
－71－ 

洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２９年１２月１２日（火曜日）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 報告第 ８号 専決処分の報告について 

      （平成２９年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４号）） 

日程第 ４ 報告第 ９号 専決処分の報告について 

      （平成２９年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号）） 

日程第 ５ 議案第２２号 西いぶり広域連合規約の一部変更について 

日程第 ６ 議案第２３号 西胆振介護認定審査会共同設置規約の一部変更について 

      議案第２４号 西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約の一部変更について 

日程第 ７ 議案第２５号 指定管理者の指定について（洞爺湖町営バス） 

 議案第２６号 指定管理者の指定について（洞爺水辺の里財田キャンプ場） 

議案第２７号 指定管理者の指定について（洞爺いこいの家） 

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

本日の会議に付した事件 

日程第１～日程第７まで議事日程に同じ 

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

出席議員（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 

７番   小  松     晃  君    ８番   沼  田  松  夫  君 

 ９番   板  垣  正  人  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） 

 １０番   七  戸  輝  彦  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 



－72－ 

町 長 真  屋  敏  春  君 副 町 長 森     寿  浩  君 

総務部長 佐 々 木  清  志  君 経済部長 八 反 田     稔  君 

経 済 部 

参 与 
鈴  木  清  隆  君 

洞爺総合

支 所 長 
伊  藤  里  志  君 

企画防災

課 長 
佐  野  大  次  君 

税務財政

課 長 
佐  藤  久  志  君 

住民課長 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 

産業振興

課 長 
佐  藤  孝  之  君 

環境課長 若  木     渉  君 
上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ

推進課長 
武  川  正  人  君 庶務課長 見  付  敬  蔵  君 

農業振興

課 長 
片  岸  昭  弘  君 

洞爺湖温

泉支所長 
山  崎  貞  博  君 

会計管理

者兼会計

課 長 

田  仲  喜 美 江  君 教 育 長 遠  藤  秀  男  君 

教育次長 天  野  英  樹  君 
社会教育

課 長 
永  井  宗  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   



－73－ 

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

◎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、13名であります。七戸議員から、欠席の届け出があります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、７番、小松議員、８番、沼田議員

を指名いたします。 

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

◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、９番板垣議員と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。 

  通告順に従いまして、一般質問をさせていただきます。今回、私は、大まかに言って２件

の質問を出しております。答弁のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず初めに、公共施設についてということで大ざっぱな質問なのですけれども、まず一つ

は、通告にありますようにポロモイスタジアムの運営状況、利用者数とか、経済効果等を伺

いますということで質問させていただいておりますが、皆さんご承知のとおり、ことしの春

からオープンされて、本当に議会側もいろいろな部分で、このサッカー場に関しては場所も

含めていろいろな検討をされ、また、行政側の人方も非常に努力をされたのではないかなと

思います。それで、ことしの春からオープンということで、約半年たちました。 

  私、いつも思うのですけれども、これの最初が肝心というか、最初のスタイルの中でスタ

ジアム、施設がどういうふうに利用されていくのかということが決まると思いますので、こ

としの状況、利用者数とか、どういった効果があったかとか、問題点もいろいろあるとお聞

きしていますけれども、その辺のことをまず第１回目に確認したいと思います。 

○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） ポロモイスタジアムの利用状況をお知らせしていきたいと思い

ます。 

  平成29年４月１日に、洞爺湖町月浦運動公園ポロモイスタジアムがオープンいたしました

が、11月30日をもって終了いたしました。当初の月浦運動公園整備計画においては、開設初

年度においては利用者数は4,200人と見込んでおりましたが、４月から11月末までに１万
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3,416人の利用がありました。父兄や関係者を入れますと、２万人は超えているものと考え

