちの展望をいち早く見きわめ、

住民との積極的な対話のもと、円滑な合併協議を完了させ、新町洞爺湖町を誕生させまし

た。 

  また、平成18年４月に初代洞爺湖町長に就任以来、住民の融和を第一に考え、観光を胴体

に両翼に農業と漁業を従えたまちづくりを展開し、新町の円滑な運営に尽力されました。 

  さらに、平成20年７月の北海道洞爺湖サミットにおいては、世界各国の首脳をお迎えする

まちとして、「おもてなしの心で世界へ環境と観光のまち洞爺湖」をキャッチフレーズに住
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民主体の組織を設け、町内の環境美化やエコ活動に積極的に取り組み、新町における協働に

よるまちづくりの礎を築いた功績はまことに多大であるというふうなことから、今回、名誉

町民に推薦いたしたく、同意をよろしくお願いしたいというふうに思っております。 

  以上でございます。よろしくご審議、お願いします。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行いますが、確認程度の質疑といたしたいと思います。質疑はあります

か。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  ここで、お諮りをいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、同意第３号洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意についてを採決いたし

ます。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、同意第３号洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意については、同意す

ることに決定いたしました。 

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

    ◎同意第４号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、同意第４号洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意

についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 同意第４号、洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意について。

洞爺湖町名誉町民に関する条例（平成28年洞爺湖町条例第21号）第３条の規定により、下記

の者を名誉町民とすることにつき、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所は洞爺湖町洞爺湖温泉107番地６、氏名が朝倉英隆氏でございます。昭和８年２月25

日生まれの83歳でございます。 

  同じく議案説明資料の１ページをお開き願います。 

  朝倉英隆氏、83歳。氏は、昭和34年から平成26年までの55年の長きにわたり、洞爺湖温泉
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観光協会会長、副会長及び常任理事として、有珠山噴火等による幾多の観光低迷期を乗り越

えるべく先頭に立ち、洞爺湖町の観光振興に取り組まれ、特に全国的に類を見ない洞爺湖ロ

ングラン花火大会の継続開催や組織法人化の実現に尽力されるなど、洞爺湖温泉観光の確固

たる基盤づくりや人材育成に貢献された功績はまことに顕著であります。 

  また、昭和37年から平成27年まで、虻田町商工会及び洞爺湖町商工会会長、理事及び監事

として、通算23年の長きにわたり、地域活性化事業に積極的に取り組まれ、洞爺村商工会と

の合併に当たっては、会員間のかけ橋役として奔走されるなど地域経済の振興発展に尽力さ

れました。 

  さらに、昭和45年から平成23年まで11期41年の長きにわたり、議会議員として町政に参画

し、その間、昭和62年から平成15年までの４期16年にわたり、議会議長の重責を担い、地域

の振興と住民福祉の増進に努め、地方自治の発展に貢献した功績はまことに大きいものがご

ざいます。 

  公職歴、表彰歴は次の通りでございます。どうぞ同意いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行いますが、確認程度の質疑といたしたいと思います。質疑はあります

か。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  ここで、お諮りをいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、同意第４号洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意についてを採決いたし

ます。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、同意第４号洞爺湖町名誉町民に関する条例に基づく同意については、同意す

ることに決定いたしました。 

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

    ◎同意第５号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、同意第５号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを議
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題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の３ページをお開きください。 

  同意第５号でございます。洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてでございます。 

  洞爺湖町表彰条例第３条の規定により、下記の者を表彰することにつき、議会の同意を求

めるものでございます。 

  お２人いらっしゃいます。お１人目、教育文化功労ということでございます。住所につい

ては、洞爺湖町泉13番地、ご氏名、加藤訓氏でございます。もうお一方、自治功労として洞

爺湖町入江241番地、杉上義弘氏でございます。 

  議案説明資料でご説明をさせていただきます。議案説明資料２ページでございます。 

  教育文化功労の加藤訓氏でございます。年齢79歳でございます。功労等の概要でございま

すが、昭和51年から平成28年までの40年の長きにわたり、虻田町体育指導員及び洞爺湖町ス

ポーツ推進委員として、幅広い年齢層においてスポーツ活動の促進を図るとともに、教育機

関または行政機関の実施する各種行事に積極的に参画され、体育振興と町民の健康増進に多

大なる貢献をされたということでございます。備考欄に委員歴等、記載されておりますので

ご参照をお願いしたいと思います。 

  続いて、自治功労、杉上義弘氏でございます。年齢76歳。功績の概要でございますが、平

成８年から平成28年までの17年余りの長きにわたり、農業委員会委員として農地関係法の適

正な事務と地域農業の振興、発展に尽力された。また、平成18年から町村合併後の農業委員

会の円滑な運営に尽力され、農業の向上と発展に多大なる貢献をされたということでござい

ます。 

  なお、そのほかの貢献賞等の表彰者名簿については、参考資料として添付しておりますの

で、ごらんいただきたいと思います。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行いますが、確認程度の質疑としたいと思います。質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  ここで、お諮りをいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、同意第５号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを採決いたします。 
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  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、同意第５号洞爺湖町表彰条例に基づく同意については、同意することに決定

いたしました。 

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

    ◎報告第５号及び報告第６号の一括上程、説明、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、報告第５号健全化判断比率の報告について、及び日程第

７、報告第６号資金不足比率の報告について、関連がありますので一括して議題としたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第５号健全化判断比率の報告について、及び報告第６号資金不足比率の

報告について、一括して議題とすることに決定いたしました。 

  一括して報告を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の４ページでございます。 

  報告第５号と報告第６号を一括してご報告させていただきます。 

  まず、報告第５号でございます。 

  健全化判断比率の報告についてでございます。地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項の規定により、平成27年度健全化判断比率を別紙のとおり監査委員の意見をつ

けて報告するものでございます。 

  次のページ、５ページでございます。 

  健全化判断比率の状況でございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率については発生し

ておりません。次に、実質公債費比率でございます。14.2％でございます。将来負担比率に

つきましては、63.9％でございます。実質公債費比率につきましては、前年度比0.2％の減

と改善されているところでございます。 

  次のページは審査員の意見書ということでございます。 

  続いて、議案書の８ページでございます。 

  報告第６号でございます。資金不足比率の報告についてでございます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成27年度資金不

足比率を別紙のとおり監査委員の意見をつけて報告するものでございます。 

  次のページ、９ページになります。 

  水道事業会計、公共下水道事業特別会計、簡易水道事業特別会計とも発生していない状況

でございます。 
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  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  以上で、報告第５号健全化判断比率の報告について、及び報告第６号資金不足比率の報告

についての報告を終わります。 

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

    ◎報告第７号の上程、説明、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、報告第７号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の

報告についてを議題といたします。 

  報告を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の12ページになります。 

  報告第７号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告についてでございます。 

  株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況を別紙のとおり報告するものでございます。 

  13ページがグリーンステイ洞爺湖の第26期営業報告ということでございます。次のページ

の概要については省略をさせていただきます。 

  15ページになります。事業の概況というところでございます。 

  キャンプ場の事業につきましては、例年どおり４月25日に開場し、190日間営業しており

ます。利用車両台数については3,337台、利用人員については１万3,197人、対前年度比で

２％の増となっております。 

  今後の経営強化等を目的として、減価償却費を限度額まで算入したことによりまして、84

万2,000円の赤字ということになっております。今後とも、利用者に愛されるキャンプ場と

して、営業努力に努めるということになっております。 

  次のページ、財務関係でございます。 

  26期の営業利益は、83万7,000円のマイナスでございます。経常利益、当期利益ともマイ

ナスの84万2,000円で当期未処理損失は2,053万7,000円となっております。１株当たりの当

期損失は6,869円でございます。また、総資産につきましては、１億2,950万6,000円、純資

産につきましては、１億2,896万2,000円で、１株当たりの純資産は４万3,131円となってお

ります。 

  次に、少し飛びますけれども、19ページをお開きいただきたいと思います。 

  貸借対照表でございまして、まず、資産の部でございますが、流動資産につきましては、

現金及び預金4,980万4,925円、商品が13万4,615円となっておりまして、合計で4,993万

9,540円となっております。また、固定資産につきましては、有形固定資産4,599万8,548

円、無形固定資産3,351万8,500円、投資その他の資産５万円、固定資産の合計で7,956万
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7,048円となっておりまして、資産の部合計で１億2,950万6,588円となっております。 

  次に、負債の部でございます。流動負債54万3,800円で、負債の部の合計は54万3,800円と

なっております。 

  次に、純資産の部でございます。資本金１億4,950万円、利益剰余金マイナスの2,053万

7,212円でございまして、純資産の部合計で１億2,896万2,788円となっております。 

  また、負債及び純資産の合計でございますが、１億2,950万6,588円となっております。 

  次に、損益計算書でございます。20ページでございます。 

  純売上高2,796万6,527円、売上原価207万1,334円、売上総利益2,589万5,193円でございま

して、販売費及び一般管理費2,673万3,146円を控除した営業利益はマイナスで83万7,953円

となっております。また、この営業利益に営業外収益を加えた経常利益は、マイナスで84万

2,505円となっております。 

  なお、次ページ以降の販売費及び一般管理費及び株主資本等変動計算書等につきまして

は、説明を省略させていただきます。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） グリーンステイ洞爺湖の営業については、こういう形で年に一度報告

されるということなのですが、２点ほど現在の状況についてお聞きしたいと思います。 

  一つは、このグリーンステイ洞爺湖の現在の株主の件数。それから、株の総額、その中に

町内事業者が何件で町外については何件あるのかというようなことを、まず一つ、お聞きし

たいと思います。 

  それから、もう一つは、ここの施設も建設してからはかなりの年数がたっていて、あそこ

のセンターハウスもかなり傷みがきている。これから、いろいろ施設の修繕等が、日々も幾

らかやっているのでしょうけれども、そういった何か施設の補修や修繕等の計画というのが

この中にあるのかどうか。その中で年度ごとに、例えば、そのための資金確保というような

ことが行われているのかどうか。計画や資金の対応などについて、あるのかどうかですね。 

  この大きく２点について、お伺いしたいと思います。 

○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） 今の議員のご質問ですが、14ページを見ていただきたいと

思います。 

  現在、まず、１点目の町内。洞爺湖町を含めまして町内の関係者、個人もございますけれ

ども、町を含めまして６件の方が町内として株主でございます。洞爺湖町としましては

1,350株で45.15％、そのほか２番目以降は民間団体で、名前は申し上げませんけれども東京

にある大手株式会社等でございまして、町内の個人５社、５件につきましては、平均します

と50株、持ち株としまして1.67％でございます。以上でございます。 
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  それと、株数の総数は、この２番目に2,990株、発行しているということで書いてござい

ます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 続けて、お願いいたします。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 申しわけございません。16ページに、先ほど言いました１

