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────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） おはようございます。 

  現在の出席議員は、14名、全員であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

  ────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、８番、沼田議員、９番、板垣議員

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。 

  ２番、越前谷議員の質問を許します。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ２番、越前谷でございます。 

これから、一般質問をさせていただきます。毎回申し上げておりますけれども、一般質問

というのは政策論争の場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

だきますので、理事者の見解を求めたいと思うわけであります。今回の質問内容については、

若干、詳細についても質問をする点があろうかと思いますので、その点についてはあらかじ

めお許しをいただきたいと思うわけであります。 

それでは、早速、通告順に質問させていただきたいと思うわけであります。 

第１点は、洞爺湖観光のさらなる躍動を目指してということで、件名で通告させていただ

きました。 

今、観光客もどんどん洞爺湖観光に訪れているということも、そういう私は認識を深めて

いるわけでありますが、実際のところ平成28年度の外国人観光客等々については、どういう

入り込み状態にあるのか、まずその点を伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 平成28年度洞爺湖町における観光客の入り込み、また、外国人

の宿泊状況のことでございます。 

全体的に宿泊に関しましては、69万8,553人の観光客の方々が、洞爺湖町に宿泊をしてお

ります。また、この中で外国人におきましては28万1,822人、国別でいきますと台湾が９万

2,869人、また２番目に中国８万3,410人、３番目に韓国で３万5,199人、またその後香港、

マレーシアと続いている状況であります。 

○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） 今、観光振興課の課長、経済部の参与のほうから説明を受けたわけ

であります。いわゆる平成28年度の日本全体で、外国人は2,404万人ということですか、そ

れから訪日の外国人の来道数というのは208万人と、それから洞爺湖町、洞爺湖温泉に来て

いただいておる訪日外国人該当者数は28万1,822名ということであります。そこで、今、政

府そのものも外国人観光客をふやす政策・施策というのが、大きく表面化されてきておるわ

けでありますけれども、新たな外国人観光客を来ていただける目標というのは、目標数はど

うなのか、伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 政府は観光立国の実現に向けて観光客、外国人観光客の増加を

見込んでいるところであります。現在、平成28年度、日本国においては2,404万人の外国人

観光客が訪れております。この外国人観光客を2020年、東京オリンピック・パラリンピック

までに4,000万人、また、2030年には6,000万人という目標数値を立て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、課長のほうから目標数、新たな目標数が述べられたわけであり

ます。平成28年度、2,404万人ということでございまして、新たな目標として4,000万人と、

それから2030年には大体6,000万人ということを目標を掲げているようであります。この目

標を見ると、いわゆる2020年までに500万人ということは、いわゆる29兆円産業ということ

を政府あたりは掲げて取り組んでいこうとしているおるわけであります。それから、2030年

には6,000万人ということで、37兆円の産業をということで、いろいろなこれから施策・方

策が求められているわけであります。 

  北海道にも先ほど申し上げましたように、約208万人訪れておると、これを500万人という

ことにしたいということでありますけれども、いわゆる国土交通省の諮問機関である国土審

議会の北海道開発分科会というものがございます。先日、北海道開発分科会の中でも、どう

やったならば北海道の観光客が500万人に結びつけられるようなことになるのかという、そ

ういう議論も重ねたようであります。そこで17名の委員によって統制をされておるわけであ

りますけれども、この場で大きく議論されたのは現状の改革が必要だと。現状のままだと、

幾ら500万人の目標を立てても、なかなかその目標達成ということは不可能だろうと。した

がって、地域にある資源をいろいろ活用しながら、ある意味で実際に行われておるイベント

等々含めて、その資源というものを活用する改革が必要でないのかと、改革が必要でないの

かと、こういう議論がなされておるわけであります。 

  今まで、今日まで洞爺湖観光を見てもわかりますように、歴代の職員の方々であるとか、

歴代の関係者の方々というのは非常に汗水を流して、今日の洞爺湖観光までにしておると、

されたと。このことについては、私は、高く評価をしておるところでございますが、相当こ

れから観光客を伸ばすためには、新しい感覚を持たなければならないということになってい

るわけだと思うわけであります。 
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  そこで私は、何点か一例を申し上げたいと思うわけでありますが、いわゆる情報発信とい

うものを重視をして、活性化というものを考えていかなければならないのではないか、情報

発信を重視して活性化を考えていかなければならないのではないか。今、ご存じかと思うわ

けでありますが、文化庁が2015年度に創設をした日本遺産というものがあります。これは東

京オリンピック・パラリンピックまでに、約100件ほどの認定を目指したいということでご

ざいます。ご承知のとおり、日本の遺産、どなたか、現在何件になっているかご存じでしょ

うか。なければ、わかりました。現在の総数は100件を目指しておりますが、現在は54件で

あります。それから、ご承知のとおり、北海道遺産というのは52件であるわけであります。 

今回、檜山管内の江差町、これは民謡を歌う方々等、あるいはまた文化・歴史の方々の理

解しておる方もあろうかと思いますけれども、「江差の５月は江戸にはない」と。このぐら

い昔は５月の時期は、非常に江差というものが活性化された、いわゆるニシンでもって栄え

た町でもあるわけであります。年々、時がたつにつれていろいろと風化状態、衰退状態なっ

ているということでございますけれども、いまだに一生懸命文化・歴史を保存したり、存続

をさせるために汗を流していると。１町、いわゆる一つの町で今回、日本遺産に指定をされ

たのは北海道では江差町だけであります。江差町。それから、複数の都道府県等々で何とい

いましょうか、指定をされたのは自分もよくわからないのですが、ストーリーということを

申請をなさっておるわけで、ストーリーはわかりますけれども、申請をされておるわけであ

りますけれども、そういっていろいろな町が、何とか地方遺産に認定をしていただきたいと。

そうすることによって、それを核にして、これからの観光産業であるとか、あるいはまた、

まちづくりの大きな核にしたい、基礎にしていきたいということで競争が激しいのでありま

す。今回も日本遺産に指定をされたのは、先ほど申し上げましたように17件でありますけれ

ども、79件申請して17件の認定を受けたという、こういうことであります。 

  ご存じかと思いますけれども、今、檜山管内の江差町で何十年ぶりに群来が発見をされた

と。いわゆるニシンが来て産卵をする、いわゆる前浜が濁るのですね、そういう群来が発見

をされたということで喜んでいます。ただ、単に群来を求めておったわけではないのであり

ます。漁民の方々であるとか、関係者の方々がいろいろ努力をなさってニシンが近寄ってく

るようになったと、この辺も町を思う、それからその町の活性化を考えたならば、いろいろ

な日ごろの努力というものが実ってきておるということを私どもは真剣に取り組んでいかな

ければならない、真剣にとらえなければならないと思っております。 

  日本遺産に指定をされて、理事者、鳥取県の三旗町という町があるわけでありますけれど

も、この三旗町でどういう取り組みをしているかというと、外国人観光客を来ていただける、

訪れていただけるために、外国人のスタッフをその町で雇用したり、その方々にお願いして

いろいろ外国にその町のよさ、資源、こういうところだからぜひ来ていただきたいというそ

ういうメッセージの発信に評価を上げたことによって、2015年に4,000人、来てくださる方

が4,000人であったものが8,000人になったと。 

  したがって、何を言おうとしているかというと、私は、外国人観光客に来ていただけるな
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らば、鳥取県の三旗町でやっているような外国人のスタッフによって呼びかけするというの

も、大きな一つのうねりになるのではないかなという気がしてなりません。そういうことを

考えると、いろいろと今、洞爺湖観光というのも現在の洞爺湖観光の環境で十分満足してい

るとするならば、私は非常に危惧する、憂慮する、そういう環境にあるのではないか。それ

というのもご承知のとおり、リーマンショックであるとか、あるいはまた東日本の大震災が

発生したときには、どんと観光客が落ち込んだ。 

  したがって、世界の経済の動向によっては、変動によっては外国人観光客はしかり、日本

の国内の方々も減少するという、そういう流動的な要素があるわけでありますから、私は、

これからの洞爺湖観光をさらなる躍動していくためには、しっかりとした洞爺湖観光の基礎

というものを、もう一度原点から振り返って検証、検分を図って見直しをかけることが、重

要ではないのかなと思うわけでありますけれども、理事者は、その点どのようなお考え持っ

ているでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、2030年に国が6,000万人の観光客、あるいは北海道は2020年に500

万人の外国人観光客を呼ぼうということで、一生懸命頑張っていただいております。郡部で

ある私どもの町も、それに沿った対応をしていかなければならないなというふうに思ってお

りますが、今、日本を訪れる観光客の多くの方は、やはり１番目に観光地である大東京、東

京、大阪、京都、そして北海道においては札幌市が、一番の観光地になっているという都市

部に観光客が訪れる、これが今現在の観光の日本における外国人が来られる体系なのかなと

いうふうにも思っておりますが、私どもの町にもまだ少ないですけれども、28万人もの方が

訪れていただいているというふうなことがございます。 

  私どもの観光地、以前から有珠山を抱えておりまして、苦戦しておりましたが、宿泊の

キャパといいましょうか、宿泊の施設そのものが以前は、昭和51年ころは40数軒あったとお

伺いしておりますが、今現在、13軒しか宿泊施設がないと。これはやはりお客様が来たくて

も、なかなかお部屋が取れないという現状が、今現在あろうかとないうふうに思っておりま

す。そんなことから、民間事業者さんのお力もいただかなければなりませんけれども、しっ

かりした宿泊施設、これを最大限重要視していかなければならないのかな。ただ、宿泊施設

だけでなく、今度は来ていただいたお客様をおもてなしをする、その対策も必要であろうと。

それには町並みの整備、あるいはお客様が歩きやすい態勢、見て回りたい態勢、そういうも

のも必要なのかなと。 

  これまで洞爺湖町におきましては、特に洞爺湖温泉のほうに特化いたしますと、遊歩道の

整備、あるいはぐるっと彫刻公園の整備、さらにはサミット記念館、今現在はジオパークの

コーナーも設置させていただいておりますが、そのほかにビジターセンター、いろいろなも

のを整備させてきていただいております。今までは、ただ単にそれをつくっただけではなく、

それを面として誰もが今度はこのルート、次はこのルートというふうなものをしっかり地元

で共有していかなければならないなというふうにも思っております。 
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  また、足湯、手湯についても全道に先駆けて、いろいろ整備をさせていただいた経緯があ