ております。 

  また、ワンストップサポート事業として、ＮＰＯ法人洞爺にぎわいネットワークが取り扱

った弁当や夕食の人数は3,606人で、金額にして158万5,000円、宿泊においては1,823人、

1,179万1,000円となっており、コンビニ利用者などを入れると、総額で2,085万9,000円とな

っており、当初予定以上の利用者があったところでございます。 

  また、ＮＰＯ法人がかかわったポロモイスタジアム以外のスポーツ関係利用状況でありま

すが、あぶた体育館、母と子の館、財田スポーツ交流館などで1,160人が利用し、324名の方

が宿泊をしております。 

  経済効果においては、2,901万7,000円となっており、経済産業省の産業関連表による経済

波及効果による試算でも4,813万円と経済効果があり、初年度にしては、よい成果があった

かと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、利用者数、お聞きしました。金額等も報告ありましたけれども、

4,200人ぐらいの予定でいて、選手として利用された方が１万3,416人といったかな、１万

3,000強ということで計画が少なすぎたのか、１万3,000が多いのか、それちょっとわからな

いですけれども、総じて最初の予定よりも今年度は非常によかったというようなお話だと思

います。これは結構始まる前には、施設ができる前に話題には案外のってなかったのだけれ

ども、見に来るお客さんというか、父兄の方とか、親・おじいちゃん・おばあちゃんも含め

て、その辺の数というのは結構これからでもふえるような気がします。 

  私、今回質問したいのは、利用状況とか経済効果というのは、これはこれ以上に来年度か

らも頑張っていただきたいなと思いますし、また、たまたま宿泊施設がインバウンドのお客

さんが結構多くて、なかなか夏休みとか、要するに学校、生徒の子供たちが休みのときと連

休とか、また、こっちも土日とかと、なかなかホテル等うまくいっていないのかなとは思い

ますけれども、それにしてももっともっと宿泊が多いのかなと、本当は宿泊したい方が多い

のではないかなと思います。 

  その中で、ましや家族の方等も来て、私も何人かの何組かの人とお話ししましたけれども、

泊まるところないから、俗に言う民泊的なものも利用されながら、家族でいる方もいたみた

いですけれども、これは状況的に仕方ないと、忙しいから仕方ないというのはあるのですけ

れども、だからそういうことも考えたら、まだまだ経済効果はあるのかなと、私は思ってお

ります。その中で問題は、施設の関係というか環境整備というか、ポロモイスタジアムの周

りの環境の状況ですけれども、例えば学校等というか、トレイを使っておりますけれども、

その辺の関係のトラブルとかをよく聞きますし、また、駐車場の問題だとか、あと基本的に

はトイレなのかなというふうに思います。 

  私、この施設ができる前に、経済委員会の部分でよく行政側にお願いしたのは、まずは絶

対必要になるものは、初めからつくったほうがいいのではないのという話はさせていただき
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ましたけれども、残念ながらなかなかそれはいかない、予算的にもいかないということで、

今に至っているのですけれども、これはグラウンドのすぐそばに、やっぱり学校内に入らな

くてもいいような例えばトイレだとか、ちょっと休憩するところとかあれば、トラブルはな

いのかな、少なくなるのかなと。ゼロではないかもしれないけれども、なるのかなと思いま

す。そういった考え方でこれから進めていかないと、これをもっと発展させていこうと思う

と、まだまだ人が来ると思います。 

  例えば、選手だけでなくて見ている家族の方だって、例えば自分の子供たちが出ていない

ときは、ほかをあちこち見学したりする場面があったり、夏だったら湖のほうへ行ってみた

りみたいなことありますし、次、２番議員からも質問あると思いますから、余り聞きません

けれども、例えば埋立地の道路向かいの要するに施設の場面でも、屋根もきちっとしたほう

がいいだろうし、また、選手は結構飲み物とか用意して行くのですけれども、たまたま見に

行った家族の方々は、例えば妹・弟連れていく場面なんかでも、ちょっとした飲み物買いた

くても売っていないとか、例えばちょっとした自動販売機があれば便利ではないのかなとか、

そういうことも含めて環境整備、あの辺のポロモイスタジアムの囲むあの辺の環境整備とい

うのは、これからまだまだしなければいけないことたくさんあると思うのですが、その辺の

考え方はいかがですか。 

○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） ポロモイスタジアムの周辺の全体的な環境整備かと思います。 