株当たりの資産の金額も書いておりまして4万3,131円になっております。 

  それと、修繕の計画ですけれども、現在、私ども、修繕ということでグリーンステイのほ

うから計画を持っているという話は聞いてございませんけれども、中にあります遊具等が老

朽化しておりまして、今年度、一部撤去してございます。これらについて、子供たちもおり

ますので、どうするのかというご相談は受けておりますけれども、私も担当でございますの

で、会社のほうの役員と一緒に相談していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 町の所有している株が45.15％だということですね。これは、前にも

報告いただいたかなと思っていますが、グリーンステイ洞爺湖が、ひところオートキャンプ

が大変はやっていたときから比べれば、利用者数が何かそんなに今は伸びていないのかなと

いう気がします。それと、いろいろな、全国的にもそういうキャンプ場が無数にできてきた

こともあって、やはりキャンプ場としての魅力、ロケーションだけではなくて施設の魅力と

いうものも大切なのだろうと思うのですね。 

  その線で言うと、今の施設というのは、つくった当初からほとんどリニューアルされてい

ない。コンテナを何個か並べて置いたというような状況があります。別に大規模に何かやれ

ということを言うわけではないですが、ただ、これまで整備してきたことが幾つも、やはり

老朽化してきて、特にセンターハウスなんかを見ても、もともとが木造づくりというような

こともあって、あちこちやっぱり傷んでいるなというふうに、私も時々見に行ったときに感

じるのですよね。 

  そうすると、当然、こういったことも含めて、将来的にはやっぱり修繕が必要になってく

るのだろうし、そうなったときにというよりは、やっぱり年々そういった計画を立てながら

整備をしていく、あるいは、最近のニーズに合わせた形でのキャンプ場の整備を考えていく

ということが、そこはやっぱり、長く続けていくために必要な計画なのではないかなと思い

ます。 

  このグリーンステイ洞爺湖では、特に大株主でありますこの当町において、そういった議

論を積極的にやっぱり進めていく必要があるのかなという気がするのですけれども、その辺

はどのようにお考えなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） グリーンステイ事業を全国的に展開しようの中で、私ども洞爺湖グリ

ーンステイが第１号としてその認定を受け、今現在に至るわけでございますけれども、やは

り建物の内部、特に建物等々について傷みが若干出てきている部分があるなという感じはし
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ております。ただ、その傷みの部分については、今、中にいる職員で小破修繕あるいは塗装

をしているということで確認しております。 

  また、さらには、小さいハウスのものがありますけれども、今、お聞きしているのは、そ

こに常駐している職員が、キャンパーが去った後に即、中の清掃等々、特に何か汚れている

箇所等々については、その都度清掃しておりますということで、大事に使っていただいてい

るなという感がいたします。 

  そんな中でも、建物の例えば、大規模改修等々の問題等々につきましては、やはり計画性

を持って、これからもしっかり、当町は一番の筆頭株主でもございますので、そこら辺は協

議を重ねながら進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員、よろしいですか。 

○６番（立野広志君） はい。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） この町にとっても大切な施設ですので、しっかりと運営をしていた

だいて多くの人に利用してもらえる施設になってほしいという観点からお伺いするのです

が、今回、この決算報告書が提示されております。当然、筆頭株主ですので、報告がなさ

れ、議会にも提出されるというのが筋だと思いますが、実は、考えてみたら、もうシーズン

が終わろうとしているときに去年の実績が報告されているわけですね。これは株式会社です

から、もう２カ月後の３月末にはしっかり決算報告がなされているはずですので、そういう

意味でもシーズンが始まるころです、５月の。連休は過ぎていますけれども。そういう意味

では、何とか、ない知恵かもしれませんが、お役に立てるようであれば、もうちょっと早

く、この決算書が提出されるべきではないかなというふうに思います。その件について、考

えられるかどうかということをお聞かせいただきたいということと、当然、この認定に当

たっては取締役会、監査役の監査役会も開かれたと思います。これをいつやるかによって

も、議会に報告されるのが決まるのかもしれませんが、いつごろやられたのか、ちょっとお

伺いしたいと思います。それと、監査報告書というのはこの報告の中につかないものかどう

か、これもお伺いしたいと思います。 

  それと、もう一点になりますが、今、立野議員のほうからもいろいろなリニューアル等の

お話がございましたけれども、隣に、隣接する人工芝のグラウンドが来年の４月にオープン

する運びになっており、やはり相乗効果というのが非常に期待できるのかなということも思

いますので、その辺もしっかり考えていただきたいと思います。また、当町には財田にも

キャンプ場がございまして、恐らく連携をしていると思いますが、混み合ったときには、ど

ちらも満杯状態なのかもしれません。ただ、ある片方で満杯であっても、そちらのほうが、

ひょっとしたらあいているかもしれませんよということで、情報の共有だとか、その辺の連

携ができているのかとは思いますが、その辺も伺いたいと思います。 

○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） まず、１点目のグリーンステイの総会の関係でございます
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けれども、毎年６月末でございまして、ことしにつきましては、６月の27日に開催になって

ございます。そのほか、これらの報告が７月に上がってきているという形でございまして、

議会日程の関係で今回という形になってございます。 

  また、２点目の監査報告書でございますけれども、総会議案のほうにはついておりまし

て、今回、町の議会の議案の報告には省いているような形になってございます。 

  ３点目ですけれども、相乗効果という形でございまして、サッカー場の関係で、私どもグ

リーンステイとしましても、大変期待しているところでございます。洞爺湖温泉の公園も大

変混んでおりまして、キャンプ場、この財田も含めて、キャンプで学校の単位で利用してい

ただいて、サッカー場を利用していただくのもありということで、これもあわせて積極的

に、答弁しましたけれども、学校にこういうキャンプ場が隣にありますよということもあわ

せてＰＲしていきたいというふうに考えております。 

  また、財田のキャンプ場と連携をとっているかということでございますが、申し込みの段

階で私ども役場の観光課のほうではとっていないのですけれども、キャンプ場がほかに町内

にどこがありますよということのご紹介ですね。また、うちより先に財田キャンプ場のほう

が人気がございまして、そちらから紹介を受けてこちらのほうという形のほうが多いのでは

ないかという形でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） できたら、今、聞いて事情がわかりましたけれども、何とか早めて

いただいて、臨時会、通年議会はやっていますので、報告はできるだけ早くできるようにひ

とつお願いしておきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑ありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  以上で、報告第７号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告を終わります。 

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

    ◎議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第９、議案第17号洞爺湖町移住定住のための子育て応援住宅条

例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の23ページでございます。 

  議案第17号洞爺湖町移住定住のための子育て応援住宅条例についてでございます。 

  北海道から譲渡を受けました旧ネイパル洞爺の住宅について、移住定住のための子育て支

援住宅として使用するものでございます。 
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  各条ごとにご説明を申し上げます。 

  第１条ですが、趣旨でございます。定住人口の増加とまちの活性化を図るために、子育て

応援住宅として設置するものでございます。 

  第２条は、名称及び位置でございます。名称はファミリア洞爺となってございます。 

  第３条は、入居者の公募方法でございます。町のホームページ、広報、回覧文書など、２

以上の方法により公募するものでございます。 

  第４条は、入居者の資格でございます。中学生以下の子供がいること、また、町税等を滞

納していないこと、最後に、法に規定する暴力団員ではないこととしてございます。 

  隣のページ、24ページでございます。 

  第５条は、入居の申し込みの規定条項でございます。 

  第６条、入居者の選考及び決定でございます。入居申込者の数が募集の数を超えたとき

は、町外在住者を優先し、それ以外の場合は、住宅に困窮する実態を調査し、困窮度合いの

高い者から入居させることとしてございます。 

  第７条は、入居補欠者の条項でございます。入居決定者のほかに補欠として必要と認める

数の入居補欠者を定めることができるとしてございます。 

  第８条は、入居できる期間でございます。同居する学生が18歳に到達した年度の末日まで

としてございますが、町長が特別な事情があると認めたときは、延長できることとしており

ます。 

  第９条は、入居の手続でございます。入居決定者は、入居決定のあった日から10日以内

に、一つとして、入居決定者と同程度以上の収入を有する者の連帯保証人の連署する請書を

提出する。二つとして、家賃３カ月分の敷金を納付する。三つとして、入居決定者が未成年

のときは、請書に入居決定者の一親等の直系尊属１人の連署を付記するものとしてございま

すが、それを書くときは、所轄の家庭裁判所において後見人１人を選任し、請書に後見人の

連署を付記することとしてございます。また、特別な事情がある場合は、連帯保証人の連署

を必要としないことができることなどを定めているものでございます。 

  25ページでございます。 

  それから、第10条でございます。10条は、同居の承認ということで、入居の際に同居して

いた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならないこととし

てございます。 

  第11条は、入居の承継でございます。入居決定者が死亡または退去し、その時点で同居し

ていた者が引き続き居住を希望する場合は、町長の承認を得なければならないこととしてご

ざいます。 

  第12条は、家賃の決定及び変更でございます。基準家賃は月額３万円となっておりまし

て、18歳以下の子が１名で5,000円、２名で１万円、３名以上で１万5,000円を控除した額を

家賃とするものでございます。 

  26ページでございます。 
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  第13条、家賃の減免または徴収の猶予でございます。入居者または同居者が疾病にかかっ

たとき、または、災害により著しい損害を受けたとき、及び特別な事情があるときは、減免

または徴収の猶予を受けることができるとしてございます。 

  第14条は、督促の規定条項でございます。 

  第15条は、家賃の納付でございまして、家賃は通知した入居可能日から明け渡した日まで

徴収し、毎月末までにその月分を納付しなければならないこととしてございます。 

  次、27ページになりますが、敷金の関係でございます。 

  第16条でございます。敷金は３カ月分の家賃相当を徴収することとしております。また、

立ち退く際に還付することとしており、利子はつかないとしてございます。 

  第17条は、敷金の管理の規定でございます。 

  それから、第18条は、入居者の費用負担でございます。入居者の負担は住宅の小破修繕、

電気、ガス、上下水道、灯油代等について定めたものでございます。 

  第19条は、入居者の保管義務等でございます。使用については必要な注意を払い、正常な

状態において維持しなければならないことなどを定めてございます。 

  第20条は、収入状況の報告の請求等でございます。家賃の決定、減額、免除または徴収の

猶予に関し、必要があると認めるときは当該入居者や関係人に報告などを求めることができ

ることを定めたものでございます。 

  続いて、28ページでございます。 

  第21条、住宅の検査でございます。明け渡す５日前までに届け出をし、検査を受けなけれ

ばならないこととしており、模様がえ等を行った場合は、原状回復を行うこととしてござい

ます。 

  第22条は、住宅の明け渡し請求でございます。不正な行為による入居や家賃を３カ月以上

滞納したときなどは、入居の取り消しまたは明け渡しを請求することができることとしてご

ざいます。 

  第23条は、駐車場の使用申し込み及び決定でございます。駐車場の使用を希望するとき

は、使用申し込みをしなければならないとしております。 

  第24条、使用者の決定でございます。駐車場の設置台数を超えるときは、公正な方法によ

り選考するものでございます。 

  29ページでございます。 

  第25条は、駐車場の使用料でございます。近傍同種の駐車場の使用料を限度として町長が

定めることとしており、規則により１台1,000円ということで考えております。家賃同様、

減免及び徴収の猶予を受けることができることとしてございます。 

  第26条は、駐車場の使用料の変更についての規定条項でございます。 

  第27条は、使用許可の取り消しでございます。不正な行為による許可を受けたときや使用

料を３カ月以上滞納したときなど、使用許可の取り消しまたは明け渡しを請求することがで

きるとしてございます。 
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  第28条は、準用規定でございます。駐車場の使用については、第23条、駐車場の使用の申