ります。そんな中、やはりこの地に来て本当によかったね、この自然な大風景をパノラマを

目にすることによって、また、火山と共生をするこの地域、この地域を肌で感じることがで

きた、また、学ぶことができたと、そういうふうなトータル的なまちづくりを今もやってい

るわけでございますが、先ほど申しました宿泊キャパがなかなか少ないという部分の中で、

今、頑張っていただいているホテル・旅館等さんについては、それぞれ特色を出しながら私

どものホテル、私どもの旅館では、これを売り物にしております等々で、古くからのなじみ

のといいましょうか、お客様を抱えている部分があります。 

  そんな中で新たな客層を呼ぶ、新たな客の動向体系に対応していく、以前は団体旅行が主

流であったものが、今は個人旅行に変化している、そういうものもいち早くキャッチしなが

ら、それぞれに対応できるような観光宿泊施設、あるいは観光地にしていかなければならな

いなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、理事者が述べられたことに対しましては、私も同感であるわけ

であります。今、理事者も言葉に出ておりませんが、あらわれているのは循環型観光という

ものを考えているのだなと、あるいはまた、考えていかなければならないなと思っておりま

す。今、私自身、誤った見方をしておるかもわかりませんけれども、外国人観光客等々、い

わゆる観光客がふえているところ、偏りがあるのではないかなと思っています。町全体が、

洞爺湖温泉全体が本当に経済の活性化になっているかというと、いまいちではないのかなと

思っています。 

したがって、いかに洞爺湖温泉に来てくださった方々が散策をしながら、いわゆる今、理

事者が言われたような各施設を回って歩く、いわゆる循環型というものをこれからは真剣に

考えていかなければならない課題ではないのかなと思っております。いわゆるいろいろな資

源がありますよ。ただ、自然資源ばかりが観光資源ではありません。今、述べられておりま

すように、働いている方々の訪れてくださっておる観光客に対して、どういうおもてなしの

心を提供するのか、これも一つの資源であります。こういったことやら、あるいはまた食の

関係も含めて、一生懸命やっている方もいるわけでありますけれども、いまいち洞爺湖温泉

の来たならば、これが洞爺湖温泉の食だよというような、そういうことも大きくクローズ

アップされるように努力を重ねていかなければならないのではないか、いわゆるいろいろな

循環型の観光というものをもう一度、原点に振り返って考えるべきではないのかなと思って

おります。 

私は、そういうことを考えて、いかに観光産業の行方というものを考えたならば、資源を

活用して付加価値をいかに高めるかということに、重点を置いた施策・方策が求められてい

るのではないかなと思っております。若干、洞爺湖観光の中で大きな資源であるなというこ

とを何点か触れさせていただきます。これだけではございませんけれども、その一つには、

北海道三景というものがあって、私は以前にも申し上げておりますけれども、利尻富士と定
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山渓と旧洞爺地区から見る、いわゆる洞爺寺から見る風景ですね、これが北海道の三景と言

われております。 

  それから、当然、皆さんご承知のとおり、洞爺湖の八景というものがございます。その中

には、一つには、私もたまたま体を清める、あるいはまた健康を考えて歩いておりますけれ

ども、月浦展望台も一つの洞爺湖の八景にもなっているわけであります。それから、我々は

相当のお金を投資したのだけれども、その投資したのにもかかわらず、それを生かそうとす

るエネルギーがいまいちかなと思っているのは、58基の野外の彫刻であります。これも大き

な資源として、もっともっとクローズアップできるようなそういう施策・方策が求められて

いるのではないかなと思っておるのですよ。 

  そういうことを考えながら、これからの洞爺湖観光というものをもう一度見直して、いわ

ゆる多くの住民の方々が、この観光産業のあり方というものを意見を出せれるようなそうい

う組組織化を図って、今まで以上に洞爺湖観光が飛躍する、躍動する、そういう組織体をつ

くってはどうかなと思うのですね。その点について、理事者はどのようなお考えお持ちで

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員のほうからお話ありました。洞爺湖周辺には北海道三景、特

に洞爺寺のほうから見る洞爺湖、これはまた温泉街から羊蹄・蝦夷富士を眺めて見る風景と

はまた違う景観でございまして、本当にすばらしいなというところでございます。また、洞

爺湖八景、さらにはジオコースと言われております洞爺湖畔を通って洞爺の親水公園まで、

今、ちょっと整備をやっておりますけれども、そちらのほう、こちらのほうもすばらしい景

観かなと。それと、きのうもお話に出ておりました。これから十分検討しなければならない、

いわゆるジオパークのコース、こちらのほうも本当に見どころがたくさんございます。地質、

地層、さらにはいろいろなものを確かめ合いながら、体験しながらそれを歩いて行く、こう

いうコースはしっかりこれからいろいろな意味で、アピールを考え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。 

  そんな中、私どもの町には、先ほども申しましたいろいろな資源がありますが、その資源

をうまく利用するのもまたお客様へのおもてなしの心を持ってお迎えし、来ていただいたお

客様に感動していただくのも、やはりそこに住む人々、これが一番対応がおもてなしにつな

がってくるのかなというふうにも思っております。私どもの町は小さい町ではありますけれ

ども、１年を通じていろいろなイベントを今、地域の方々が、商店街、頑張っていただいて

おります。マンガ・アニメフェスタも、最初の出だしは１日間でたしか3,000人くらいの方

が、この町に来ていただいたかなというふうにも思いますが、昨年は２日間とうとう雨が、

大変な雨の中開催したというふうに聞いておりますが、それでも５万1,000人の方が訪れて

くれたと。 

  今、定住人口が洞爺湖温泉は1,000ぐらいですから、そこに５万1,000人の方が集まってい

たいた、このエネルギー、集める、そしてみんなで楽しむ、それを開いたいただいた実行委
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員会の皆さんのエネルギーといいましょうか、そういうものがやっぱり相当熱いものがある

なというふうに感じております。そういうお祭りを今現在、洞爺湖周辺ではかなりの数、実

施をさせていただいております。私は、今までの実績にとらわれることなく、また、そうい

う新しい芽がどんどん出てきて、洞爺湖に行ったら楽しいぞと、おもしろいぞと、また行っ

てみようと、そういうふうな町になれるよう、みんなと力を合わせて頑張っていきたいなと

いうふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。先ほどから申し上げているように、今の洞爺湖観光

で満足をしているとするならば、私は非常に懸念、危惧、憂慮せざるを得ないのであります。

先ほど申し上げましたから割愛をさせていただきますけれども、いろいろとトップセールス

などもやりながら、それから観光客の誘致に向けて観光協会も努力されているでしょう。い

ろいろな方々が努力をされているのは、それは私は歓迎をしておるわけであります。歓迎、

感動しておるわけであります。しかし、幾ら観光客に来ていただきたい来ていただきたいと

言っても、受け入れ態勢が未熟ならば、私はそれは大いに反省をしなければならない。来て

くれと言うならば、受け入れ態勢もしっかりとした盤石な受け入れ態勢の基礎というものを

つくり上げておかなければならない、こう思うのであります。 

  今、受け入れ態勢の強化を図るということで、よその町の一例を挙げてみますけれども、

オーストラリア政府と加森観光と札幌の国際大学が連携をして学校をつくると、これは候補

地は留寿都になるのではないかと言われております。この学校をつくるというのは、観光産

業に従事をする人たちの確保も含めて、外国人が来ても気楽に会話ができるようなそういう

環境を整えなければならないと。ニセコ周辺の観光産業を営んでいる方々の、これは共通課

題なのですね、通訳が必要だということは、共通課題なのですよ。この共通課題というもの

が洞爺温泉地区では、どのような状況下にあるのかということ、おわかりできるかと思うの

ですが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 外国人観光客が洞爺湖町・洞爺湖温泉を訪れて、言葉の壁がな

く観光ができるかどうかというお話かと思います。 

  一つには、ニセコに関しましては従業員が外国人、欧米関係が多い中、欧米人を採用して

対応しているという状況にあります。また、洞爺湖温泉につきましては、アジアの方々が多

く来られている中で、各ホテル・旅館においては中国系の従業員の方を受け入れて、その

方々が外国人というか、中国人の方々と対応する。また、洞爺湖温泉の観光協会においても

バスターミナルの窓口のところにおいては、英語等において対応するようにはしております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） そういう、今、課長が答弁されたように、窓口等々については確保

されているのかもわかりませんけれども、ホテルあたりにそういう専門に会話できるような、

通訳できるような状況下は、どうなのですかということを含めて聞いたのですけれども、そ
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れはそれとしていいとしても、いわゆる外国人観光客が来ても気さくに会話できるような、

あるいはまたホテル内においてもいろいろと会話できるような、そういうたい態勢も必要で

ないのかなという気がしてならないのですよ。そういうことも必要ではないのかなと、そう

いったことをニセコ周辺の自治体やら、観光産業を営んでいる方々というのは、先ほど申し

上げましたけれども、オーストラリア政府であるとか、あるいはまた加森観光であるとか、

あるいはまた札幌国際大学が一体となって学校を立ち上げて、そういう受け入れ態勢を強化

を図ることによって、冒頭申し上げたように500万人の来る態勢も維持できるだろうと、そ

ういう狙いを込めて取り組んでいこうとしておるわけであります。 

  それから、理事者ご承知のとおり、８月から阿寒国立公園が、阿寒・摩周国立公園という

ことで名前が変わるはずです。このことも阿寒地区においては、大きな核にしなければなら

ないと、今までは阿寒国立公園だったものが阿寒・摩周国立公園に変わると、ここだと、そ

ういうことを考えて、今、いろいろと一堂に集まって策を講じているようであります。これ

は８月から変わるのであります。ちなみにこういう国の指定を受けた方々が、あの地域で国

立公園等々が変わるということは日本でも初めてなのですね。だけれども、阿寒国立公園が

阿寒・摩周国立公園に変わるというそのことを核にしていきたいという、そういういろいろ

な地域で試行錯誤やら、切磋琢磨の中で燃えているわけであります。ぜひ洞爺湖温泉でも、

これから洞爺湖観光をさらなる躍動させるために、するために燃えなければならない、住民

全体で燃えなければならない。観光産業に従事している人だけでなくて、全町挙げて西胆振

経済圏の核になっている洞爺湖温泉、あるいは洞爺湖町の経済の土台となっておる観光産業、

これをしっかり全町挙げて取り組んでいかなければならないと思いますけれども、その辺の

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） 今、議員おっしゃられました阿寒・摩周、釧路を中心として、こちら