  まず一つ、トイレの問題でございます。 

  トイレにつきましては、洞爺湖温泉小学校地域連携施設のトイレを使用しておりますが、

一つに、子供たちが当然でありますが、施設に入るとき、サッカーシューズを脱いでいかな

いといけないということで、利用者からちょっと不便であるという声もいただいております。

また、一方、管理をしております学校からは、人工芝に敷いてありますゴムチップが静電気

で選手の体について、それが連携施設内で散乱するという苦情も聞いているところでござい

ます。 

  ４月からの対応として、この春から仮設トイレをグラウンド横に２台設置して、なるべく

トラブルのないようにしておりますが、全てが解決しているところではございません。平日

は、女子サッカーチームが来て練習を行っているところでもありまして、利用者からもトイ

レについては要望が多いところであります。今後、どのような対応がよいのか、指定管理者

とも協議をしてまいりたいと考えております。 

  また、駐車場の問題でありますけれども、小学校グラウンドの上に駐車してもらうよう案

内をしておりますが、参加されている父兄や関係者の方は、そちらのほうに駐車していただ

いているところですけれども、やはりそこを通って見学をされた観光客の通りの方が、なか

なか学校の施設の駐車場を使用しているという状況もありまして、そういうところには駐車

禁止の看板など増設して、学校駐車場に入る利用者は激減しているところであります。 

  また、ポロモイの利用する際に、申し込み時に駐車場の位置などは、利用者規則をしっか
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りと伝えていくことと、これからもしていこうと思っています。 

  また、月浦の埋立地の活用でございますけれども、月浦の埋立地は昭和50年有珠山噴火後、

昭和53年10月の集中豪雨により、有珠山山麓に堆積した火山灰により泥流が温泉街に流出し、

その土砂の処理のため、当時の虻田町が月浦湖畔に埋め立てたものであります。埋立後の管

理につきましては、河川管理として北海道が引き継がれているところでありますが、管理に

ついては洞爺湖町が草刈りなどを行っている状況でもあります。月浦の埋立地は景観もよく、

サッカーの試合を観戦に来ている方々も利用できればと思いますが、現在は立入禁止となっ

ている状況であります。 

  ただ、周辺には月浦森林公園もありますので、時間の合間に散策をしていただけるよう、

来られた方への周知を行っていくこととしています。また、ＮＰＯ法人と来年の部分で月浦

周辺の観光マップ、これをグラウンドの横に置いて、周辺散策していただけるような資料を

置いて、時間を費やしていただけるような策を、今、練っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、参与のほうから話ありましたけれども、本当に２万人とか、１シ

ーズンで来られるということは、結構な人数だと思います。これをまだまだ伸ばしていこう

とすると、やっぱり３万人、４万人、例えばなったとき、今の状況は絶対無理だなと。トイ

レとかそういうものは、初めから皆さんわかっているとおり、予算がつけば本当はやったの

だろうけれども、やっぱり必要なものは必要なのだと。どうしたって、お金がかかろうがか

からないが、必要なものは必要なのだと。人が集まれば、そういうものが必要だということ

はわかっているわけで、その辺をきっちりやっていかなければ、せっかくスタートのことし

は何とか予想より人が来ていただいて、選手とか監督の方からもちょっと聞きましたけれど

も、非常にいいところだと聞いております。学校の先生でしたけれども、だから、また使い

たいですかと、毎年のように来てやりたいですみたいな話も聞いたことありますし、だから

そういうことも含めて環境はきちっとしていかないと、あそこいいところだけれども、なか

なか面倒くさいのだよねとか、大変なのだよねというのがあれば遠のいていくのではないか

なと思いますので、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し、また、家族

向けというか、応援団というか、そういう人向けのこともやっていくべきだと思って、今、

マップとかいろいろ話ありましたけれども、何というのですか、ここに来てよかったねと、

また来たいねという思いが、それがまた次の別な場面の洞爺湖町に遊びに来るきっかけにも

なっていただければと思いますけれども、その辺の考え方というか、さっき販売機の話もし

ましたけれども、その辺はいかがなものでしょうかね。 

○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） サッカーをする少年だけではなく、それに対して家族とか関係