し込み及び決定から前条の使用許可の取り消しまでに定めるもののほか、第14条、督促、第

19条、入居者の保管義務等、及び第21条、住宅の検査の規定を準用することとしてございま

す。 

  第29条は、子育て住宅管理人でございます。住宅には、子育て住宅管理人を置くことがで

きるとしてございます。 

  第30条は、立入検査についての規定条項でございます。 

  隣の30ページでございます。 

  第31条は、勧告でございます。入居者が暴力団員と判明した場合であって、住宅の管理に

特に必要があると認めるときは、住宅の明け渡しその他、必要な措置をとるべき旨、勧告す

ることができることとしてございます。 

  第32条は、委任でございます。 

  第33条は、過料でございまして、詐欺または不正な行為により、家賃の徴収を免れた場合

は、免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に処することとしてございます。 

  附則でございます。 

  平成28年10月１日から施行するものとし、準備行為としまして、入居の決定に関し、必要

な手続その他の行為は施行前においても行うことができることとしてございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 何点か確認を含めて質疑させていただきたいと思います。 

  まず初めに、この条例の入居者の資格、第４条ですね。入居者の資格が、入居申し込み時

に中学生以下の子供のいる世帯というふうに表現しておりますが、第８条の入居できる期間

の中には、これは学生、学校または専修学校に在学する者のことを、同居している間という

ふうに明記しています。 

  ですから、入るときは、中学生以下の子供がいる場合、そして、入っていられるのは、例

えば、その子供さんが専修学校等に在学している間。出たら、18歳ですか、出なければなら

ない、こういうふうに書いてあるのですけれども、私は、あえて入居申し込み時に、中学生

以下の子供がいる世帯というふうに限定する必要がなぜあるのかなと。 

  例えば、ここが18歳まで子供さんがいる家庭であれば入れるのであれば、それが例えば、

17歳でも16歳でも入居できると、要は、そういう小さい子供さんがいる世帯を入居させるの

だということを示すのであれば、わざわざ中学生以下の子供がいる世帯に限定する必要がな

ぜあるのかということを、まず一つ伺いたいと思います。 

  それから、入居の手続、第９条ですが、この中には、連帯保証人、それから敷金の納付、

さらには特別の事情がある場合は、連帯保証人は必要としないと、こういう内容になってい



－129－ 

ます。この特別の事情というのは、どういうことを想定しているのかということを二つ目に

お聞きします。 

  ３点目ですが、これは26ページのほうの第13条です。家賃の減免または徴収の猶予という

ところで言いますと、これは、入居者または同居者が疾病にかかったとき、家賃の減免また

は徴収の猶予を行えるということになっています。つまり、この疾病というのはどういうも

のを言っているのか。疾病の種別、あるいは、その症状などについても、何か基準があるの

かどうか。 

  疾病と言えば、すごく幅広いのですよね。軽いものから重いものまで。ですから、例え

ば、それを申告することによって、家賃を減免、あるいは、徴収の猶予ができるというの

は、一体どういうものを言っているのかなというふうに、ちょっと私は疑問に思いました。 

  それから、一番、やっぱり肝心なことをもう一つ聞きます。第16条に敷金があります。も

ともと、この条例の目的といいますか、命題は、移住定住のための子育て応援のための住宅

条例なのだというふうになっているのですよね。その中で、第16条には、敷金は３カ月分の

家賃に相当する額を納めるとなっているのですよ。 

  子育てする世帯というのは、はっきり言えば、子育てで精いっぱい。お金もなかなか都合

をつけるのが大変だろうと思うのです。若い、そういう家族だと。そういう中で、本当に子

育てする世帯を応援しようと思うなら、私は、敷金を取る必要はないなと思うのです。なぜ

かというと、その後に、この敷金というのは退去時に還付するとなっているのですよ。戻す

のですね。その条件は何も書いていない。例えば、こういう条件があるかというとないので

す。例えば、家賃の未納があったり、あるいは、入居者の過失によって修繕しなければなら

ないものがあった場合、それを敷金で充てるとか、そんなことは一切書いていないわけで

す。退去時には無条件で全額返金するというような内容になっているわけですから、それな

ら、初めから敷金なんか取らなくていいではないですかと。むしろ、その後にずっと出てき

ますけれども、本人の瑕疵によって住宅の修繕が必要な場合は、負担してもらいますよと書

いているわけですから。 

  ですから、私は、むしろ子育て世代応援だということを考えたら、この３カ月分にもなる

ような敷金を、わざわざ最初から納めなければ入れないというようなものにはすべきでない

というふうに思うのですが、その点は何か通常の町営住宅の入居の条件と、ほとんどここら

辺、変わっていないのですよね。そんなような扱いで、本当に子育て応援住宅だと言えるか

というふうにちょっと思いました。 

  それから、駐車場の使用料。これも通常、町営住宅は１台につき1,000円徴収しています

よね。例えば、この辺のことも免除してあげてもいいのではないでしょうか。ずっと入って

いるわけではないですから。子供さんが一定の年齢になれば、出なければならないというの

であれば、その間、やっぱり免除するというのか、負担させないというぐらいのことをして

いかないと、何となく表題とちょっと、条例の名前と一致しないのではないかという気もし

ています。子育て応援なら、そこら辺まで、少し度量を広げて対応してもいいのではないか
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と思うのですが。幾つか聞きました。お答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） まず、１点目。条例第４条と、それから、第８条の関係です

か。 

  第４条の入居の資格ということで、こちらについては15歳未満のという条件がついている

ということと、それから、第８条については学生、まだ18歳に達する日まで入居できるとい

うように明記してございます。第４条につきましては、15歳以上ということになれば、条件

的に、すぐ退去しなければならないような条件がどうしても発生してくるというようなこと

を鑑みて、これはやはり、この中でできれば長く住んでいただいて、洞爺地区のほうに定住

として住んでもらいたいというような考えの中から、やはり、できれば小さい子供のうちか

ら育てて長く住んでもらいたいというような考えもあって、こういう制限を設けたところで

ございます。それで、第８条については、そういう形で、18歳までという形で設定したもの

でございます。 

  それから、次に第９条ですか。第９条の特別な事情ということで、これは余りあり得ない

かもしれないのですが、ただ考え方としては、例えば、住宅があいた場合には当然募集する

のですけれども、募集したときに、まだなかなか埋まらないというような状態が仮に発生し

た場合、例えば、２戸とかあいたときにですね。例えば、そのときに災害だとか、もし仮に

発生したときに、そういった形で、そういった手続も要らないで、すぐ入居できるような形

も当然考えられるのかなというようなこともあって、こういった条文を入れたところでござ

います。 

  それから、第13条、減免の関係ですか。これについては、疾病の基準ということなのです

が、これはあくまでも病気や災害などによって、仕事だとかに影響があって、収入が減った

という方に対してのものでございます。その疾病がどういう病気だからというようなことで

はなくて、あくまでも、そういった病気によって収入が減った場合、その申し出によって審

査して、減免が受けられるかどうかという判断になると思います。 

  それから、第16条の敷金の関係でございますが、これは当初、この住宅料を算出したとき

に、いろいろな方法で算出しているのですけれども、やはり、子供がいれば減額していくと

いうような、そういった家賃でございまして、敷金については、できればやはり、長く住ま

れたときに、そういった敷金の中から、修繕費だとかということは、これは規則のほうには

うたっているのですが、そういったことで対応していきたいということもあって、こういう

条文にしたものでございます。 

  それから、駐車場の1,000円についても同じような考えで、家賃がある程度、こういう安

い中で、駐車場については、できれば負担してもらいたいという考えで、こういった条文に

したところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 
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○６番（立野広志君） 今回の条例をわざわざつくって、移住定住のための子育て応援住宅と

して条例をつくり、そして、若い世代、世帯の方々を、できるだけやっぱり当町に住んでい

ただいて何とか定住対策に結びつけていこうということが、その大きな狙いなわけでしょ

う。そのことを考えたときに、それでは入ろうと思う人が、どれだけやっぱり入りやすい住

宅なのか、住みやすい住宅なのかというところが大きな判断だと思うのです。 

  場所的に言うと、決していい場所ではないと私は思いますよ。お店だって遠いし、湖畔を

ずっと通って、向こうまで行かなければいけないわけですから。そうすると、せめてこうい

う住宅の家賃とか、それから、生活しやすい、そういう状況にあるということが、その売り

になるのだろうと思うのです。だから、はっきりいえば、政策的な話なのですよ。政策的な

話なのですけれども、例えば、最初に言った、わざわざ中学生以下の子供のいる世帯を入居

申し込み時の条件にするのも、これは、それ以下の子供さんばかりならいいですよ。例え

ば、ちょっと家を探すまでの間、町内に家を探すまでの１年、２年ぐらい、住める場所はな

いだろうかと言って住む場合だってあるでしょう。長くそこに住んでもらおうというわけで

はない、18歳になったら出ていかなければいけないわけですからね。だから、まずはそのま

ちに住んで、そして、住宅も探したい。そういう人もいると思うのですよ。そういう人でも

入れるように、入居の段階から、もうそこで門を狭くするのではなくて、いずれにしても、

子供さんが18歳になったら出なければだめなのだから、そういう制限を外したほうがいいの

ではないですかというふうに私は思って言ったのです。これも政策的なことです。 

  そして、入居の手続、この際、連帯保証人と。急遽、災害等で入らなければならない場合

なんていう話もありましたけれども、こういう、だから入居のときに、とにかく何か入居の

条件を厳しく、厳しく、厳しくしてしまうと、結局、そういう住宅をせっかく用意しても、

なかなか入る人がいなくなると、少なくなってしまうのではないかという思いから、こうい

う条件も外していいのではないですかという話です。その点では、先ほどの説明はまだ理解

できませんね。 

  それから、第13条のところですね。例えば、災害等によって、あるいは、病気等によって

収入が激減するというような場合というのであれば、むしろ、そのことを書いたほうが、私

はいいと思うのですよ。何かすごく珍しい条文だったので見ていたわけですけれども、これ

が（１）には、「入居者又は同居者が疾病にかかったとき」というふうになっているのです

ね。これは、いずれかに該当した場合に、家賃の免除または徴収の猶予を受けようとする

者、申請しなければいけないのでしょうけれども、猶予することができると言っているわけ

ですから、これは、疾病というのは何の疾病ですかと。当然、それだけで申請しようと思っ

たら、まさか風邪を引きましたからなんていうのはないと思いますけれども、けがをしたと

か、何したというふうになる。そのことによって収入が減る。そういうことであれば、むし

ろ、そういう疾病等によって収入の激減、あるいは、家族が病気になって医療費が高騰す

る、負担になると。こういう場合には減額や免除もしますよというふうに変えたほうが、私

はむしろ親切だし、扱うほうとしても、扱うのが公正にできるのではないのかなという気が
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するのですね。その辺をもう一つ考えるべきだと思います。 