のほうについてはちょっと一歩、先にやられたかなという感がしてならないところでござい

ます。それというのも私どもは、当初から観光庁のいわゆる登別・洞爺広域観光圏の枠組み

を、これは私どもの地域が先にいただいたわけでございますが、その後、国土交通省・観光

庁の中の協議の中で新たな観光体系というものを模索し始めた。私ども、登別・洞爺広域観

光圏も、実は国交省のほうと協議をしておりました。その中で、このエリアだけでなくて千

歳、あるいは札幌も含めた道央観光圏として、何とかその動きをさらに拡大できないかとい

うお話でございましたが、前段でも申しております札幌は一大観光地でございます。そちら

のほうがなかなか動きが鈍いということもございまして、今現在もそちらのほうと何とかタ

イアップができないかということで、協議をさせていただいているところでございます。で

きれば大きな枠組みの中で協議を一緒に、足並み歩調をとらえていきたいなというふうにも

考えております。 

  また、以前から道央３温泉というふうに言われておりまして、私どもの地域は定山渓、そ

して登別温泉、そして洞爺湖温泉と、これが道央３温泉として古い時代から栄えてきたとこ
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ろでございますが、これらの道央３温泉をさらに拡大できるようなものを模索していかなけ

ればならないのかな。確かに、北海道観光208万人の方が昨年は泊まっていただいておりま

すが、その多くはこの道央圏に集中しております。そんなことから、それをさらに拡大する

ための模索を今後も続けていかなければならないというふうに考えておりますが、ちょっと

前段で外国人の語学に対する対応のこともちょっと出ておりましたので、私どもの町という

ことではないのですが、私どもの町で営業しておられる会社のほうが、今、観光学校みたい

なものを建設、苫小牧市のほうですけれども、建設していただいて、それを各それぞれの地

域のホテルのほうに、そこで学んだ方々をできれば送り込みたいというお話も承っておりま

す。 

  また、洞爺湖温泉の観光、あるいは旅館組合のほうでは、年２回、春と秋にアジア系の語

学、あるいは英語の語学、これらを講師をお招きして今、講習会を開いていただいておりま

す。そういうことで、従業員の方にも英語の対応ができやすい、またはアジア系の対応がで

きやすいような勉強会を重ねているところでございますが、これらについては今後もしっか

り考えていかなければならない。 

  それと、先ほどもう一ついいことを言っていただいた、ご提言をいただいたのは、外国人

のスタッフを何とか行政の中で、私どもの職員の中には英語をしゃべれる人間が何人かおり

ます。ただ、そうではなくて外国人の方が、外国人の方に対してご案内を、この地域をご案

内できるスタッフ、これは何とか検討してまいりたいなというふうにも思っております。特

に、アジア系の方、あるいは最近は欧州だけでなくて欧米の方も、特に北海道は今回、山谷

副知事がアメリカへ北海道をアピールと、ＰＲするということで使節団を組みまして、欧米

からたくさんの方に来ていただきたいということを、今、率先してやっていただいているわ

けでございますけれども、それらの方が本当に来たときに、その国の方がご案内をすること

によって付加価値がつくであろうそういうことも考えながら、ただいまのご提言に対しまし

ては、本当にしっかり検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、時間の関係でございますので、２番に入らせていただき

ます。 

  いわゆる2020年には、白老のポロト湖畔に特別アイヌ民族博物館、それから国立民族共生

公園が誕生するわけであります。この象徴空間ですね、民族共生象徴空間が整備をされるわ

けであります。そうなると、非常に、今、カラスが鳴かない日があってもアイヌ民族関係の

文化的な歴史関係が、新聞に載らない日がないと言っても過言ではないのかなと思っており

ます。これは国立公園でありますから、国でやる事業でありますから、当然、国あたりも積

極的にアイヌ民族の博物館、象徴空間等々のほうに観光客を誘致するようなそういう努力は

されると思うのですね。 

  そうすると、白老町ということになると、すぐ隣町には登別温泉があると、これは大きな

脅威として感じ取っておかなければならないなと。そして、その脅威に対して洞爺湖観光も



－61－ 

これは負けてはならないというそういう気運を高めて、しっかりとした洞爺湖観光が飛躍で

きるような基礎づくりをしておかなければならないのではないかなと思っております。 

  そこで、この象徴空間というのは、公開される日にちが決まりました。これは2020年の４

月24日に決定をされております。2020年の４月24日に、この象徴空間が公開をされると。今、

そういうことから、ことしの秋ぐらいまでに国道の整備に入ると、いわゆる国道36号線の延

長4.8キロ、４車線、こういうことを国で道路の改良等々に入る予定になっておるわけであ

ります。 

  それからもう１点、やはり化石と言ったらむかわ竜、このことも非常にこれからの鵡川町

あたり、あるいはまた白老町あたりの資源として、あるいはまた修学旅行生を呼び込むため

のいろいろの教材が確保されたということで、修学旅行生そのものも白老であるとか、鵡川

方面に行ってしまうのではないかなという自分は懸念を持っているのですよ。それでなくと

もやはり修学旅行生というのは、どんどんどんどんと落ち込んできていると、そういうこと

を考えれば、これに対抗できるような策を講じなければならないという思いを持っておりま

す。私は何点か、ある資源をこのように活用してはどうかなということを述べさせていただ

きますので、理事者の見解を伺っておきたいなと思います。 

  その一つには、洞爺湖温泉市街地に防災施設があります。これは砂防・治山監視というこ

とで、この施設の中で砂防堰堤、導流堤、あるいはまた遊砂地があります。遊砂地は特に、

ふだんは利用可能なわけであります。道の制度からいっても可能なのですね。したがって、

いかに下流の市街地を守るかというのが遊砂地であって、これは十分活用できると。 

  かつて、あそこに砂防施設ができるときに、洞爺湖温泉の方々があの中にサッカー場をつ

くってはどうなのだと、こういう声も上がりました。しかし、防災施設の中にサッカー場と

いうのはちょっと無理があるということで、断念したという経緯もあります。 

  それから、今、噴火の被害によって噴火遺構物ということで、やすらぎの家、あるいはま

た公営住宅がございます。私は、かねてから自然淘汰されるのも大いに結構でございますけ

れども、やはり洞爺湖温泉に来て観光資源の一つとして、それからあそこを活用したり見る

ことによって、防災意識というものをしっかりと定着できるような箇所として、あそこに花

を植えてはどうなのだと。そして、噴火遺構物と周辺の花を植えることによってコントラス

トを高めて、それも一つの観光資源として活用ならないのかという議論を、協議をした例も

ございます。 

  先日、あそこの防災施設を尋ねてみると、トラックの森というのがあります。トラックの

森。これトラックの森であじさいの小道、これは名前そのものも非常に感動されるあじさい

の小道、これはいいのではないのかなと思ったのです。これは地域温暖化防止を目的として、

洞爺湖町の看板に書いてあるのですね、洞爺湖町の協力を得て植樹したものですと。いつ植

樹したのよと思ったら、平成21年の６月、社団法人室蘭地区のトラック協会があじさいの小

道、トラックの森、こういうことになっているわけであります。 

そこで私は理事者に提案申し上げたいのは、先ほど若干触れさせてもらいましたけれども、
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あそこも一つの資源として活用したらどうなのか。ただ、被災をされた噴火遺構物であるの

ですよということもしかりですけれども、花・木、木はだめだな、花を植えてコントラスト

を高めるという、これも一つの大きな資源に生まれ変わるのではないかなと思うのですよ。

私は、あの地域を見て、何とかこれはできるだろうよと。町の財政、財源を活用するという

ことでなくて、例えばどこどこ団体に呼びかけて、あの一角にあなたの団体は花を植えてい

ただけませんかと言ったら、私は集まるという気がしてならないのですよ。今、洞爺湖温泉

の中では、道路には、すみれ会といっていろいろボランティアの方々が花を植えて、観光客

やら住民の方々に和みを提供してくれている、これは大いに感謝しなければならないと思い

ます。 

  したがって、くどいようではありますけれども、あの施設の中に固定化される施設は無理

でしょうから、花を植える程度は十分可能だと思うのですね、道の許可を得られるだろうと

思うのですよ。そういうことをすることによって、洞爺湖観光の意識を向上させる、あるい

はまた防災に対する意識も持つことができるのが、あそこにしっかりと定着させてはどうか

なという思いを持っておりますけれども、その辺を伺っておきたいなと思いますが、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） ただいまご提言いただきました花の関係、これは非常に参考になるご

意見だなというふうに思っております。有珠山を抱えて、噴火する山有珠山、そして火山と

の共生という町の形成でございますが、その噴火災害を逆手にとりながら、そこにまた新し

い観光資源を見つけていく、このためには美しいもの、特に花等々については、美瑛の丘で

すとか、あるいは中富良野のですとか、花で町おこしを成功させている事例もあります。そ

んなことから、大変貴重なるご意見を賜りましたので、それらについては土現、あるいは各

関係機関のほうと十分協議をしていきたいなというふうに思っております。 

また、トラック協会が協力をしていただきましたあじさいの小道・トラックの森、こちら

のほうにつきましても民間企業のいわゆる社会貢献ボランティアとして、お手伝いをしてい

ただきました。今現在も私どもの町のほうにも、社会貢献ボランティアとして、植樹ですと

か、そういう面のご協力をいただいているところがございますが、広大な用地がございます

ので、その中にぜひ花を一緒に植えてみませんかというのも、一つのアイデアかなというふ

うに思いますので、そこら辺はしっかりこれからも対応していきたいと。 

それと、遊砂地、沈砂池については、以前からいろいろな面で活用はさせていただいてお

りました。これも特に民間の方々が、一生懸命頑張っていただいたわけでございますが、Ａ

ＲＫラリーのタイムトライアル、あるいはマンガ・アニメフェスタによるやすらぎの家町営

浴場跡地、あるいは公営住宅跡地、そちらのほうにコスプレになった方々が中に入っていた

だいて、そして記念撮影を撮っていただいている、こういうものでも交流をしていただいて

おりまして、それはそれでさらに伸ばしながら、今の花の関係については今後、検討をして

いきたいというふうに考えております。 
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○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。ぜひあの地域は、そうあってほしいなと思