者、多く来られています。今、１万3,000人ほどの利用者ということですけれども、議員が

おっしゃるとおり、２万人、３万人と今後ふえていく部分に関しましては、やはり環境整備

に関してはしっかりと整えていかなければ、また、悪い評判が出てくるところにもなります
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ので、今後、しっかりと対応していきたいと思っております。 

  また、自動販売機につきましては、サッカー場設置する前から月浦の住民の方々も、実は

以前置いてありました自動販売機あることによって、そこに住んでいる人方もちょっと便利

だということで、ことしオープン当時から２台、自動販売機は置かさせていただいていると

ころでございます。それで足りしているかどうかあれですけれども、やはり利用していただ

く部分では、そういう利用しやすい環境を整えていくのは当然でありますので、今後、財政

状況もあるですけれども、やはり必要な部分は検討していきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） ポロモイスタジアムについては、本当に予想よりも３倍以上の選手

や父兄の方が来ていただいたということで、ＮＰＯさんにも、それからコンサドーレさんと

の協定なんかもありますけれども、関係者にも本当にお礼を申し上げたいというふうに思っ

ています。 

  トイレについては、当初、学校のトイレを使わせていただくというようなことで、参与か

らもお話ありましたけれども、ちょっとトラブルも多いということで、仮設トイレを設置し

ているという状況ではございます。非常にそういった人気があるといいますか、利用してい

ただいているという中で、トイレについては当初の計画ではなかったのですが、今後、ＮＰ

Ｏさん、管理者等ともいろいろ相談させていただいて、よく検討させていただきたいという

ふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 私、なぜこういう質問したかというと、まず学校とのトラブルとか、

あと学童保育だとかそういう部分では、施設の中でいろいろなことがあるみたいだという話

から、いろいろ聞いてみたら、こういうふうな状態だった。基本にトイレが外にあるだけで

も、仮設ではなくてちゃんとしたトイレがあるだけでも大分違うのではないかと思うので、

ぜひその辺検討していただいて、利用者が少しでも使い勝手がいいような感じでやっていた

だければなと思います。 

  次の質問に移ります。 

（２）の洞青寮の現状と今後の活用について、町の考えはということなのですけれども、

きのう12番議員からも質問ありました。大変厳しい指摘もきのうありましたし、それで大体

ある程度了解しましたので、これは今回質問はしないですけれども、ただ一つ。やっぱり動

きというか、きのうも全体で話し合いますけれども、どういう形でやっているのだと、行政

として動いているのかとか、そういうこと少なからずある程度話できることはあれが、議会

側にもお話ししていただきたいなというのは、私も同じ意見であります。その辺のことをこ

れからもきちっとやっていただければなと思いますので、この件は、質問は差し控えたいと

思います。 

次、洞爺水の駅の改修予定について伺いますということで、洞爺水の駅、今、ＮＰＯ法人

洞爺まちづくり観光協会さんが管理されておりますけれども、私たちは経済常任委員会とい
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う立場で、毎年のように所管事務調査ということでお邪魔させていただいております。その

ときいろいろなお話、懇談のときにお話を聞かせていただいて、必ず出るのが施設のふぐあ

いというか、そういうのが毎年のように出て、その都度その都度、今回の委員会報告であり

ましたけれども、少しずつではありますけれども、改善してきてはおりますということなの

ですけれども、委員会報告、最後の部分もありました。 

基本的には、あの施設は約20年ぐらいたつそうなのですけれども、もともとつくった目的

というのが、ああいう物販というか、そういうことするような場面ではないという、何か皆

さんよく知っているとおり、大変立派な建物なのですけれども、格好がよくて天井高くて、

そこで今のような仕事で使うとすると、冬は寒いわ、雨は入ってくるわとか、例えばドアも、

要するに北側も南側も１枚扉になっているから、風もひどいし、せっかく暖まっているのも

お客さんがちょっと戸あけたら、またすごい寒い冷気が入って、冬なんかだったら、そうい

う形の中で非常に抜本的にもきちっと、今の用途に合った建物に少しずつ変えていかなけれ

ばいけないのではないかなということで、この質問させていただいております。その辺のこ

との町の考え方はいかがなものでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 洞爺水の駅は、市街地活性化施設として、地域コミュニティー及