  先ほども言ったように、最後の第16条、敷金です。私は、この敷金は必要ないと思いま

す。自分で傷めたもの、壊したものは払ってくださいと書いてあるわけです、その後に。だ

から、この敷金なんかは、入るときに、そこもまた門を狭めているわけですよ。３カ月分を

払わなくてはいけない。減額されたとしても。３万円から5,000円ずつ減っていくわけです

が、子供さんの数でね。それにしたって、３カ月分ですよ。結構な金額ではないですか。そ

れも退去するときには、その分については、ちゃんと戻すということになっているわけです

よ。ですから、ここはやっぱり間口を広げて、多くの人たちが入れるようにしながらも、本

当にここで定住していける、そういうふうに支援していくことが大事なのではないでしょう

か。 

  こうやって出してしまったら、もう訂正できないのかもしれませんけれどもね。私は、そ

この辺、一考すべきだと思うのですが、これはちょっと、担当の課長さんも大変だと思いま

す。町長、どうですか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議員、おっしゃるように、移住定住の関係は政策的に考えて、ぜひ

移住を特に優先して取り組みたいというような考え方でやっています。 

  基本的に、所得階層としては公営住宅に入れない所得階層、ここら辺の中間層をターゲッ

トにしているところでございます。おおむね条例関係も、手続的なことは公営住宅に準拠し

ている部分もありますけれども、まず、こういう形で、こういった取り組みももちろん初め

ての取り組みでございますし、政策的な部分もありますので、全体的に、こういう形で私ど

もはやっていきたいということで考えておりますので、ぜひ、その点をご理解、お願いした

いというように思います。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

  ３回目です。 

○６番（立野広志君） いや、私、納得できないのは、やっぱり敷金のことがね、どうして

も。ここの第16条。ただ、それならですよ、今、こうやって出してしまったから、今さら出

し直すということはできないというような考え方なのかもしれないけれども、敷金について

も、例えば、町長が必要と認める場合については、敷金については減額なり免除することが

できるみたいな、そういう規定などを設けておけば、ちょっと１項、つけ加えればいい話で

しょう。そうすれば、何も政策的（施策的？）1:47:04にも、そういったものを取らなくて

も済むことだってあるわけですから。そういうことは、今の段階としてはもう考えてはおり

ませんか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 敷金は預かるものでございまして、修繕等が、小破修繕があったと

きには、それで負担していただくというような考え方でございますので、この形でやらせて

いただきたいというふうに思います。 
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○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑ありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第17号洞爺湖町移住定住のための子育て応援住宅条例の制定についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第17号洞爺湖町移住定住のための子育て応援住宅条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩をとりたいと思います。 

  再開を午後３時からにしたいと思います。 

（午後 ２時４５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ３時００分） 

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

    ◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第10、議案第18号洞爺湖町月浦運動公園条例の制定についてを

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の31ページでございます。 

  議案第18号洞爺湖町月浦運動公園条例についてでございます。 

  洞爺湖町月浦運動公園条例を次のように定めるものでございます。 

  この条例につきましては、今年度、整備を進めております多目的人工芝スポーツ施設の管

理運営等を定めるものでございます。 

  条ごとにご説明をさせていただきます。 

  第１条は、設置及び目的でございます。町民にスポーツに親しむ場所を提供し、かつスポ

ーツを通じた交流人口の促進をもって、町民の心身の健全な発達並びに観光振興を図ること

を目的としております。 
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  第２条は、施設の名称及び位置でございます。名称は、洞爺湖町月浦運動公園でございま

す。 

  第３条は、施設の内容でございます。施設としましては、多目的人工芝グラウンド１面、

附帯設備といたしまして、人工芝グラウンド夜間照明４基でございます。 

  第４条は、業務内容でございます。第１号は、利用申請に対する許認可業務、第２号は、

施設全体の維持管理業務、第３号は、利用にかかわる料金の収受業務となっております。 

  次に32ページでございます。 

  第５条でございます。指定管理者による管理でございます。地方自治法に基づき、指定管

理者に当該施設の管理を行わせることができることを定めるものでございます。 

  第６条は、指定管理者の行う業務でございます。第５条に基づき、指定管理者が行う業務

として、第４条に定める業務のほか、町長のみの権限に属する業務を除くこととしておりま

す。 

  第７条は、開設期間、利用時間及び休業日でございます。第１号は、開設期間としまし

て、積雪等の状況を踏まえ、３月下旬から12月中旬としております。第２号は、利用時間と

しまして、原則、午前８時から午後９時としております。なお、開設期間及び利用時間を変

更し、または臨時的に休業する場合は、町長の承認を受けることとしております。 

  続いて、第８条、９条は、利用の許可並びに利用制限でございます。第８条第１項では、

利用は事前の許可を受けることとしており、第２項第１号から第４号は、許可を与えること

ができない場合を掲げてございます。また、許可する場合において、管理運営上、必要に応

じ、条件を付して許可することができることを第３項で定めております。 

  第８条の許可に対し、違反していることが認められた場合は、第９条で定めるとおり、許

可事項を変更し、または停止し、もしくは許可を取り消すこととしております。 

  次、33ページでございます。 

  第10条から第13条は、利用料金でございます。第10条では、施設等利用者は利用料金を指

定管理者に支払うことを定め、第11条では、その額を定めております。35ページと36ページ

の別表１と２がその額となります。 

  第12条では、利用料金を減免することができることを定め、その際、不当な差別的扱いを

してはならないと定めております。 

  第13条では、利用者の責めに帰さない理由以外は、既に納められた利用料金は還付をしな

いことと定めております。 

  第14条は、利用者の設備等の特別な使用の許可についてであります。利用者が施設等を利

用するに当たり、設備の持ち込みや既存の設備等に手を加えようとするときは、事前に指定

管理者の許可が必要であること、また、利用終了後に原状に回復することを定めておりま

す。 

  第15条は、指定管理者の施設等及び附属設備の原状回復義務についてであります。指定管

理者の指定が期間満了した場合、または取り消され、もしくは停止を命ぜられた場合は、施
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設等及び附属設備を原状に回復しなければならないことを定めております。 

  34ページでございます。 

  第16条は、利用者による損害賠償についてでございます。利用者のその責めに帰す理由に

より施設等及び附属設備を損壊または滅失したときは、利用者はこれを原状に復し、損害を

賠償しなければならないことを定めております。 

  第17条は、指定管理者の免責事項であります。運動公園の瑕疵、事故及び盗難等につい

て、指定管理者の責任について免除を定めております。 

  第18条は、指定管理者の秘密保持義務についてであります。指定管理者は、管理運営上の

個人情報等の秘密を第三者に知らせ、または業務以外の目的で利用することを禁止しており

ます。 

  第19条は、町による管理の場合でございまして、適用しない条項及び各条項の読みかえ規

定についてであります。 

  35ページでございます。 

  第20条は、委任規定でございます。 

  附則でございますが、運動公園条例は、平成28年12月１日から施行するものでございま

す。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 月浦運動公園条例の制定について、何点か質問をさせていただきたい

と思います。 

  １点目は第６条、「指定管理者が行う場合の業務」というところなのですけれども、この

中には、町長のみの権限に属する業務を除く業務ということになっています。ただ、その範

囲については何も示しておりません。これは条例のほかに、また別にあるのかもしれません

が、どういうものを指しているのか。 

  そして、もう一つ、ここの中では、実は、施設として、第３条には人工芝グラウンド、そ

して、附帯設備として、人工芝グラウンド夜間照明の二つが明記されているのですが、実

は、以前からの説明でもありましたけれども、このグラウンドを使用するに当たっては、月

浦の小学校に附設している交流センターの一部も使用されると。それを見込んでいるという

ことになるわけですけれども、そういったものについての定義が何もないですね。 

  ですから、指定管理者が行う業務には、つまり、この交流センターの管理、あるいは、管

理といえば、清掃とかそういったことも含めてですけれども、あるいは、料金の徴収とかで

すね。そういったことは含んでいないのかということですね。それが、まず第１点目。 

  二つ目は第７条、開設時間、利用時間及び休日という関係なのですが、開設期間が３月の

下旬から12月の中旬というふうになっています。これから、例えば、指定管理者がこれを管
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理するということになった場合、指定管理者の管理の期間というのも、この期間になってく

るのかどうかですね。また、グラウンドの保守とかメンテナンス、こういったものについて

は、この期間の中で行うというような格好になってくるのかどうか、指定管理者によって。

この辺もちょっと確認しておきたいと思います。 

  そして、利用時間なのですが、８時から午後の９時までというふうになっています。以

前、このグラウンドをつくるときに、コンサドーレなどを含めて公式なサッカーの試合の場

合、コートが複数あったほうが大きな大会を誘致することができるのだと。だから、例え

ば、伊達のまなびの里運動公園、サッカー場ですね。こことの連携を図る。こんなような話

も、最初、あったかなと思うのです。 

  実は、まなびの里というのは例の国道37号線沿いにありますが、あそこの利用時間は午後

の10時までなのです。これが、この月浦の場合は、今回の条例には午後の９時までというふ

うになっていますが、その辺の整合性は、特別考える必要はないのかどうかということです

ね。これについて、まず次に伺って、もう一つ、第10条の利用料金について伺います。 

  これは利用料金、第10条だけではなくて、35ページにあります別表の第１、第２について

関連して伺うわけですけれども、先ほど、最初の質問でも挙げましたが、温泉小学校校舎内

の交流センターの一部も利用するというふうになっていたはずです。 

  交流センターの中には、ボランティア室が１室、それから、多目的活動ホールが２室、交

流室が１室、洗面洗濯室が１室、そして、備蓄倉庫１室、地下倉庫１室というようなものに

なっています。全ては使わないのでしょうけれども。実は、これも伊達のまなびの里など

も、グラウンドだけではなく、そういった部屋なども使うということで、各部屋１時間当た

り200円から600円の利用料金を支払うことになっていますね、使う場合は。 

  ところが、今回の場合、これらのどこの施設を使うかわかりませんけれども、この施設を

使用するに当たっての使用料については、どういうふうになっていくのか。この点につい

て、お伺いしたいと思います。 

  大きくは３点ですが、細かく何点かありますので、お答えをいただきたいと思います。 

○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） まず、何点かあるのですけれども、この条例以外に規則が