います。 

それから、あと何点かについて若干ご提案申し上げたいなと思うのですね。今、非常に全

国的に秘境ムードであります。厳しいところに観光客をお迎えすると、こういうムードが高

まっているわけであります。私も檜山管内熊石で、質問しても町長も、なまっていて何言っ

ているかわからないなという思うところもあろうかと思いますけれども、これでも田舎に

帰ったら都会人であります。言葉は。 

そこで余談になりましたが、今、ここ最近テレビでも何度も放映されておりますけれども、

檜山管内のせたな町、大成地区であります。ここに大成の太田山神社というのがあるのです

ね。これは昔は陸から行けなかったのですよ。恐らく教育長は登っているはずです。私の子

供のころは船に乗って、大漁旗を掲げて何十艘も太田山参りに行くのですね。この太田山と

いうのは、神社あるところの頂上までは485メーターであります。急な絶壁を登っていくの

ですよ。そこへ行って、神社近くになると鎖で登っていかなければ、神社にたどり着けない

と。登るのに２時間、場合によっては２時間半、下りは当然短縮されますけれども、そうい

うところに今、非常にテレビカメラが殺到していると言ったらオーバーに聞こえるかもわか

りませんけれども、非常に注目しているのですね。 

それというのも全国一参拝難しい神社だというのを売り物にしているのですよ。そういう

ことで、町おこしをしようではないかということで、どの地域も盛り上がっている。隣町で

は、小幌もある程度いろいろと東京方面やら、本州方面からも来てくださっているというこ

とも伺っておりますけれども、やはり秘境というものをひとつ考えてみてはどうかなと。秘

境を資源するといったら、いろいろ時間もかかると思いますが、いずれにせよ洞爺地区には

早月の滝というのもあります。この早月の滝、僕は洞爺地区は余り自然を壊すようなそうい

う開発行為は好きではないのでありますし、余り希望しませんけれども、秘境ということを

考えたら、早月の滝もその資源の一つだよなと。 

それから、洞爺湖の湖の中に一つ暗礁地帯があって、人間が立てるような場所もあるなと、

こういったところを点と点で結ぶことによって、別な資源が生まれてくるという気がしてな

らないのですよ。そういったことも私は真剣に考えていくべきだろうなと思っております。 

それからもう一つ、理事者、今回、三豊隧道、トンネルを抜けると洞爺湖が見えますよね。

あれはやっぱり皆さん、喜んでいますよ。出たら洞爺湖だと、いいなって、あれをいつ、木

を伐採するのもいろいろ環境省あたりの壁があって、大変だっただろうと思います。ご苦労

なさった職員は多くいただろうと思いますけれども、私は今、車で通ったり、あの辺も歩く

のですけれども、旧洞爺湖温泉の見晴台。今、木が何十年もたちましたから伸びてしまって、

私は旧虻田町に来たときは、洞爺湖温泉を眺めるといったら見晴台に行ったものですよ。あ

そこから見る羊蹄、あそこから見る洞爺湖というのはすばらしい景観なのですね、景観を見

ることができる。あの辺も何とか、国あたりも何千万人を呼ぶ、外国人を呼ぶのだとか、あ
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るいはまた500万人も北海道に呼び込むのだということになれば、国であろうと道であろう

とも多少の大きな壁をクリアできるという、そういうことにはなるのではないかなと思うの

ですね。 

したがって、私は洞爺湖温泉のよさ、洞爺湖のよさ、そのことによって観光客が来ていた

だけるということならば、旧見晴台も一部、木を間引きするとか、そういう方法とれないの

かなと。この辺も理事者、真剣に考えていただきたいと。洞爺湖温泉に来たら、あそこでみ

んな修学旅行生のバスもそれから一般の観光バスもとまって、洞爺湖はいいね。札幌から来

ると、一つの眺望できる場所がございますから、名前を言うとえこひいきだなと言われるか

もわかりませんけれども、あの見る風景もすばらしい。ところが、旧見晴台もすばらしいわ

けでありますから、あの辺もひとつ、バイタリティーの町長のエネルギッシュな町長の力を、

政治力を使って何とかクリアできるという、そういうことにはならないのかなという気がし

てならないのであります。 

それから、町長、今度は、これから後ほど触れますけれども、道路の改良が完成したとい

うことで、旧道道、今でも旧と言わないのかな、道道洞爺湖登別線の大通線、今度、町道に

なったわけですよね。あれを定期ごとに、毎日と言ったら障害が出るでしょうけれども、い

わゆる歩行者天国にして、あそこで野外ライブやっているとか、ライブやるのだったら、に

ぎわい広場あるべやと。それはそれで結構ですけれども、そういう野外のライブをやるとか、

あるいは今、非常にアピールしているのは小樽市のアーケードの中に、それから札幌市の狸

小路のアーケードの中でピアノを置いて、そこで野外ライブをやったりしているのですね。

それから、弾ける人は自由に弾いていただきたいという、そういったことも考えながら、あ

るいはまた歩行者天国にしたならば、無形文化財の獅子舞だとか歌っている、踊っている、

歌っているということないな、踊っていると、披露していると、そういう時期を見て、そう

いう発想転換を考えてはどうかなと思っております。 

それからもう一つ、今、洞爺湖温泉の大きな活性化として、花火というものがございます。

私は、花火を上げたときに水質の被害だとか、そのことでいいのかなと、花火を毎日上げる

のはどうなのかなと疑問に思った一人でもありますけれども、しかし、今、洞爺湖温泉の活

性化の一つの大きな花火も要因なのだと。これで食べている人もいるのだとするならば、声

を高らかにして、反対ということにはならないなという気持ちが整理されてきているのです

よね。そこで、去年、おととしあたりから、大玉５連発とか、それから108連発、洞爺だか

ら108ということであります。108連発ということをどんどんどんどん上げた去年、この中で

見に行った方は何人いるかというと、全員行っただろうと思いますけれども、あの108連発

ですね、連続花火、あれは見事ですよ。本当に見事だ。５連発はバババアーンといったら消

えてしまうけれども、108連発の連続花火は物すごい見応えある。あれも一つの花火も資源

として、これからも活用していくとするならば、もっともっと観光協会や関係団体と協議を

して、町も幾らかの財政負担を考えながら、定期ごとであるとか、あるいはまたイベントあ

るごとに108連発で歓迎をすると。このことによって、全国的に、全世界にも洞爺湖温泉の
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花火はすごいぞ、このことも一つの観光客誘致の大きな各資源になるのではないかなという

思いを持っておるわけでありますけれども、先ほど理事者、ちょっと俺にも発言させれよと

いうような、見えますので、その辺の何点か。即、全部やれということは無理な部分もあろ

うかと思いますけれども、やれる部分だけでも、白老の民族博物館が建設されても脅威を感

じない、どんどんどんどんと洞爺湖温泉にも来ていただけるという、その策の一環として述

べさせていただきましたけれども、理事者の見解を求めたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 白老アイヌ民族象徴空間、これは今、政府を挙げての仕事ということ

で、相当多額の費用を投入してでき上がる、もちろん今おっしゃっていただきました国道37

号線の片側２車線、全体で４車線、これらの整備も行われるというふうに聞いております。

私ども胆振管内の洞爺湖町は、この胆振管内で三大遺産と言われているユネスコ世界ジオ

パーク、さらには今、世界遺産を目指しております北海道・北東北縄文遺跡群、その中の入

江・高砂貝塚、さらにはアイヌの象徴空間、これが胆振の三大遺産と言われております中に、

むかわの恐竜化石、これも今、四大遺産にしようかという動きもあるわけでございますが、

その中でやはり私どもの町も一般の観光客の方はもちろんのことでございますけれども、修

学旅行生を何としても呼び戻さなければならない。そのための施策として、ただいま首都圏、

あるいは関西方面の特に権威のある学校の先生方を通じて、何とか洞爺湖のほうに修学旅行、

この間もちょっと汽船会社に用事がありまして行きましたら、これは岡山の高校生がバスで

遊覧船に乗っておられた。だんだん今まで種をまいた旅客誘致が、芽を出してきているのだ

なという感じがいたしますけれども、全国的に子供の数が減っていると。学校単位で来てい

ただいても、以前の数よりも相当減っているという部分がございます。 

  しかし、数をたくさんふやしながら、特に今までは道内の小・中学校、こういうことで

ターゲットを置いておりましたけれども、今現在は、関東・関西方面、さらには中部方面と、

そちらのほうまで足を運び、何とか誘客に努めていきたいというふうにも思っております。

そのために、お迎えをする側の中で、先ほどもご提案をいただきました見晴台の再考、今、

実は国交省のほうとも打ち合わせをさせていただきました。国交省のほうの見解としては、

特に230号線の入江から温泉に上る西山火口周辺、この辺もそうなのですが、そこのところ

については実は国のほう、国交省のほうとしては道路管理から外しているということで、使

うときにはそれらの省庁、管理をしている省庁のほうと協議をしてください。 

  今現在、西山火口周辺で私どもは、あそこの正断層を何とか世に出したいということを計

画しておりますが、それらについては、開発局のほうではなくて違う部署と協議をしてほし

い。例えば、環境省さんですとかというお話も承っておりますので、以前からあの見晴台、

昔の230号線は非常に景観のいい場所でもございましたので、それらちょっと検討してみた

いなと、町のほうでどういうふうなことができるのか検討してみたい。さらには、洞爺湖温

泉の本通線、ホテル、土産店の間の通りが町道に、もともと町道だったのですけれども、そ

れらが大型車両が通れなくなるということもございますので、イベント、あるいは前からご
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指摘いただいております歩道を若干延ばして、そして歩く方が安心・安全に通れるように、

しかもトランクを下げて歩くときにカタカタカタカタ音がするだとか、道路が非常に、歩道

が傷んでしまうだとか、そういうご意見も承っておりますので、そこら辺については総体的

に検討していかなければならないだろう。まちづくりの観点からも、あれを生かしたまちづ

くりを考え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。 

  花火の関係もございました。108連発、最初18連発かなと思ったのですが、洞爺にかけて

108連発ということで、非常に昨年も好評だったということから、今、観光協会のほうでは

今年度もやる予定というふうに聞いておりますが、これらも多くの観光客の方にお聞きする

と、洞爺に来たら毎日花火上げていると、「あの花火は非常に楽しみだね」という旅行会社

さんの話も聞いております。観光協会とも十分協議しながら、これらの支援体制も確立して

いきたいなというふうに思っておりますが、とにもかくにも町に来ていただいたお客様に、

やはり一人一人がおもてなしの心を持って、そして洞爺湖に行ったらおもしろかったね、よ

かったねと言われるような観光づくりを努めることによって、さらに多くのリピーターが来

ていただくのではないかなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。 

  それでは、時間の関係もございますので、３番目のサイクリング観光推進に向けての考え

方を若干伺っておきたいなと思います。 

  今、北海道でもサイクリング観光というのは、非常に注目をしておるようでありまして、

過日、北海道胆振総合振興局産業振興部で、食と観光戦略推進室が主体性を持ってサイクリ

ングロードを整備する方針も含めて、今日の取り組みの経過報告会も行われたようでありま

す。いろいろ観光客の方々、何人かにも聞いてみると、道道の歩道は未整備のところもあり

ますし、やっぱり危険な場所もありますよねということが聞こえてまいります。 

  したがって、将来的には洞爺湖一周のサイクリングロードというものも、一つの洞爺湖観

光の核になるような気がしてなりませんので、したがって理事者、これから道あたりに積極

的に働きかけをして、危険な箇所だけでも速やかに整備をしていただいて、サイクリング観

光もできるような、そういう環境を整えられないのかなという思いを持っております。 

  ちなみに昨年、洞爺湖町議会のほうで、経済常任委員会のほうで瀬戸内のしまなみ海道と

いうところが行ってきたということで、本当に行きたかったなと後で思ったのですけれども、

ここはサイクリングロードは日本で初めて、海峡を横断できる自転車道というのが整備され

たのですね。これは全長70キロという、今治市から尾道までということでありますけれども、

こういうのを即つくれといったって、そんな簡単なものでないのはわかっているわけであり

ますけれども、これからそういう日本の国が外国人観光客も含め、あるいはまた道内外観光

客も含めて観光客誘致を積極的にやって、いわゆる39兆円産業と言われるぐらいのエネル

ギーを持って対応していきたいということならば、やはり少なくとも洞爺湖一周できるサイ

クリング環境というもの。ロードをつくれといったって無理なことでしょうから、環境とい
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うものをやはり整備する必要性があるのではないかなと思うわけでありますけれども、理事