び観光交流の拠点を目的に平成16年に完成し、既に13年が経過している施設でございます。

これまで施設のふぐあいにつきましては、修繕により対応してきたところでございます。今

年度につきましては、大型水槽の撤去、事務所の欄間の設置の修繕を実施し、その他の小破

修繕につきましては、予算内により対応してきたところでございます。 

  この施設の大規模改修につきましては、公共施設等総合管理計画により、計画的な改修を

年次で実施することとして考えてございますが、かねてよりＮＰＯ法人洞爺まちづくり観光

協会から要望のございました、１階の暖房改善となります暖房機器の見直し及び正面と湖側

出入り口の扉の老朽化による改修などにつきましては、多額の改修費が見込まれますことか

ら、平成30年度に具体策を検討した上で、財政状況も勘案し、改修計画を策定したいと考え

ているところでございます。 

  いずれにしましても、先ほど議員がおっしゃったように、本施設の主要な目的が建設当初

から現在変化してきており、また、施設が設置後13年経過しておりますことも含めまして、

抜本的な改修を念頭に計画的に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） すばらしい答弁だね、本当に。そのとおり計画立てて、今すぐやれと

いう話ではなくて、やっぱりどこかテーブルの上の話にのっかっていて、それから進めてい

く、予算もかかることと思いますので、やっぱり使い勝手のいいというか、売るほうも、そ

こで働く方も、また来るお客さんもきちっと対応していただければ、いつも水の駅、所管の

事務調査で行くと、ことしの人数は何人でしたと、去年より何ぼ多かったとか少なかったと
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か、大体同じようなレベルで推移しているのですけれども、でもいろいろな場面でチャレン

ジしてというか、少しやれば少しでも何かイベントしやすいような施設にするとか、また、

働きやすいような施設にすると、働く方もふえる可能性もありますし、来るお客さんももっ

とふえるかもしれないということもあると思いますので、その辺、計画があってやっていた

だければと思いますので、よろしくお願いします。 

  次行きます。 

次、旧洞爺湖温泉中学校の利活用について伺いますということで、あらかたのことは話は

聞いております。校舎を壊すとか、体育館を残してという話がありますけれども、具体的に

この辺、これもなかなか閉校してから結構なって、初めから校舎のほうは使えないよねと、

要するに耐震化がないからということで、そういう話も聞いていますし、でも体育館はきち

っと耐震化したと、これは活用していきたいという話を聞いておりました。それも何か余り

動きがないというか、途中状況も余り聞いていないので、この辺のことをちょっと確認の意

味でお伺いしたいと思います。 

○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） 旧洞爺湖温泉中学校でございますけれども、これは議員もご承

知のとおり、昭和52年の噴火後の昭和55年、56年に建設し、現在まで37年が経過している建

物でございまして、今おっしゃいました体育館につきましては、平成24年に一般開放の利用、

避難所の指定等により耐震補強を行っております。その後、平成28年の３月に閉校となり、

現在、普通財産として管理しておりますけれども、町としましても洞爺湖町公共施設総合管

理計画を28年３月に作成しておりまして、平成32年に校舎を取り壊し期限として検討してお

ります。 

  現在、庁内プロジェクトにおいて３度ほど開催しておりまして、検討している事項といた

しまして、平成30年度に解体の実施設計、31年度に校舎を解体します。それと合わせまして、

体育館の改修計画、体育館暖房・電気そういうのも一切ございませんので、これらを設定し

ます。そうしまして、32年に体育館改修を行う予定としております。 

  なお、完成後は、社会教育施設、また、グラウンド等につきましてもイベント用駐車場と

して活用したいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 旧洞爺湖温泉中学校の体育館につきましては、庁内プロジェ

クト会議、あるいは地域検討会議によりまして、校舎側等を結び木工室の部分を残す予定と

しております。そのスペースを含む施設の有効活用を図るために、具体的な内容につきまし

ては、地域関係機関などと協議を進め、避難施設としての役割のほか、体育振興に寄与する

ための施設設備に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 僕は、これ質問すること、先ほどの１番のポロモイスタジアムのこと
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もありますけれども、ある意味、体育館ですから雨降りの日もあるだろうし、例えば室内で