ございまして、第６条の町長のみに権限が属する業務を除く業務を指定管理者が委託すると

いう形で、これにつきましては、中身は何かということでございまして、減免関係がござい

ます。規則で今、設置しようとしております。また、休日、清掃関係、そういうものの部分

で、町として管理していかなければならない部分が出てくる業務だというふうに、私どもは

考えてございます。また、災害関係等もございますので、これらについても、町のほうで町

長の権限の業務というふうに考えてございます。 

  そのほか、第７条、３月から12月という形でございまして、指定管理業務の期間はこの期

間かという質問でございますけれども、指定管理期間としては、通年でございます。あくま

で４カ月前から申し込みを受けますので、１月の段階になりますと、もう５月分の申し込み
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を受けているという形でありますから、指定管理者は１年間と。 

  また、メンテナンスはこの期間でやるのかということでございますけれども、できるもの

はやりますが、基本的には土の中のことでございますので、先ほど述べました権限の業務の

中で、例えば大規模な改修がかかるというふうになれば、町長の権限の命令で休館というの

ですかね。使用停止ということも想定してございます。 

  また、利用時間でございますが、伊達と違うということでございますけれども、あの辺に

近隣住宅もございます。また、これは札幌の少年団、コンサドーレとも相談しまして、今、

子供の小学生を中心とした場合は、８時ぐらいに終わって、片づけて９時に帰るというのが

基本だそうでございます。伊達につきましては、一般の社会人の利用が結構、夜に多いもの

ですから、９時までやって、その後、清掃して10時というところでございます。 

  これについては、この期間等につきましても、伊達と連携するというのですか。大会誘致

になりますと、たくさんあると有利なものですから、伊達と同じ開設期間、同じような子供

たちが使う時間、連携して移動が可能な時間、こういうものを想定して、同じ時間にしてご

ざいます。 

  また、次の交流センターの施設の中というのですかね。今、議員、おっしゃいましたけれ

ども、私どもも知っておりまして、学童保育が入っております。今、子供の少年サッカーで

大変求められるのが更衣室、洗濯室、あとはトイレでございます。トイレについては、もう

おのずと正面玄関から入って使うのですけれども、ボランティア室と交流室２というのがご

ざいまして、この辺については地域連携施設でありますので、今後、この施設の利用料とい

うのですかね。これ全体について、教育委員会と調整し、規則なり、指定管理者も決定した

中で定めていかなければならないものかなと。 

  あくまで多目的人工芝グラウンドが優先というふうに、私は考えておりません。トイレは

お借りします。ただ、中にはシャワー室というのもございまして、シャワー室が二つござい

ます。子供たちが50人、100人来て、二つで足りるとは、私は思っておりません。 

  これは前にも言いましたけれども、地域経済のことでございますので、これはＮＰＯとか

指定管理者で、はっきり言いますけれども、帰り、お風呂に入って、お金を使ってもらいた

いということも、私は担当課としてございます。あくまで泊まっていって、お金を使って、

帰りも、もしお風呂が必要であれば、あっせんするぐらいの指定管理者選定に向けて、協議

していきたいというふうに考えております。ただ、この使用するので、社会人がゼロではご

ざいませんので、ちょっとボイラーとか、いろいろな位置関係がございますので、見ていき

たいというふうに思っております。 

  あと、交流センターの料金でございます。議員、おっしゃるとおりに、シャワー室200

円、600円と私どもも知っているのですけれども、あくまで交流センターで、洗濯室という

のが、ニーズが高いものかと思っておりますが、洗濯室に、現状としまして乾燥機がないの

です。乾燥がないと次の日の試合に使えませんので、この辺のところをどうしていくかとい

うのは若干課題となりますけれども、あくまで実費、かかるもの、電気料も含めて実費は取
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りたいというふうに考えてございます。それが今、幾らになるかというのは、施設の中で、

電気とボイラーの部分もございますので、多少検討させていただきたいというふうに考えて

おります。 

  もちろん、電気の夜間照明についても、これは減額する要素というのですか、減免の規定

に入ってございません。使用料については減免しますけれども、これは近隣も含めて、暖房

料、暖房はありません、うちは。夜間照明については実費ということで積算している数値で

ございます。 

  以上だと思います。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 最初に聞いた指定管理者が行う場合の業務、その中で町長のみの権限

に属する業務を除く業務というのは何なのかというふうに質問したわけですけれども、何か

ちょっとよくわからなかったのですけれどもね。休日とか清掃とかという話が出てきたの

で、いや、そういう話を聞いたんじゃないんだよなと思ったのですが、いずれにしても、ど

んな業務が入っているのですかと、例えば、その中には、交流センターを管理する業務も入

るのかということを聞きたかったわけです。先ほど、後のほうで料金のことが出てきまし

た。それは、町長のみの権限に属するものなのか、それとも使う部分については、指定管理

者が行う業務というふうになるのか、もう一回、その辺を整理してお答えをいただきたいと

思います。 

  それから、開設時間とか利用時間については、おおむね理解しました。利用料金について

ですけれども、私もここで聞いたのは、今、月浦の交流センターの中にある、例えば、部屋

ですね。先ほども言いましたボランティア室からずっと多目的活動ホール、交流室、洗面洗

濯室、備蓄倉庫、あるいは、地下倉庫だとかと、いろいろあるわけですけれども、それのど

こまでを使うのか。まず、どこまでを使って、その使った際の料金というのはいただかない

のですかという話だったはずなのですよ。それで、料金はいただくよと、ただ、それについ

ては、これから協議して決めますという話なのですね。だとすると、その料金をいただくわ

けですから、例えば、指定管理者がそれを受けて仕事をするということになった場合に、指

定管理者の責任において、その施設は管理されなくてはいけないわけでしょう、当然。その

ことが今度は条例にきちんと盛り込まれなくてはいけないはずなのですよね。そういうふう

に、何か条例上にも明記されていなかったので、それをちょっとお聞きしたわけです。当

然、学童施設もあるわけですから、いろいろと、当然、全部使わないでしょう。そういった

ものには障害にならないような使い方をするのでしょうけれども、どこと、どこと、どこの

部屋が、とりあえず、この運動公園条例として扱われる施設、使われる施設になるのか。そ

の辺、今の段階でわかっているなら答えていただきたいということです。 

  それと、開設がおおむねこの期間、３月から12月ということなのですけれども、これは、

ほぼ伊達と同じような日程になっているのかなと思うのですが、これにすると延べ日数、要

は指定管理者には町が委託料として当然、年間の費用を払うわけですよね。利用者からいた
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だいた利用料は、その指定管理者が収入として受け取るということになるわけです。ただ、

まだできてもいませんし、どのくらいの利用があるかわからないけれども、そうすると、年

間にすると大体、利用料を差っ引いた金額というのかな、その委託した金額から利用料を

差っ引いて残った金額、町は全部を負担するわけですけれども、実際に差っ引いた金額とし

てはどのくらい出てくるのかなというのを、ちょっと参考まで、試算していれば伺いたいな

と思います。たしか、以前は年間700万円くらいという話をしたような気がするのですけれ

ども、その辺、追加で質問させていただきました。 

○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） まず、１点目の交流センターの関係でございまして、これ

は、教育委員会所管でございます地域連携運営施設委員会というのですか、こういうものが

ございまして、これらと最終的に教育委員会と調整していかなければならないというふう

に、まず考えておりまして、これは社会教育におけます学童保育等の皆さんの保護者の方等

の意見の交換の場というふうに聞いてございます。 

  それで、今、立野議員がおっしゃっているのは、何を使うのかということですが、私ども

で使うものは更衣室二つ、男女ございます。トイレ、男女ございます。あとは入り口に水飲

み場というのがございます。これらについては、使用料は取りません。 

  現在、ボランティア室というのが１カ所、チームの打ち合わせ室というのが、事前に安全

対策ですとか、そういうのがあるのですが、これらの建物の施設につきましては、朝１時間

ぐらいの使用というふうに考えてございまして、通常は無料というふうに考えてございま

す。 

  その中で今、先ほどご説明したのは、シャワー室と洗面室、洗濯室というのがございまし

て、これについては実費を取っていきたいというふうに考えてございます。また、これらに

ついては、規則の中で明記していきたいというふうに考えてございます。 

  あとは収入ということでございまして、収支でございますけれども、議会のほうには、以

前から年間の指定管理料600万円というものを言ってございます。その中で、現在、利用料

金が幾らぐらいかということを見込んでございまして、伊達市も参考にしております。今、

伊達が３年経過しておりまして、１年間に約100万円から150万円ぐらいの収入というふうに

聞いております。 

  これらの利用が全てうちのほうに当てはまるかといいますと、伊達とうちのほうで、減免

規定が若干違いますので、私どもの事務のサイドとしましては、年間かかる経費は最大です

けれども、600万円、そこから100万円から120万円ぐらいの金額を引いたものが指定管理料

となるのではないかと。今、建設中でございまして、電気料との積算に多少時間がかかるか

と思っております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） そうすると、今、私も前に一度、議会での質問をしましたけれども、
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年間600万円かかるとして、収入見込みが100万円程度と。そうすると、今、年間500万円ぐ

らいの指定管理料というふうな見込みでいるというふうに考えていいのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） そのとおりでございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑ございませんか。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 洞爺湖町の月浦運動公園条例の制定について、質問させていただき

ます。 

  当初、この施設計画が明らかになってきたときに、全員協議会などに説明があったときも

申し上げているのですが、多くの住民の方々に開放することによって予防医療としてすばら

しい施設になり得るだろうと。したがって、そういう施設になるのですねと確認しました

ら、そういう施設になっていきますということなのですけれども、この条例を見ると、一般

の住民の方々に、自由ということではないですけれども、開放するかのような条例ではない

のが残念になっています。 

  それから、開設期間も３月下旬から12月中旬までということですね。やっぱり、住民の

方々も冬期間、例えばですよ、雪合戦ができるとか、そういう施設としてなり得るのだろう

なという思いも持っておりました。しかし、この条例では、そういうことにならないような

ので、ちょっと残念だなと思っているのですが、個人に貸すということは無理なのですね。

それが一つと、では、複数の方でないと団体とみなして貸すことはできないというならば、

何名からが団体という扱いになるのか、その辺をお願いいたします。 

○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） まず、１点目の雪の期間だということだと思っているので