者は、最後にご意見あったらお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖一周のサイクリング関係でございますが、ただいまも羊蹄山麓

の特に俱知安の比羅夫の方々等々と調整をいたしまして、グランフォンドという自転車を楽

しんで、競技ではなく自転車に乗って楽しむというふうなイベントを何回か、毎年やらさせ

ていただいております。また、今、洞爺湖一周のサイクリングを楽しむという方が、年々ふ

えてきているのなという感じをいたします。単なる競技用のスーツ、あるいは自転車・ヘル

メットを着用してのサイクリングではなく、いわゆるママチャリというのでしょうか、ああ

いうものを乗りながら一周をされている方が、非常に最近多くなってきている。これもやは

り以前からのそういう取り組みが、今、口から口へ口コミでだんだん広がってきているのか

なという感じがするわけでございますが、何年か前に北海道をブロックに分けて、それぞれ

の北海道大会をやっていただいております。 

  たまたまこちらのほうのブロックに入ってきたときには、室蘭市さんが中心となってやっ

ていただいたわけでございますが、来年、私どもの町にまた、こちらのグループのほうに、

全道のサイクリング大会を呼ぶというふうなことを聞いております。そのときにコースとし

て、洞爺湖一周をぜひコースにしたい、９月１日、２日の予定で開催したいというお話も

承っているところでございまして、今現在の洞爺湖を一周するときには、当然、大会が、ま

たはそういう何か大きな催し物があるというときには、やはり地域の方々のご理解をいただ

いて、そしてご協力をいただいた中で実施をしなければならないというジレンマというか、

そういう制約があるわけでございますけれども、それはそれとして今現在も事前にお願いを

し、そして終わった後も「ありがとうございました」のお礼を言わさせていただいていると

ころでございますが、それはなかなか今すぐに整備というのは難しいのですけれども、土現

さんのほうには、今、言っていただいた危険箇所、こちらのほうの安全対策を何とかしてほ

しいということで、あと残りが200メートルでしたか、防護ロープというのでしょうか、あ

れを月浦のほうまでもう少しなので、もうちょっと我慢してほしい。今年度もたしかやって

いただけるように、今、お願いはしておりますけれども、それができれば大体の危険防止柵

が完了するのかなと。あとは退避場所をどういうふうに設けていくのか、落石防止をどうい

うふうに設けていくのか、これは今も室蘭開発、建設管理部、昔で言う土木現業所さんのほ

うと、十分協議をさせていただいております。 

  また、そういう道路パトロール、例えば小石が落ちていないか、物が落ちていないか、サ

イクリングをするときに邪魔になるものはないだろうか、そういうことのパトロールの関係

でしっかりお願いしておりまして、できれば洞爺湖をゆっくり楽しむ自転車のコースに、こ

れからも努力を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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございました。そういうことで、積極的に関係機関に働
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きかけをして、そういう環境を整えていただければとな思います。 

  最後になりましたが、洞爺湖観光をさらなる躍動させる、飛躍させるためには全町民が一

体となって、ある意味での営業マンになったり、基礎づくりの核になるようなそういう環境

を整えていかなければならない。今の洞爺湖観光で満足しているとするならば、懸念する、

危惧する、猶予しなければならない面もありますから、そういうことできょうは質問させて

いただきました。 

  最後になりましたが、先ほど花火の関係申し上げました。来月の７月22日に108連発、恐

らくきょう聞いている方々は、みんなこの遊歩道に集まっているのではないかなという期待

をして、この件については終了させていただきます。ありがとうございました。 

  続いていいですね、（「はい」と発言する者あり） 

  それでは最後なりましたが、道道洞爺湖・登別線中央通の交通安全対策について伺ってお

きたいなと思います。 

  質問の要旨については触れておりますから、割愛をさせていただきたいと思うのですが、

実は町長、この眺湖通が完成しまして、車が非常に多くなった。一つには、今まで町あたり

も努力をしてきた、担当者も積極的に努力をしてきたなと思っておりますが、それがクリア

できないで今日に至っているということも十分理解しております。身障者の方々やら、高齢

者の方々から、何とか一日も早く信号機をつけていただきたいと、そういう声が聞こえてく

るのですよね。 

  それから、身障者の方で、こういう人がいました。先日、横断するときに、目の不自由な

方なのですよ。マイクロバスとぶつかりそうになったと、誰か犠牲者が出ないと信号機なん

てできないのかなと、設置してくれないのかなと。こういう声を聞いて、私はこの種の課題

は、町道であったら課長のところに行って聞けばいいことだけれども、なぜあえて交通安全

対策ということで取り上げたかというと、道道であるわけでありますから、当然、道の考え

方もあるでしょうけれども、いかにしてその地域で住む住民の方々やら、特に身障者の方々

から身を守るかということを考えたならば、一日も早く信号機を設置するという、これに尽

きるのではないかなという気がしてなりません。 

  横断歩道の問題もありますけれども、最後になりました。もう一つ。 

  この眺湖通ができて、泉公園線からおりていきます。場合によっては、名前言ってもいい

と思いますけれども、大平商店のところから上がってくると、左右確認するのに中央線まで

出ないと、車両が来ているということは確認できないようなそういう状況下にあるのですね。

理事者もご存じだと思いますけれども、かつて37号線に開通する改良工事で終了すると同時

に、黒松だとか松をどんどんどんどん植えた。あれは車両、左右から来る車両を確認するこ

とができない、見通しが悪いということから働きかけをして、あそこ松をトドマツなども除

去してくれた。そして町の努力によって花植えてもらって、非常にフラワー道路と言って有

名なのですよ、町長。洞爺湖の虻田地区のあそこ通るときに、花いっぱい植えてきれいだも

のねと、そういう眺湖通にしてはどうかなと思うのですよ。してほしいなと思うのですよ。
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見通しが悪い、事故が起きてからでは遅い、そういうことを真剣に考えていかなければなら

ないだろうなと思います。 

  もう一つ、これは苦言でありますけれども、どうも警察が交通安全、これは交通安全対策

の一環としてやっていると言えば、これ以上は言えないかもわからない。しかし、せっかく

洞爺湖温泉に来て、花火はよかったね、環境もよかったね、食事もよかったねと言っていな

がら、帰りに一時停止しないでつかまるという、これは何とか警察の方々、法を守るという

ことは大事だけれども、洞爺湖温泉抜けてからやってほしいよと、やるのならば、そういう

思いがあるのですけれども、この辺は働きかけしてもどうにもならないことなのでしょうけ

れども、どうなのですかね。 

  したがって、信号機と、それから見通しが悪いので撤去すると、木を撤去するというそう

いったとをどのように考えているのか。それともどういう状況下にあるのか、説明していた

だければ、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 道道洞爺湖登別線の関係でございます。 

  本年３月16日、道道洞爺湖登別線中央通、眺湖通の全線開通以降、議員、今、おっしゃっ

ていただきましたとおり、洞爺湖温泉を通過する車両のほとんどが中央通、眺湖通に走行し、

道路の直線化と速度の抑止効果が高い信号機が沿線にないというような状況から、以前にも

増してトラックやトレーラーなどの大型車両は、制限速度を超えて走行しているような現状

となってございます。 

  特に、中央通に面した町道の交差点付近につきましては、今、住民や観光客など歩行者の

道路横断に欠かせない交差点となってございます。道路沿線に２カ所の横断歩道が設置され

てはおりますが、信号機はなく、安全な横断にはほど遠い状況になってございます。そのよ

うな状況から、交差点での事故が本当に危惧される状況となってございます。そういうこと

から、歩行者の皆様にも大きな不安を抱えている状況下にあると感じているところでござい

ます。また、車両につきましても町道から道道方向に進入、横断する場合、非常に危険な状

況が発生しており、またさらに観光繁忙期等には、大渋滞の発生が懸念されるなど、これま

でも増して中央通への信号機整備や洞爺湖温泉の交通安全対策にとりまして、最大の課題に

なっていると感じているところでございます。 

  町道は、これまで眺湖通入り口と町道洞爺湖温泉、大通線交差点、さらには中央通と町道

交差点では、バスターミナルや洞爺湖文化センターに近く、観光客等の道路横断が多い洞爺

湖に通じる最短ルートとなってございます町道公園通の交差点、また町道停車場通線交差点、

町道山側通交差点のうち、最低３箇所に信号機整備が必要であるということで、町として伊

達警察署及び公安委員会に再三要望を行ってまいりましたが、信号機の設置につきましては、

現在のところ眺湖通入り口交差点のみで、その他の場所については、なかなか先に進んでい

ないような状況となってございます。 

  しかるに議員おっしゃいますとおり、中央通、眺湖通の全線開通により交通状況はさらに
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悪化しており、今までにも増して伊達警察署及び公安委員会に対しまして、信号機整備を強

く要望してまいりたいと考えているところでございます。 

  なお、これからの要望活動でございますけれども、町道公園通線交差点への信号機整備と

ともに、町道の付近が大型バス等の通行にも十分対応し、歩道の幅員も十分確保され、大型

車両の速度抑制にも効果が高いと考えております町道山側通線交差点への信号機整備、また、

観光客等の横断利用も多い町道停車場通線交差点、公共駐車場側への横断歩道の整備、また、

さらに痛ましい交通死亡事故の発生現場であります珍小島付近への信号機整備を、これから

地域の皆様や交差点地先地権者の皆様のご理解を得ながら、伊達警察署、公安委員会に対す

る要望活動を展開し、早期に洞爺湖温泉の交通安全が図られるよう努力してまいりたいと考

えているところでございます。また、皆様のご支援、ご協力もお願いしたいと考えていると

ころでございます。 

  また、先ほど一時停止の取り締まりの関係ですけれども、ちょっと機会を見つけまして、

（発言する者あり）ちょっと難しい部分ではございますので、今後、対応、済みません。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 最後のご質問は、町としてはなかなか答えられない部分でございま

すので、思いだけ受けとめさせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 道道の十字路の死角になる部分が樹木によってという部分で、

今、随時、死角の部分を確認しながら、先週も伐採をしたところでありますけれども、やは

り交通事故の起きないように対応をしてまいります。 

○議長（佐々木良一君） これで、２番、越前谷議員の質問を終わります。 

 ここで休憩をいたします。 

再開を11時40といたします。 

                               （午前１１時３０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４０分） 

────────────────────────────────────────── 

◎報告第４号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、報告第４号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許

費繰越額の報告についてを議題といたします。 

報告の説明を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の１ページでございます。 

  報告第４号でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費繰越額の報告についてでございます。 
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  地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、別表第１「平成28年度虻田郡洞爺湖町

一般会計繰越明許費繰越計算書」のとおり報告するものでございます。 

  次のページをお開き願います。 

  件数は９件でございます。 

一つ目、総務管理費で、公有財産購入事業652万5,000円の繰り越しでございまして、これ

は旧サンシャインホテル購入にかかわる事業でございます。続いて、社会福祉費、臨時福祉

給付金給付事業で477万円の繰り越しでございます。続いて、清掃費、廃棄物収集運搬車両

整備事業で1,742万円の繰り越しでございます。次に、農業費、農地耕作条件改善事業792万

円の繰り越しで、これは28年度で国の補正がございまして、事業としては農家の暗渠排水等

の事業でございますが、これを繰り越して執行するものでございます。続いて、農業費、被

災農業者向け経営体育成支援事業、繰越額で422万9,000円でございまして、これは昨年の台

風10号の被害による農業施設３個、対象になりますが、修繕費の繰り越しでございます。続

いて、農業費、伏見橋道営農道事業5,371万7,000円の繰り越しとなります。続いて、都市計

画費、3・4・7海岸通整備事業5,500万円の繰り越しとなります。今年度で事業終了いたしま

す。社会教育費で、高砂貝塚保存整備事業で112万2,000円の繰り越しでございまして、植栽

の関係で一度繰り越すものでございます。最後に、その他公共施設・公用施設災害復旧費、

花美館復旧事業でございまして、昨年の台風10号の関係で被害を受けておりますが、これを

繰り越して執行するものでございます。 

  総額繰越額が、１億5,748万6,000円でございます。 

  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。 

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。 

  以上で、報告第４号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費繰越額の報告について

の報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第２号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、議案第２号洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の３ページでございます。 

  議案第２号でございます。洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてで

ございます。 
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洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもので

ございます。 

今回の条例改正の趣旨でございますが、働きながら育児や介護がしやすい環境の整備をさ

らに進めるため、国家公務員の育児休業等にかかわる人事院規則が改正をされ、育児休業及

び育児短時間勤務の再取得等の要件に保育所等の入所待機児童に関する規定が設けられたこ

とに伴い、本条例を改正するものでございます。 

それでは、議案説明資料によりご説明をさせていただきます。 

議案説明資料の１ページでございます。 

新旧対照表になりますが、第３条でございます。 

育児休業法第２条ただし書きの条例で定める特別の事情でございます。既に、育児休業の

対象とした子を再度育児休業の対象とすることができる事情として、第６号に保育所、認定

こども園、家庭的保育事業に申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことを追

加するものでございます。 

続いて第４条、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情でございます。第３条と

同様に、既に育児休業を延長した者が再度延長することができる事情として、保育所等に申

し込みを行っているが、当面その実施が行われないことを追加するものでございます。 

２ページになります。 

第10条でございます。育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場

合に、育児短時間勤務をすることができる特別の事情でございます。既に、育児短時間勤務

の対象とした子を再度育児休業の対象とすることができる事情として、保育所等に申し込み

を行っているが、当面その実施が行われないことを追加するものでございます。 

議案書に戻っていただきまして、３ページでございますが、附則でございます。 

この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第２号洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決

します。 

お諮りします。 
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本案は、原案のとおり決することに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２号洞爺湖町職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、

原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第３号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、議案第３号財産の取得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４ページでございます。 

  議案第３号財産の取得についてでございます。 

  次のとおり、財産を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  １として、取得財産でございます。14トン級除雪ドーザ。 

数量、１台でございます。 

契約の方法は、指名競争入札でございます。 

取得価格については、1,555万2,000円でございます。 

取得先として、苫小牧市新明町１丁目３の７、コマツ建機販売株式会社北海道カンパニー

苫小牧支店、支店長、三谷倫之でございます。 

  議案説明資料に概要が書いてございますので、議案説明資料３ページでございます。 

  この事業につきましては、洞爺地区の除雪機、これが20年以上経過をしておりまして、劣

化が激しいということから、雪寒事業で行うものでございまして、取得として14トン級の除

雪ドーザ、車両概要については14トン級除雪ドーザ車輪式、２名乗用使用、燃料タンク186

リッター、バケット容量2.3立米ということでございます。仕様については、記載のとおり

でございます。納車期限については、30年１月31日。 

なお、財源措置として、社会資本整備総合交付金事業で670万5,000円、それから雪寒機械

整備事業債過疎債として870万円、合計1,540万5,000円の財政措置をしているところでござ

います。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 



－74－ 

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３号財産の取得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３号財産の取得については、原案のとおり可決されました。 

ここで、１時まで休憩といたします。 

                                （午前１１時５１分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午後 １時００分） 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第４号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第４号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部

変更についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案第４号でございます。５ージになります。 

  洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についてでございます。 

  洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一を次のとおり変更したいので、過疎地域自立促

進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求め

るものでございます。 

  次のページをお開き願います。 

  変更の表でございます。２件ございます。 

  １点は、ことしの洞爺中学校のタブレットを使うモデル事業の関係で、財源確保として過

疎事業を活用するために、ここに追加をするものでございます。それが真ん中のその他の情

報化のための施設ということで、無線ＬＡＮ環境整備事業ということでございます。 

  ２点目が、道路整備機械等ということで、雪寒事業の購入に伴いまして、これも過疎を活

用して実行するということでございまして、この２点について追加をし、変更するものでご

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。 
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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４号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についてを採決し

ます。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更については、原

案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、議案第５号胆振支庁管内公平委員会規約の変更について

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書７ページでございます。 

  議案第５号胆振支庁管内公平委員会規約の変更についてでございます。 

  地方自治法第252条の７第２項の規定により、胆振支庁管内公平委員会規約を次のとおり

変更するものでございます。 

  胆振支庁管内公平委員会規約の一部を変更する規約ということで、この規約の変更につき

ましては、公平委員会の構成団体である西胆振消防組合の名称変更に伴いまして、別表中の

名称を「西胆振行政事務組合」に改めるものでございます。 

  議案説明資料一番裏、最後のページに書いてございますが、この表中、現行の「西胆振消

防組合」を「西胆振行政事務組合」に変更するものでございます。 

  議案に戻っていただきまして、附則でございます。 

  この規約は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年６月１日から適用す

るものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 
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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５号胆振支庁管内公平委員会規約の変更についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５号胆振支庁管内公平委員会規約の変更については、原案のとおり可

決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、議案第６号平成29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） それでは、議案書８ページでございます。 

  議案第６号平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１号）でございます。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによるもの

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１億5,759万7,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70億1,678万7,000円とするものでございます。 

  第２条は、地方債の追加、第２表、地方債補正によるものでございますが、これは事項別

明細書の中でご説明をさせていただきます。 

  それでは、事項別明細書によりご説明をさせていただきます。 

  事項別明細書、５ページから６ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金でございまして、213万7,000円

の増額でございます。個人番号カード交付事業の事業費の追加ということで、これは地方公

共団体情報システム機構への負担金として支出するものでございます。 

  次に、14款国庫支出金、委託金、３目の農林水産業費国庫委託金で70万円の増額補正でご

ざいます。これにつきましては、ことしから入ります国営大原かんぱい事業の調査委託金で
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ございまして、賃金として支出するものでございます。 

  それから、15款道支出金、２項道補助金、農林水産業費道補助金５万4,000円の減額補正

でございまして、経営所得安定対策直接支払推進事業補助金で、事業費変更に伴う減額でご

ざいます。 

  続いて、寄附金でございます。一般寄附金で54万円の増額でございます。 

  それから、18款繰入金でございます。繰入金については、7,000万円の減額ということで、

前年度の繰越金がございましたので、財調から繰り入れする予定の7,000万円を減額し、繰

り戻すものでございます。 

  次に、19款繰越金でございます。２億1,309万1,000円の増額でございまして、前年度の繰

越金でございます。 

  それから、諸収入でございます。雑入で328万3,000円の増額でございます。スポーツ振興

くじ助成金でございまして、これはさわやかのトレーニングマシン購入に対する財源でござ

います。 

  それから、21款町債でございます。災害復旧費で790万円の増額でございます。４月18日

の町営住宅の被災に伴う復旧事業債でございます。 

  続いて、７ページ、８ページ、歳出に移ります。 

  まず、２款総務費、総務管理費の一般管理費でございまして、38万1,000円の増額でござ

います。これにつきましては、厚生年金法、それから健康保険法等の改正に合わせまして、

一定要件を満たすパート労働者等に対する法の適用拡大というのがございまして、それに伴

う社会保険料等の増額でございます。 

  続いて、３目公有財産管理費でございます。8,056万8,000円の増額でございます。一つは、

公有財産管理事業で、４月の強風に伴います成香小学校の倉庫などの修繕料として計上して

おります。それから、基金管理事業として、特定目的基金積み立てで8,020万円の計上でご

ざいます。これにつきましては、ふるさと納税寄附金に対する返礼品経費の財源振替などに

よる、みんなの基金積立金から1,980万円を減額して、それから今後の負担が予想されます

国営畑地かんがい排水事業の基金へ5,000万円を積み立てるものでございます。それから、

観光関連施設の整備のため観光開発基金、現在、400万円ほどしかございませんので、これ

について5,000万円を積み立てるというものでございます。 

  それから、６目の諸費については、財源補正でございます。 

  続いて、３款民生費、保育所費でございまして、常設保育所費で208万9,000円の増額でご

ざいます。これについては、社会保険料等の増額補正でございます。 

  ４款衛生費、保健衛生費、保健衛生管理費で497万4,000円の増額でございます。虻田地区

の健康福祉センター等運営事業で、ランニングマシンの購入ということで497万4,000円を計

上しております。 

  続いて、衛生費でございます。環境衛生費で32万4,000円の増額でございまして、これも

４月の強風に伴う倒木処理料として32万4,000円を計上しているところでございます。 
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  続いて、９ページ、10ージでございます。 