すけれども、冬期間ですが、降雪したときの使用という形で、人工芝の凍結深度というので

すか、冷気が地面に当たったときの問題が設計サイドから提案されておりまして、雪のある

１月、２月は極力使わないほうが傷まないという指導は受けてございます。 

  また、個人の人に貸さないのかということでございますが、そういうことは一切ございま

せん。お貸しします。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 続けてください。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 済みません。何度も何度も。 

  町民の利用につきましても、減免規定がございますけれども、町民、町議会、行政とか、

これについては、使用料は全額無料でございまして、町内の自治会、老人クラブ、例えば、

一番近いのが小学校の運動会なんていうのがございますけれども、こういうのでも使っても

らっても、全然、私どものほうは問題な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） ２番、越前谷議員。 
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○２番（越前谷邦夫君） 設置及び目的のところで、確かに町民にスポーツに親しむ場所を提

供するということになっておりますけれども、この条例を見ると、住民の方々とか一般住民

とかというのは、全くないのですね。見当たらない。 

  私は、最初からやっぱり、先ほど申し上げましたように、そういう施設ができることに

よって予防医療施設になり得るだろうと。したがって、そういう施設は必要ですよねという

ことを何度も言った経緯があるのですけれども、そういう声というものが、今回の建設計画

と条例化には反映されていないということなのですか。 

○議長（佐々木良一君） 澤登経済部長。 

○経済部長（澤登勝義君） 利用に当たってでございますけれども、料金の部分でいきます

と、町内の小中学校、高校、クラブ活動、部活、少年団体、目的に沿った活動に対する場合

については使用料がゼロということになっております。また、町内の教育、スポーツ、文

化、福祉関係団体、それから、行政の補完的役割を果たす公益団体等については、その目的

に合わせて９割減額ということで、利用に当たっての制約というのは、広く捉えているとい

う理解でございます。 

  それと、先ほど担当課長のほうから申し上げた、冬期間の利用ということについては、当

町において、人工芝という施設の内容が、初めての施設なところもございまして、それと専

門のところから、冬期間についての利用を控えたほうが長期的に利用できるだろうというこ

とから、当面、この期間内で利用を進めていきたいという考え方でございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質問ございませんか。 

  10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 第１条のことに関してなのですが、前の教育長の時代にお願いし

て、そのようにしたいということでありました。そのことは、町外からのお客さんばかりを

集めて、あるいは、そういうサッカーの団体の町外の人とか、道内の人だけを集めるのでは

なくて、やはり、教育にもっと使っていただきたいというお話をしていました。 

  多分、そういうことで、これから町内の小中学校あるいは高校について、サッカーが盛ん

になるようなまちにという希望を持っているということを話しておりましたので、新しい教

育長にも、その精神とかは申し送りされているのではないかなと思います。 

  当時、お話ししましたのは、黒松内にあれだけの大きな野球場があって、はたから見れ

ば、黒松内は非常に野球が盛んなまちだろうと、そういうふうに見えるわけです。洞爺湖町

では、道南で、この人工芝のサッカー場が伊達に次いでできるということで、この小さなま

ちにこれだけの施設ができるわけですから、このまちの青少年のサッカーというものも、や

はり、それ相当に盛んになっていかなければならない、そういうような気がしております。

その点について、教育長、これから多分、秋冬を迎えながら、シーズンまでの間にはいろい

ろな方策を打つと思うのですが、その辺、お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） せっかくの施設でございます。本当に多額の費用をかけてつくる施
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設でございますので、本当に町外の利用だけではなくて、町内の青少年にもしっかりと利用

していただきたいという気持ちは、前教育長と私も一緒でございます。 

  そのために、しっかりと私どもは社会教育、生涯教育、生涯スポーツという観点から、で

きるだけ多くの子供たち、子供たちだけではなくて青年、もしくは老年、そういうところも

含めて、しっかりと利用いただけるような形で進めていきたいと思ってございます。 

  黒松内の野球場なんかは、冬場はたしか、かんじき野球というのが非常にあそこは有名な

ところでございまして、そういう利用方法も内外にアピールして、そういうところでお客さ

んを呼んで、泊まりながら一緒にやりましょうということもやってございますので。そうい

う形で本当にとれるかどうか、今、観光振興課のほうからは、ちょっと冬期間、人工芝です

ので、やっぱり凍結してしまうと非常に壊れやすいのだと思うのですね。そういう部分もあ

りますけれども、何とかいい方向に、町外だけではなくて、町の中でも使っていけるように

頑張っていきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑ございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第18号洞爺湖町月浦運動公園条例の制定についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号洞爺湖町月浦運動公園条例の制定については、原案のとおり可決

されました。 

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

    ◎議案第19号及び議案第20号の一括上程、一括説明、一括質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、議案第19号工事請負契約の締結について、及び日程第

12、議案第20号工事請負契約の締結について、関連がありますので一括して議題としたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第19号工事請負契約の締結について、及び議案第20号工事請負契約の締

結について、一括して議題とすることに決定いたしました。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 
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  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の37ページ、38ページになります。 

  議案第19号、20号、一括して提案をさせていただきます。 

  まず、議案第19号でございます。工事請負契約の締結についてでございます。 

  次のとおり、工事の請負契約を締結する。 

  工事名、定住促進住宅Ａ棟新築工事。建築工事でございます。 

  契約の方法、指名競争入札でございます。 

  契約金額、7,830万円でございます。 

  工期については、契約の日から平成29年３月15日までとしております。 

  契約の相手方、洞爺湖町洞爺湖温泉78番地、リフォーム成田株式会社、代表取締役は三橋

憲二氏でございます。 

  続いて、38ページ、議案第20号でございます。工事請負契約の締結についてでございま

す。 

  次のとおり、工事の請負契約を締結する。 

  工事名、定住促進住宅Ｂ棟新築工事。建築工事でございます。 

  契約の方法、指名競争入札。 

  契約金額が7,884万円。 

  工期が契約の日から平成29年３月15日まででございます。 

  契約の相手方でございます。洞爺湖町本町152番地、髙清水建設株式会社、代表取締役は

三好健一氏でございます。 

  議案説明資料で概要のご説明を申し上げます。 

  議案説明資料の３ページからになります。 

  19号、20号の説明資料ということでございまして、今回の２棟の工事は、ここに記してい

ますように四つの工事に分かれて、それぞれ出しております。建築工事については、5,000

万円を超えるということで、２棟とも議案として提出したものでございます。 

  その次のページに図面がついておりますが、一応、左上が位置図でございます。そして、

右のほうが配置図でございまして、位置的には、洞爺の総合支所の裏手、美沢団地の下にな

りますが、山側がＡ棟、下側がＢ棟という位置になります。それから、左下については、一

応これは１階の部分でございますけれども、間取り図ということで、これは４戸分でござい

ますけれども、一応参考までに、ここに記載させていただきました。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論と採決をそれぞれ行います。 
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  まず、議案第19号工事請負契約の締結について、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第19号工事請負契約の締結についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第19号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号工事請負契約の締結について、討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第20号工事請負契約の締結についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第20号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、議案第21号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算

についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の39ページでございます。 

  議案第21号でございます。平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４号）は、次

に定めるところでございます。 

  第１条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億172万2,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75億4,860万8,000円とするものでございます。 

  第２条は、繰越明許費でございます。内容については、事項別明細のほうでご説明をさせ

ていただきます。 

  第３条は、地方債の補正でございます。これについても、事項別明細のほうでご説明をさ

せていただきます。 

  それでは、事項別明細書でご説明をさせていただきます。 
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  事項別明細書の５ページ、６ページからでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  10款地方交付税につきましては、１億1,745万9,000円の増額でございます。普通交付税の

交付額の決定に伴う増額でございます。 

  15款道支出金、２項道補助金、３目農林水産業費道補助金につきましては、845万円の減

額でございます。農業の補助事業費の減、及び事業の振りかえに伴うトータルの減でござい

ます。 

  17款寄附金でございます。寄附金につきましては、20万円の増額で、洞爺地区の学校備品

購入に対する寄附金によるものでございます。 

  18款繰入金でございます。財政調整基金繰入金について、普通交付税の増加に伴いまし

て、予算現額の5,500万円から1,500万円を減額するものでございます。 

  21款町債でございます。これにつきましては、廃棄物収集運搬車両整備事業債ということ

で、合併特例債でございまして、事業費の95％を見ておりますが、2,680万円の増額でござ

います。 

  次の７ページ、８ページでございます。 

  １項町債、臨時財政対策債でございます。発行可能額の決定に伴って、1,928万7,000円を

減額するものでございます。 

  続いて、９ページ、10ページ、歳出でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目電子計算管理費で、4,144万2,000円の増額でございま

す。委託料につきましては、北電柱の移設に伴いまして、共架している光ケーブルの移設委

託業務費143万7,000円、それから情報セキュリティー強化対策事業に伴う電算システム改修

業務委託料3,998万3,000円を計上しております。負担金補助及び交付金につきましては、地

方公共団体情報システム機構負担金２万2,000円の増額でございます。 

  ７目財政会計管理費で765万5,000円の増額でございます。障害者自立支援給付費国庫負担

金、過年度精算金ほか３件の返還金を計上しております。 

  ３款民生費でございます。４項児童福祉費、１目児童福祉総務費で11万3,000円の増額で

ございます。あぶた読書の家の赤ちゃんほっとステーション整備に伴う備品購入費の計上で

ございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生管理費で108万6,000円の増額でございます。

保健師２名の産前産後休暇に伴います臨時的な嘱託職員の賃金、社会保険料等の計上でござ

います。 

  続いて、11ページ、12ページでございます。 

  ２項環境衛生費、２目環境対策費で８万8,000円の増額でございます。空き家対策特別措

置法に基づく洞爺湖町空き家等対策計画策定に伴う協議会委員の報酬等の計上でございま

す。 

  ４項清掃費、１目清掃管理費で2,830万円の増額でございます。漁業系廃棄物収集運搬車
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両の購入経費の計上でございます。購入する車両におきましては、水分を多く含んだ廃棄物