  農林水産業費、農業費、農業管理費で４万1,000円の減額でございます。これについては、

事業費と事務費の増減の補正ということで４万1,000円の減額ということでございます。 

  ７款商工費、２項観光費でございます。観光振興費で207万円の増額でございます。これ

につきましては、眺湖通開通に伴う交通誘導警備業務委託料、それから案内表示板の作成費

を計上しております。それから、胆振管内７町連携タウンプロモーション推進協議会負担金

として25万円を計上しておりますが、これにつきましては胆振町村会の七つの町でＰＲを行

うということで、テレビを使ったプロモーションを行いたいというものでございます。全道

放送、それからインターネット配信、全国放送、中国、台湾への放送を予定をしております

が、事業費が大体700万円かかるということでございまして、財源として道の地域づくり総

合交付金、これが２分の１、350万円、残る350万円のうち半分の175万円を町村会の特別会

計から支出ということでございます。残る175万円を７町で案分して、１町、25万円の負担

金ということでございます。それから、最後の洞爺まちづくり観光協会補助金でございます

が、これにつきましては冷蔵野菜ショーケースの１台の補助金でございます。 

  続いて、観光施設管理費でございます。168万3,000円の増額でございます。内容につきま

しては、西山・金比羅火口散策路管理業務事業ということで、倒木処理の委託料でございま

す。それから、月浦運動公園管理事業で、物品借上料で仮設トイレ44万2,000円の計上、そ

れからサッカー備品購入ということで、これは寄附金がございましたので、３万円計上して

いるものでございます。それから、洞爺地区温泉源管理事業で、修繕料でございますが、温

泉管の漏水に伴う修繕料の計上でございます。それから、洞爺地区湖畔及び公園等維持管理

事業、修繕料で、これは錦川に係る錦橋、これの修繕料の計上。それから、設備点検委託料

として、洞青寮の設備の点検ということで38万１,000円を計上しているところでございます。 

  続いて、11ページから12ページでございます。 

  土木費、道路橋梁費の道路橋梁維持費でございまして、補正額はゼロでございますが、点

検結果による整備箇所の増ということがございまして、実施設計の委託料を329万7,000円増

額し、工事請負費から329万7,000円を減額するというものでございまして、補正はゼロでご

ざいます。 

  ８款土木費、６項住宅・建築費、２目住宅管理費でございます。969万9,000円の増額でご

ざいます。これにつきましては、町営住宅管理事業で、事務執行補助の臨時職員の賃金並び

に社会保険料の計上、それから工事請負費として４月の強風に伴いますコスモス団地の屋根

復旧工事ということで、790万円を計上しているものでございます。 

  続いて、10款教育費でございます。事務局費で317万4,000円の増額補正でございます。こ

れにつきましては、みんなの基金からの振替ということで、育英資金の基金積立金317万

4,000円でございます。諸費につきましては、147万3,000円の増額でございまして、これは

法改正に伴う社会保険料等の増額でございます。 

  続いて、教育費の２項小学校費、１目小学校管理費で418万6,000円の増額補正でございま
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す。小学校管理事業として修繕料で、これも４月の強風によりまして、虻田小学校校舎の屋

根が破損しているということでの88万6,000円の修繕料計上でございます。それから、工事

請負費として虻田小学校フェンスの老朽化に伴う補修工事で330万円の計上でございます。 

  それから、３項の中学校費でございます。中学校管理費で196万7,000円の増額補正でござ

いまして、これも修繕料で４月の強風に伴う虻田中学校の一部修繕、それから肢体不自由児

入学に伴う床・トイレ等の修繕費として196万7,000円の計上でございます。 

  続いて、13ページになります。 

  ４項の社会教育費、社会教育総務費で153万1,000円の増額補正でございまして、職員で育

児休業に入る職員がおります。その臨時職員の賃金と、それから社会保険料の計上というこ

とでございます。それから、３目社会教育施設費386万5,000円の増額補正でございます。児

童会運営事業で、法改正に伴います社会保険料等の増額でございます。それから、社会教育

施設維持管理事業で修繕料、これも４月の強風に伴います母子の館駐車場の照明器具の修繕

に計上しているものでございます。それから、洞爺総合センター管理事業で、事務執行補助

の臨時職員の賃金計上と社会保険料の計上でございます。 

  続いて、10款教育費、保健体育費、体育施設費35万9,000円の増額補正でございます。体

育施設運営事業で、これも法改正に伴います社会保険料の増額でございます。 

  12款給与費、１項給与費、１目給与費でございます。補正額はゼロでございますが、大原

の事業に伴いまして、財源補正ということで70万円の増減で、補正額としてはゼロというこ

とでございます。 

  最後に、13款予備費でございます。3,712万6,000円を増額して、5,669万6,000円とするも

のでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ８ページの虻田地区健康福祉センター等運営事業、ランニングマシン

の購入ということで490万円というのが出ているのですけれども、ランニングマシン、私、

詳しくわからないのですけれども、台数何台なのか、それとも１台なのか、また、どのぐら

いの利用者がいるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

  もう一つ、10ページの洞爺湖町月浦運動公園管理運営事業ということで44万2,000円、仮

設トイレのレンタル料というか、お金がかかっております。これはいろいろな場面で委員会

でも、経済常任委員会でもいろいろな場面で、仮設でなくて常設のしっかりとしたトイレを

つくるべきでしょうという話を去年からさせていただいておりますが、使う子供たちもふだ

んから、自分の家でもまたほかのところでも今のトイレというのは座るトイレで、温水便座

もついているのがつけなれておりますので、いずれかそういうふうにしていかなければいけ
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ないのではないかという話をしたこともあります。 

  また、仮設トイレというのはいつまで使おうとしているのか、また、トイレが常設の新し

いちゃんとしたトイレをいつごろまでにしようとしているのか、もしわかれば教えていただ

きたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 虻田地区健康福祉センターのランニングマシンの購入

ですけれども、購入予定台数は５台となっております。うち４台を虻田地区、１台は洞爺地

区のほうに配置したいというふうに考えてございます。虻田地区の健康福祉センターという

か、トレーニングセンターの利用者数につきましては、延べ人数ですけれども、年間で

2,276人、ご利用していることになってございます。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 観光施設管理、12の洞爺湖町月浦運動公園管理運営業務、スタ

ジアムのところでございます。トイレに関しましては、洞爺湖温泉小学校に併設しておりま

すトイレを使っているところですけれども、グラウンドの土の部分とかで靴を脱いでという

部分でも、何とか数の部分でも少ないということで、仮設トイレをつけていただけないかと

いうことで整備をしているところです。男子トイレ２カ所、または大便の部分で２カ所とい

うことでの２基、整備しているところであります。期間につきましては、11月10日まで使用

する形で考えております。 

また、議員がご指摘の部分の常設のトイレ等に関して、やはりつけていくべきではないか

という部分がありますけれども、今後もやはり必要状況、また利用者の方のご意見いろいろ

と聞いているところでございますので、今後、その分に関しては検討してまいりたいと思っ

ております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ランニングマシンですね、１台、大体100万円ぐらいするということ

ですね。私の車より高いなと。その分、健康になるということで、これはよしといたします。 

  もう一つ、仮設トイレの件ですけれども、今の小学校に併設して、体育館の入り口のとこ

ろにあるトイレ使っている。あそこのトイレ、聞くところによると上に水がたまっておりて

くるみたいなトイレなのかな、普通の下水道のつながっているところのトイレ、水がたまる

のに時間かかるという話を聞いております。時間で子供たちは一気にトイレに駆け込んで、

水たまる前におしっこしてしまうとかいろいろあるみたいで、結局、そんな中でいろいろな

不便があったりするということも聞いておりますので、水圧上げるとか何とかとあるのかも

しれないけれども、常設トイレ必ず必要になってくるのではないかと。あれだけの立派な施

設つくったわけですから、附随するものもどんどん絶対必要になってくるのではないかと。 

  また、サッカーも男の子ばっかりではなくて女子サッカーも、女の子もこれから今後たく

さん来るようになってくると、そういう部分というのは非常にデリケートな部分で、ちゃん
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としてあげるべきではないかと私は思いますので、ぜひ検討課題に入れてきちっとやってい

ただきたいなと思いますけれども、その辺の答弁を聞いて終わりにしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 議員ご指摘のとおり、現在も女子サッカー、室蘭大谷高校の女

子サッカー部が常時使用していただいているところです。そうした部分でも男子トイレだけ

でなく、女子トイレもしっかりと整備をしていかないといけないところにもなりますので、

今後、整備に向けて、できるかできないもありますけれども、検討をしてまいりたいと思っ

ております。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はございませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ２件ほど確認も含めてお聞きしたいのですが、最初に６ページ、８

ページにかかわって社会保障・税番号制度システム整備費補助金ということで、説明の中で

も個人番号の関係で話ありましたけれども、ちょっとお聞きしたいのですけれども、最近、

テレビや新聞などの報道で聞きましたら、結局、事業者などが労働者雇用した際には、社会

保障の関係もあって雇用した労働者など含めて、番号など従業員から出していただいて、そ

して届け出をするというふうになっているのですが、逆に行政側からは一人一人の税に関係

する通知を事業者のほうにも番号を付記して表示すると、通知するというふうになっていて、

たまたま誤配達があったり、あるいは通知が全く正規に伝わっていかないということで、番

号が第三者にわかるような形でなってしまったので、番号を改めて個人番号をつけ直したと

いう記事が最近気になって見ていたのですけれども、例えば洞爺湖町の場合、そういう個人

番号の付記をして事業所等に送付するとか、そういうようなことで同じような事件が、事件

といいますか、過ちが発生していたのかいないのかということについて、まず１件目お聞き

をしたいと思います。 

  それから二つ目は、６ページの下のほうに町営住宅の災害復旧の費用が含まれていますが、

歳出のほうでは12ページになりますけれども、これは私の住んでいるすぐ近くのコスモス団

地のことだということですけれども、ちょうど３棟あるうち一番下の団地の屋根が大きくは

がされてめくれ上がったというか、そしてそこの補修したのだと思うのですね、あそこ３棟

あるのですよね。先ほど虻田小学校の屋根のことも出ていましたので、そうすると、ほかの

団地についてはあれほど大きな被害はないにしても、それぞれ被害状況については遠目では

見えなくても、実際に被害があるのかないのか、あるいは屋根が多少でも浮いているのかど

うか、その辺の被害状況といいますか、そういったことについてしっかりと調査されている

のだろうか。その辺は実態として、見た目で被害があるなというところだけについて修繕し

たのか、それとも一応、全公共施設といいますか、特に大型の施設等、なかなか上ってみな

ければわからないような建物があるわけですが、そういうところについての調査などは、

しっかりとされた上で今の復旧費が盛り込まれているのかどうか、このことについて２点目

にお伺いをしたいと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） まず、納税に関する通知書の誤配等はないのかということで

ございますけれども、道町民税の納税通知書は今月、送付させていただいているところでご

ざいまして、現在のところ、そういう誤配等はないところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） まず初めに、公営住宅の関係で、被害報告の関係で答弁させて

いただきます。 

議員ご承知のとおり、今、790万円という費用が出たわけなのですが、今回の４月18日の

台風に、低気圧の暴風雨によるものでございますが、先ほど話がありました790万円という

のは公営住宅なのですけれども、そのうち３棟ありまして、そのうちの１棟はかなりめくら

れた状態、皆さんご承知だと思いますが、初期の段階ではそんなにめくれていなかったので

すが、暴風雨ということで上がれなかったものですから、だんだん広がって半分ぐらい破損

したような状況にあります。それが一番下の話です。 

２棟目につきましても実は、はがれてはいないのですが、浮いた状態で、これにつきまし

てもやはり修繕をしなければいけないということで、これ２棟分の費用が計上させていただ

いている状況であります。 

そのほかに、公営住宅関係で申し上げますと、泉公園団地の廊下の窓が割れたり、一部破

損はあるのですが、数千円、１万円程度の破損なものですから、それは当初の予算の中で修

繕させていただいているというのが、公営住宅の被災の状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 今のカードの関係でございまして、今回、カードの普及率とい

うのがありまして、808枚出ておりまして、今、人口が約9,100人という形で、8.8％ぐらい

の普及率でございます。 

  今回、国のほうから補助金がおりまして、これにつきましては地方公共団体情報システム

機構という国のほうで管理している機構のほうに対しまして、社会保障・税番号システム導

入に伴いまして、番号と税システムがリンクするかどうかというものを７月以降に運用試験

を行う費用、こういうものとして国に納める費用でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ちょっと待ってください。ほかの公共施設の調査についての答弁漏

れがありますので。 

  八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 済みません。私のほうでそれでは一括で、先ほど公営住宅の答

弁させていただきましたが、そのほかに先ほど記載されてございます小学校の物置の破損と

か、それから倒木関係全て30数万円、40数万円、計上させていただいて、それで被害が大き

かったのは公営住宅の先ほど申し上げました790万円という高額なものですから、それ以外

については修繕費として今回の補正で各課の倒木関係の修繕費を計上させていただいている
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という状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回、計上されているのは、新しくカード発行する部分の補正だとい

うことで今、説明されたのだろうと思うのですが、実はそれにかかわってということでお聞

きしたわけで、実際に納税通知書を発行する際に、個人番号までなぜ添付する必要があるの

か、提示する必要があるのかなと。逆に事業者側から出されているわけですから、それが逆

に行政側から再度もう１回通知するみたいな、そういうような非常に番号がそれだけ頻繁に

文書類に記載されるということによって、漏えいする危険性がそれだけふえていくのだと思

うのですね。必要最小限にとどめておくというのは、本来のあり方だと思うのですが、それ

が記載されて通知されるということ自体が、その必要性がないのではないかというような意

見もあるのですけれども、その辺というのは制度上としては、町の段階では何ともしがたい

ということになるのでしょうか。ちょっとその辺、もう１回確認をさせていただきたいと思

います。 

  それから、公共施設等の４月18日の強風による被害、今、一通り確認された上での結論な

のか、その辺をもうちょっと、いろいろ窓ガラスが割れたとか、あるいははがれかかってい

るところがあったという話があったので、結局、そうすると、ふだんはしごでも使って見な

ければ見られないようなそういう部分も一通り確認した上で、今のような復旧の費用なり箇

所になったということなのか。ちょっとしたところ、そういった強風による被害が多少でも

残っていると、それが今度、雨がついた強い風が吹くと、すが漏りをしたり吹き返したりし

て、それが雨漏りになっていくというようなこともあるわけですから、例えば、その辺はど

の程度まで確認をしているのかということをもう一度、ご説明いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 社会保障・税番号でございますけれども、番号については記

載するように国から来ているところでございまして、また、取り扱いにつきましては十分注

意をするよう、注意もされているとこでございます。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 台風被害の関係でございますけれども、公共施設たくさんございま

すが、それぞれ所管課がございます。それぞれの所管課で、全部確認をした上でのこういっ

た結果ということでございます。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 今、６番の議員の質問に関連するのですが、台風被害、今回この程度

で済んだのかなという思いを私はしているのです。実は、私の関連するだけで400万円以上

被害が出ていますので、そういう中で今お話出ましたが、誰が被害の確認をしたかと、こう

いうことなのですが、関係者などを入れてやるというようなシステムになっていないので
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しょうか。 

  それともう一つ、これ経済常任委員会のときに出ましたから、重ねて質問するのは恐縮な

のですが、保険金ではないですからと、共済金ですからと、こういうことのお答えは既にも

らって、そういうことかと承知しております。ですから、修繕費が共済金として出てこない

ということは承知していますが、そのときにおっしゃったことは、見舞金が出るという言い

方をされたのです。そういうふうに聞いているのです。そうすると、見舞金が出るのであれ

ば、どこかでもらわなくてはいけないのではないのかなという思いを今しているところです。

ですから、１点は、こういう公共物ですから、共済といえどもちゃんと鑑定人を入れて、き

ちっと調査してもらうとかというシステムにはなっていないのかなと。私の場合は鑑定人が、

実は今回、二人ほど来ていただいてやってもらっていますが、そういうのはないのでしょう

かと、そう思っています。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 被害状況について、鑑定人を入れているかということでございます

けれども、鑑定人までは入れておりません。それぞれの所管が建物というものが結構多いで

すが、建築のほうの技術の職員、あるいは場合によっては業者さんにも見ていただくという

こともありますが、そういう形の中で確認をさせていただいております。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） ２点目の見舞金の関係でございますが、先日、経済常任委員会

のほうでも答弁させていただいておりますが、この見舞金につきましては、公営住宅の火災

共済という組合のほうからいただくことになるのですが、私どもは火災保険を入っている全

国公営住宅の火災保険の関係の機構から、先日、昨年も８月30日の台風のときにもいただい

てはいるのですが、現在、まだ予算計上していないのは、これから修繕が終わった段階で報

告することになっているものですから、その関係でそれ確定した時点で見舞金は、この予算

の中に計上されてくるものとご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  そのほかに質問ありませんか。 

〔「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６号平成29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〕 
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○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第６号平成29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。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第７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７号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別

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12ページでございます。 

  議案第７号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でござい

ます。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

第１条でございます。歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ1,083万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億4,570万

1,000円とするものでございます。 

事項別明細書でご説明をさせていただきます。 

国民健康保険特別会計の事項別明細書、５ページ、６ページでございます。 

歳入でございます。 

９款繰越金でございます。1,083万5,000円の増額でございまして、前年度からの繰越金の

増額でございます。 

次に、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

12款予備費でございます。1,083万5,000円の予備費の増額でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第７号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険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７号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康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８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８号平成29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15ページでございます。 

  議案第８号でございます。平成29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１号）でございます。 

平成29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１号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ744

万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億7,317万4,000円とするも

のでございます。 

事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

５ページ、６ページ、歳出でございます。 

繰越金でございまして、744万6,000円の増額でございます。前年度の繰越金の増額でござ

います。 

次、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

３款予備費でございまして、744万6,000円の増額でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 
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  これから、議案第８号平成29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。 

  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８号平成29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９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、議案第９号平成29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18ページでございます。 

  議案第９号でございます。平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによるものでございます。 

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,403万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,760万6,000円とす

るものでございます。 

次に、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

６款予備費でございます。2,403万5,000円を予備費、増額をしております。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  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９号平成29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。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第９号平成29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10号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、議案第10号平成29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） 議案書の21ページでございます。 

  議案第10号でございます。平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）でございます。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32万

7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億712万円とするものでござい

ます。 

事項別明細書、５ページ、６ページでございます。 

歳入でございます。 

繰越金でございまして、32万7,000円の補正でございます。前年度繰越金でございます。 

次、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

予備費として32万7,000円の増額ということでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第10号平成29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。 
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  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10号平成29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。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第11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11号平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特

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） 議案書、24ページでございます。 

  議案第11号でございます。平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）でございます。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

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626万3,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億6,596万9,000円とするものでございます。 

それでは、事項別明細書でございます。５ページ、６ページでございます。 

歳入でございます。 

繰越金でございまして、前年度繰越金626万3,000円でございます。 

次、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

１目後期高齢者医療広域連合納付金でございまして、463万3,000円の増額補正でございま

す。これは、後期高齢者医療広域連合負担金の納付金の増額ということで、前年度の出納整

理期間中に収納した保険料の確定による増額でございます。 

４款予備費でございまして、163万円の増額ということでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 
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  これから、議案第11号平成29年度虻田郡洞爺湖後期高齢者医療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11号平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療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。 

────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第14、意見書案第１号「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠

となる新たな法律」の早期制定を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  下道議員。 

○１３番（下道英明君） 読み上げて意見書を提出させていただきます。 

  意見書案第１号、平成29年６月15日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。提出議員、下道

英明。賛成議員、篠原功、同じく小松晃、同じく板垣正人、同じく沼田松夫。 

「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」の早期制定を求める意見書

（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。提出先。衆議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、外務大臣、文部科学大臣、

厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣。 

裏面をごらんください。 

  「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」の早期制定を求める意見書

（案）。 

  アイヌの人たちは、特に明治以降、政府が進めた政策によって、アイヌ語や生活習慣を事

実上禁止され、伝統的生活を支えてきた生産手段も失うなど、アイヌの社会や文化が大きな

打撃を受け、差別と困窮を余儀なくされてきたという歴史がある。 

  平成20年の衆参両院における「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」の全会一

致で可決を受け、政府は、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を設置し、有識者

の意見を踏まえ、それまでのアイヌ政策をさらに推進し、さまざまな施策に取り組んできた

ところである。 

  アイヌの人たちが民族として名誉と尊厳を保持し、これを次世代へ継承していくことは、

活力ある社会を形成する共生社会の実現に資するものであり、この観点からもさらに施策を

具体化する必要がある。 

  こうしたことから、これまでの歴史的経緯や、今後、アイヌ政策を確実に推進していく上
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においても、国が主体となった総合的なアイヌ政策を本道のほか、全国を対象に推進してい

く根拠となる法律の検討を進め、早期に制定するよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成29年６月15日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

○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。 

討論ありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 論なしと認めます。 

  これから、意見書案第１号「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」の

早期制定を求める意見書（案）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、意見書案第１号「全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」

の早期制定を求める意見書（案）については、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎承認第１号の上程、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第15、承認第１号議員の派遣についてを議題といたします。 

議員派遣の件については、お手元に配付のとおりであります。 

お諮りします。 

原案のとおり、派遣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、原案のとおり、派遣することに決定いたしました。 

────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  あすから、９月の定例日の前日までは休会となっていますので、ご承知願います。 

本日は、これをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 
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（午後 １時５７分） 
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