を運搬することから特殊な加工が必要なため、発注、製造から納品まで約７カ月程度の期間

を要するということでございまして、繰越事業とするものでございます。 

  それから、６款農林水産業費、１項農業費、２目農業管理費で833万円の減額でございま

す。負担金補助及び交付金におきまして、ＡＣとうや研修事業補助金12万円の増額、それか

ら、事業費の減及び事業の振りかえによる農地耕作条件改善事業補助金が1,211万5,000円の

減額、農業基盤整備促進事業補助金が366万5,000円の増額の計上でございます。 

  ２項林業費、１目林業振興費で60万円の増額でございます。洞爺湖中島エゾシカの行動範

囲調査に対する補助金の計上でございます。 

  続いて、13ページ、14ページでございます。 

  ３項水産業費、１目水産業振興費で62万5,000円の増額でございます。洞爺湖漁業協同組

合の大型冷蔵庫整備事業に対する補助金の計上でございまして、２分の１の助成でございま

す。 

  続いて、７款商工費、２項観光費、１目観光振興費で572万円の増額でございます。10月

12日、13日に当町を訪れます中国安徽省黄山市代表団の歓迎会経費として、報償費で22万

円、負担金補助及び交付金で洞爺湖町地域地熱資源活用事業において財源としている国庫補

助金が減額となったことから、町の負担を増額550万円、これは洞爺湖温泉利用協同組合で

ございますけれども、協同組合の負担の３分の１の負担として計上しているものでございま

す。 

  ８款土木費、４項公園及び緑化費、２目湖畔公園緑化費で226万8,000円の増額でございま

す。桜てんぐ巣病防除対策として、洞爺湖温泉地区の町有地における樹木整枝剪定委託業務

の経費を計上しております。 

  ５項都市計画費、１目都市計画管理費で、公共下水道事業特別会計繰出金として700万円

の増額でございます。これは、人事異動による職員の人件費などによる増額分でございま

す。 

  15ページ、16ページになります。 

  ６項住宅・建築費、２目住宅管理費で770万円の増額でございます。町営住宅の修繕料470

万円、高砂団地の結露防止対策及び清水団地屋根補修などの工事請負費として300万円を計

上しているものでございます。 

  ９款１項消防費、２目災害対策費で90万3,000円の増額でございます。町内におけるペッ

トの飼養状況を把握し、災害時における対応策の検討資料とするためのアンケート調査経費

として、需用費で８万6,000円、役務費で51万7,000円を計上しております。火山市民ネット

フォーラム事業参加助成金として、これは30万円を計上しているものでございます。 

  次に、10款教育費でございます。１項教育総務費、３目諸費で20万円の増額でございま

す。洞爺地区の学校備品整備に対する寄附金に伴います備品購入費を計上しております。 

  17ページ、18ページでございます。 
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  10款教育費、２項小学校費、１目小学校管理費で100万円の増額でございます。虻田小学

校の受変電設備及び各小学校の消防設備などの修繕料を計上しております。 

  10款教育費、３項中学校費、１目中学校管理費で380万円の増額でございます。虻田中学

校校舎の雨漏り及び各中学校の消防設備などの修繕料、216万9,000円、虻田中学校体育館の

暖房機購入163万1,000円を計上しております。 

  13款諸支出金、１項１目地域住民生活等緊急支援費で84万円の増額でございます。洞爺湖

町チャレンジショップ支援事業補助金１件分の増額でございます。 

  13款予備費でございます。71万2,000円を増額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 農業のほうのかなり大きな金額が減額になっているのですね。農地耕

作条件改善事業補助金というのが、1,200万円減額になったよと、こういうことでしょう。

これは、なぜこんなになってしまったのかなということと、次が、14ページの樹木整枝剪定

委託、これはまだやっていませんよね。これからやるのでしょうか。 

  それから、もう一つ、16ページの災害対策事業費で、ペットの調査みたいなことを言って

いましたが、どんな調査をされるのか。今、前の噴火のときにはペットを置きっ放しで避難

しまして、ペットが心配でと、こういうことがあって、その辺のことは対策を考えているよ

うですが、最近、熊本なんかは、ペットと一緒に住まなくてはということで、ペットと住め

る住宅をつくってきているみたいなのですよ。どんな希望があるか、その辺のことも調査す

るのかどうか、そこ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） 12ページの農地耕作条件の改善事業補助金でマイナス1,200

万円ほどということですけれども、この事業につきましては、農地の暗渠排水、それから、

段差があって面積の小さい畑をあぜとか段差を取り払って大きな畑として作業しやすいよう

な形にする事業なのですが、農業者のほうから、使い勝手がよくて、大変希望の多い事業と

なっております。それで、当初は、農業者のほうから寄せられた希望する部分を全て補助金

がつくのではないかということで予算計上したところなのですけれども、そういった希望の

多い事業なものですから、全国の配分をしたところ、全体的に落とされてしまったというの

が減額の理由です。 

  さらに、その下の農業基盤整備促進事業というものも、同じメニューをやっている補助事

業なものですから、その落とされた分で少しでも農管法にたくさん早く事業を整備したいと

いうことで、そこでまた拾ってもらって、こちらのほうに移行した部分がありますので、全

体としては減っていますけれども、最大限の事業を導入させてもらったという形になってお

ります。 
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○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） 消防費、災害対策費のペットの関係かと思います。需用費８

万6,000円、役務費51万7,000円の部分であります。 

  家族と同様にペットについても災害から保護していかなければいけないと考えておりま

す。そうした中、町内のペットの飼育状況を確認するため、アンケートを送って、犬種、犬

なのか猫なのか、どれぐらいの大きさなのか、そういう部分と、何匹いるのか、そういう部

分を確認していきたいと思っております。 

  2000年有珠山噴火のときに、議員、おっしゃるとおり、避難したときにでありますが、自

宅にペットを置いてきて、家族が不安な日々を送った経緯がございます。そうした中、避難

するときに安心してペットを避難所に連れてきていただけるような環境の整備をするという

部分の中で、事前に調査するものであります。 

  実は、台風10号のときに、新得町でありますけれども、やはり夫婦の中で奥さんが先に避

難したのですが、ペット、犬がいるからということで避難がおくれて、その後、川に流され

て亡くなった方もいるという中で、しっかりと当町においても、地図情報の中でペットがど

こにいるのか確認して、家族と一緒に避難していけるように、これは一つには、避難所での

ペットの管理をしっかりするとともに、平常時からペットの管理を町も心配してしっかりと

管理していますよという部分での安心感を持たせるために、今回、アンケート調査をとって

いきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 温泉地区におきます樹木の整枝剪定業務でございますけれども、

これは、まだ工事のほうは行ってございません。場所としては、泉公園線を挟みまして、洞

爺湖温泉公園の横のところと、その泉公園線を挟んだ山側のほうの２カ所を予定してござい

ます。これにつきまして、この補正予算後に実施したいということで予定してございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 大体わかりました。それで、先ほども申し上げましたが、ペットと

言ってもいろいろありまして、だっこしていられるようなペットも当然いるわけですけれど

も、とてもペットとは思えないようなペットもいるわけですよ。ですから、その辺もやっぱ

り調べるのでしたら、調べておいていただきたいなと。 

  それは、やっぱり前の2000年の噴火のときも大型犬を強引に取りに入ったという事例も聞

いていますので、いわゆる我々の見ているペットと違うペットも世の中にはいますから、そ

ういうところもお調べになったらいいかなと。 

  今すぐどうのではないですが、先ほども言いましたように、熊本では、住宅で一緒に飼え

る、ペットと住める避難住宅をつくってほしいということで、どうやら一部つくったという

ようなふうにもとっているのですけれども、その辺なんかも現状、どうなっているのか、お

調べいただければなというふうに思います。ありがとうございました。 

○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） 議員、おっしゃるとおり、ペットはいろいろな犬種等があり

ます。室内で飼われている室内犬、また、外で飼われている大型犬、その大きさによって

も、避難所のほうに置いてゲージで飼うべきなのか、また、各１室を設けるべきなのか、そ

ういう部分も検討していかないといけないと考えておりますので、そちらのほうの部分とし

ても、しっかりと調査をしていきたいと思っております。 

  また、家畜等に関しまして、これはペットというよりも、やはり家畜なのですが、こちら

のほうは、農業振興課のほうでしっかりと管理して災害時の対応をしていくこととなってお

ります。 

  また、最後にお話ししておられたペットと一緒に避難所生活ができるという部屋を設けて

いるのが、熊本の震災のときにはあるというお話を、今、されているのかなと思います。た

しか、2000年の噴火のときも、最後、ふれ合いセンターのほうで、ペットを持っていらっ

しゃる方の避難所という形の中で、誘導をしたかと思います。 

  今後、やはり今はペットという部分でも子供よりも多くなっていまして、全国に1,900万

頭、犬と猫がペットとして飼われているそうです。そうした中で、やはり家族同然でありま

すので、災害時の対応としては、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ２点ほど、お聞きしたいと思います。 

  事項別明細書で言いますと10ページになりますが、民生費の中の赤ちゃんほっとステー

ション用品購入です。これは今、町内の公共施設幾つかで、赤ちゃんほっとステーションと

いうようなことで、授乳できるスペースを確保しているのだと思うのですが、せっかく設置

しても、どのくらい利用されているのかなと。あるいは、その利用している人たちが、本当

にそれで満足できているのかどうか、この辺の状況というのは把握されているのかどうか、

お聞きしたいのですね。 

  できるならば、そういう利用される方など、利用した後、何かそこにちょっとはがき程度

の大きさのアンケートを置いておくとか、まず、利用した方について、どんな感想を抱いて

いるかお聞きできるような、そういった配慮も必要なのではないかと思います。 

  何かふれ合いセンターにもあるし、役所のこの庁舎の下のほうにも置いてありますけれど

も、どの程度、利用されているものなのかなと、本当にあの場所でいいのだろうかと、ある

いは、ああいう形でいいのだろうかというのは、いつも思いながら見ているものですから。

その辺の利用実態や利用者の声をぜひ取り入れながら、今後に生かしていければと思うので

すけれども、そういった何か考えがあるかどうかですね。 

  今回、あぶた読書の家ですか。設置するということなのでしょうけれども、ぜひ、そう

いったことも、つくったはいいけれども、なかなか思うように利用されていないということ

になってくれば、もっと利用されるような環境なり設置の方法を考えるべきなのだろうと思

うのです。そのことについて、お尋ねをしたいと思います。 

  それから、16ページなのですが、９款の消防費の中に火山市民ネットフォーラムというの
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があります。ことしは長崎が開催地だったかと思います。これは、たしか毎年実施していた

かなと思うのですが、今回、補正で上がってきたのはどういうことなのかということもある

のですけれども。当町で開催したこともたしかあったと思います。 

  2000年の噴火直後は、結構こういったフォーラムなどについても関心を持って参加する方

もいたようですけれども、実際に30万円という、旅費になるのかもしれませんが、どういう

方々がこれに参加するようになっているのか。あるいは、参加した後、こういう公費を使っ

て参加した場合には、しっかりとやっぱりその報告書を出していただくということになって

いるはずなのですが、そういったものが、一般の方々も、例えば、ネットなどを通じて見る

ことができるのかどうかですね。 

  つまり、せっかくこうやって開催したものが、今回はどういう開催の成果があったのか、

あるいは、どういうことについて理解が深まったのか。こんなことをほかのところでもやっ

ぱり生かされていかなければいけないと思うのですね。行った方だけでいいということには

決してならないのだと思うのですよ。防災上から言っても。 

  その辺のやっぱり活用方法を考えていただきたいし、もしかすると、ことしで終わるのか

もしれませんが、その辺、ちょっと、事業の内容についても説明いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 私のほうからは、赤ちゃんほっとステーションの関係につい

て、お答えさせていただきます。 

  議員、ご承知のとおり、現在７カ所の公共施設に赤ちゃんほっとステーションを設置して

いる状況でございます。中には、ほとんど使われていない施設もございますし、イベント等

のときや、そういった子育てサロン等々に来たときに使われるというようなケースももちろ

んございます。 

  そういったところではございますけれども、今回、あぶた読書の家の乳幼児を連れてこら

れているお母様方、月に四、五人いらっしゃるのですが、その方からもお話を聞いたとこ

ろ、やはり、読書の家については、長時間、そこにいるので、おむつがえのスペースについ

てはやはり強く要望したいというようなお話を聞いたことから、今回、補正予算を計上させ

ていただいたところでございます。 

  先ほど、議員のほうから利用勝手、それから満足度、これらについて、やはり調べる必要

があるのではないか、お聞きする必要があるのではないかというようなお話をいただいたこ

とから、私もそういうふうに思いますので、今後、アンケートボックス等について、積極的

に設置していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 火山市民ネットフォーラム事業でございます。 

  ことしにつきましては、島原市において、11月の11日から13日に開催されることとなって

おります。今回、15回目を迎えるものでございます。 
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  毎年、各団体が相互に開催しておりまして、被災者、住民への生活支援のあり方、また、

防災意識の向上や火山と共生するまちとして、情報の交換を盛り込んで進めてきたところで

あります。 

  この部分に関しましては、構成団体としては島原市のまちづくり推進、またＮＰＯ法人洞

爺にぎわいネットワーク、そして、ネットワーク三宅島、それと新燃岳なんつわならんチー

ムという部分がありまして、顧問としては東京大学の教授、または、道内においては前壮瞥

町の町長の山中さん等が入っているところであります。 

  事務局におきましては、一般社団法人減災・復興支援機構が事務局をやってきたところで

ありますけれども、実は今回、15回目を迎えるに当たり、この節目に終了することとなって

いるところでございます。 

  こちらのほう、先ほどお話ししたとおり、ＮＰＯ法人にぎわいネットワークにおいて、こ

の15回のいろいろな会議に参加して、いろいろ情報交換をしてきたところであります。 

  議員、おっしゃるとおり、やはりこの情報に関して、もっと市民の方、町民の方々に情報

を開示すべきという部分もございます。今回、15回目の節目の中で、行く部分に関しまして

は、にぎわいネットワーク、この関係に携わっている方７名が出席ということで上がってお

ります。そして、この部分の旅費の一部を負担する形で、今回、出していくことにしており

ますけれども、やはり最後という部分もありますし、15年間やってきた実績をしっかりと総

括して、やはり話し合いをしていくという部分でのフォーラムになるかと思います。当然、

帰ってきたときには、この実績に関しての報告等に関しましては、後日させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑ございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第21号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算についてを採決しま

す。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第21号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算については、原案の

とおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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    ◎議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第14、議案第22号平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特

別会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の44ページでございます。 

  議案第22号でございます。平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ700万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８億1,768万円とするものでございます。 

  事項別明細書のほうをごらんいただきたいと思います。公共下水道事業特別会計事項別明

細書でございます。 

  ４ページ、５ページからになります。 

  歳入でございます。 

  ５款繰入金でございます。700万円の増額で一般会計からの繰入金でございます。 

  次の６ページ、７ページ、歳出でございます。 

  １款公共下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費、1,300万円の増額でございま

す。人事異動に伴います職員の給与、手当、共済費で503万8,000円（530万8,000円？）

3:12:57の増額、消費税の確定による公課費の815万1,000円の増額、下水道料金システム保

守委託料12万9,000円の減額、及び下水道料金システム更新委託料33万円の減額は、金額確

定によるものでございます。 

  ３款予備費でございまして、600万円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第22号平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算につい

てを採決します。 
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  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第22号平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第15、議案第23号平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計

補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の47ページでございます。 

  議案第23号でございます。平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２

号）は、次に定めるところでございます。 

  第１条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ10億8,013万9,000円とするものでございます。 

  それでは、事項別明細書により、ご説明をいたします。介護保険特別会計の事項別明細書

でございます。 

  ４ページ、５ページでございます。 

  歳入でございます。 

  ２款国庫支出金、２項国庫補助金、３目介護保険事業費補助金で10万円の増額でございま

す。認知症高齢者見守り支援機器購入事業に伴う地域介護・福祉空間整備推進交付金でござ

います。 

  次の６ページ、７ページになります。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で10万5,000円の増額でございます。認知

症高齢者見守り支援機器購入によるものでございます。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険給付費支払準備基金積立金で571万9,000

円の増額でございます。決算剰余金分を積み立てするものでございます。 

  ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金で605万1,000円の増額でございま

す。介護給付費国庫負担金等の過年度精算返還金を計上しております。 

  ６款予備費でございます。1,177万5,000円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第23号平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第23号平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算について

は、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第16、議案第24号平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別

会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の50ページでございます。 

  議案第24号でございます。平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）は、次に定めるところによるものでございます。 

  今回は、歳出だけの補正でございます。 

  事項別明細書をごらんいただきたいと思います。簡易水道事業特別会計事項別明細書でご

ざいます。 

  ３ページ、４ページになります。 

  歳出でございまして、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございます。397

万円の増額でございまして、経営戦略策定委託料として300万円、公課費で消費税の確定に

よる97万円の増額でございます。経営戦略策定につきましては、国からの指導により平成28

年度中に策定を進めるもので、簡易水道高料金団体の経営する簡易水道事業にかかわる資本

費において、普通交付税にて措置をされておりますが、経営戦略の策定が交付税措置の要件

となっていることから策定するものでございます。 

  ２款簡易水道施設費、２項１目簡易水道建設費の60万円の減額につきましては、配水管布

設がえ工事実施設計委託業務の金額確定に伴います減額でございます。 
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  ４款予備費で337万円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第24号平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算について

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第24号平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎認定第１号から認定第７号まで一括上程、説明、委員会付託 

○議長（佐々木良一君） 日程第17、認定第１号平成27年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算

の認定についてから、日程第23、認定第７号平成27年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別

会計決算の認定についてまでを一括して議題としたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、認定第１号平成27年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定についてか

ら、認定第７号平成27年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定についてまで

を一括して議題とすることに決定いたしました。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の52ページ、認定第１号から第７号まで、一括し

てご説明をさせていただきます。 

  まず、認定第１号、平成27年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定についてでござい

ます。 
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  地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成27年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算

を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

  続いて、次のページでございます。 

  認定第２号でございます。平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定についてでござ

います。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算を別冊

のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

  続いて、54ページ、認定第３号でございます。平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特

別会計決算の認定についてでございます。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会

計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

  続いて、55ページでございます。認定第４号でございます。平成27年度虻田郡洞爺湖町公

共下水道事業特別会計決算の認定についてでございます。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成27年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別

会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

  隣の56ページでございます。認定第５号でございます。平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保

険特別会計決算の認定についてございます。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決

算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

  続いて、57ページでございます。認定第６号、平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特

別会計決算の認定についてございます。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会

計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

  続いて、58ページ、認定第７号でございます。平成27年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療

特別会計決算の認定についてございます。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成27年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別

会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

  それでは、水道事業決算の概要でございます。 

  水道事業決算書という冊子があると思いますが、水道事業決算書の12ページをお開き願い

たいと思います。 

  財政の状況でございます。収益的収支につきましては、収入３億1,103万6,000円、支出３

億852万6,000円で、当年度純利益は251万円となっております。 

  また、資本的収支につきましては、収入6,884万5,000円、支出１億1,643万6,000円であ

り、不足額4,759万1,000円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損

益勘定留保資金で補塡をしております。 

  続いて、一般会計のほうでご説明をさせていただきますが、一般会計を含む各会計決算書
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というのがございます。これの45ページをお開き願いたいと思います。 

  実質収支について、ご報告をさせていただきますが、まず、一般会計でございます。 

  45ページでございます。歳入総額76億7,421万6,000円、歳出総額74億3,876万5,000円で、

歳入歳出差引額は２億3,545万1,000円であります。翌年度へ繰り越すべき財源447万6,000円

を除く実質収支は２億3,097万5,000円でございます。 

  次のページ、46ページでございます。特別会計国民健康保険でございます。 

  歳入総額16億6,351万5,000円、歳出総額16億3,622万円で、歳入歳出差引額は2,729万

5,000円となり、翌年度へ繰り越しております。 

  続いて、47ページ、公共下水道事業でございます。 

  歳入総額７億7,155万9,000円、歳出総額７億6,613万円で、歳入歳出差引額は542万9,000

円となって、翌年度へ繰り越しております。 

  続いて、48ページでございます。介護保険特別会計でございます。 

  歳入総額10億3,925万9,000円、歳出総額10億2,749万円で、歳入歳出差引額は1,176万

9,000円となって、翌年度へ繰り越しております。 

  49ページの簡易水道事業特別会計でございます。 

  歳入総額１億1,638万9,000円、歳出総額１億1,317万1,000円で、歳入歳出差引額は321万

8,000円となり、翌年度へ繰り越しております。 

  最後に、50ページになりますが、後期高齢者特別会計でございまして、歳入総額１億

6,047万1,000円、歳出総額１億5,418万円で、歳入歳出差引額は629万1,000円となり、翌年

度へ繰り越しております。 

  概要のみ、ご説明をさせていただきましたが、決算特別委員会が予定されておりますの

で、その中で詳細をご説明させていただきます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  ここで、お諮りいたします。 

  本件については、決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本件の各会計決算の認定につきましては、決算特別委員会を設置し、これに

付託して審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任についてお諮りいたします。 

  委員の選任につきましては、委員会条例第７条第４項の規定により議長が指名することに

なりますが、議長並びに監査委員を除く全議員12名による特別委員会としたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議長並びに監査委員を除く12名による決算特別委員会とすることに決定いた

しました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

  早速、決算特別委員会を開催していただき、正副委員長の互選をお願いいたします。 

（午後 ４時２７分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、再開をいたします。 

（午後 ４時３８分） 

○議長（佐々木良一君） ただいま、決算特別委員会が開催され、正副委員長が決定いたしま

したので、ご報告いたします。 

  決算特別委員会委員長には五十嵐委員、副委員長には髙臣委員が選出されました。 

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

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程はすべ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３８分） 
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