そういうスポーツができないかなとか、いろいろありますよ。それもちょっと早くというか、

これで改修するということでやっているのですけれども、連携しながらやっていくと、非常

にもっといい環境になっていくのかなとの思いもあって、話もさせていただいておりますけ

れども、一応、31年に校舎は解体ということで、解体したとこは空きスペースになって、駐

車場になるというふうに理解していいのかな。 

  それと、体育館は、そのときに改修しますよと。改修して、それから暖房設備含めていろ

いろ改修して、それからまた利用して、体育館単独で利用していくということで、それ確実、

間違いないですね。 

○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、議員おっしゃった予定で検討してございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） わかりました。こういうことも含めて、30年、31年も近々の話になっ

てきますので、こういうことも含めて、ただ、体育館の利用の関係は、関係者とよくお話す

るということですけれども、きちっとその辺も利用計画というか、利用するに当たっての一

番うまく上手に利用できるように、また、利活用できるような施設にしていただきたいなと

思います。それはお願いというか、そういうふうにしていただきたいと、要望として言って

おきます。 

それで旧洞爺湖温泉中学校も基本的に建物もなくなり、体育館だけになりますけれども、

それでもイベント等で最近、車のとめるところもなかなかないということの中では、そうい

う部分では土地としての利活用がうまくいくのかなというふうに思いますので、その辺、き

ちっと対応していただきたいと思います。 

  続きまして、２番の公営住宅についてということで質問させていただきます。 

  １番の公営住宅の入居条件（年齢等）緩和について伺いますと質問しております。 

  これ９月の決算特別委員会でも、ちょっと指摘させていただきましたけれども、公営住宅

の入居条件というのは、今、限の我が町の関係の中では、単身者の場合は60歳以上でないと

だめだというような、入居申し込みができないというようなことで私は認識しておりますけ

れども、その辺のこと間違いないのか。それと入居条件の緩和について、９月にお話しして

から３カ月たちますけれども、その間、何か動きがあったのかなかったのか、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 町営住宅の入居要件でございますが、これは議員ご承知のとお

り、洞爺湖町営住宅条例で定めているものでございます。改めて要件を申し上げますと、１

番には世帯の収入が、公営住宅法に定める基準以内であること。また、同居をしようとする

親族がいる方、または町税を滞納していない方、４点目は持ち家を有していない方、それか
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ら暴力団員ではない方、そのほかに、今、議員が言われました単身で入居できる方もいらっ

しゃいます。それは現在の基準では60歳以上の方、それから生活保護を受けている方、また

は障がいをお持ちの方ということになっております。 

  その中で、今、お話がありました９月の議会の決算審査のときにお話がいただいたことで

ございました。これを改めて私どもも、内部で協議をさせていただいているところでありま

す。その中においてちょっと過程を、今までの状況を申し上げますと、この中で入居資格に

おきましては、年齢や親族との同居を規定する親族要件というのがございまして、これにつ

きましては平成23年度において地域主権一括法による公営住宅法の改正がございまして、そ

の中で義務づけ、枠づけの見直し、そのほかに条例制定権の拡大という観点から、国からい

わゆる地方自治体へ権限が移譲されて、公営住宅法の中にはなくなったものでございまして、

あくまでも町のほうで決めれるというところになってございます。 

  しかしながら、その当時の記録を見てみますと、若年単身者におきましては、建設時にお

いては公営住宅に規定していない、想定していない階層でありまして、コミュニティーなど

の好影響も考えられましたが、町営住宅の間取り自体が世帯向けが大半でございまして、住

宅の効率性の利用や高齢者への対応の観点から、慎重にならざるを得なかったこと、それか

らまたルームシアトーの寄り合い世帯も入居が可能になることから、やはりそれは難しいと

いうことで考えているところもありました。このことにつきましては、平成24年に開催され

ました洞爺湖町住宅運営委員会において、この要件につきましてご審議していただいたとこ

ろでございます。その結果といたしましては、現在の要件を維持することが妥当であること

判断するとの答申がございました。 

  また、この前お話がありましたので、近隣の状況もちょっと勘案したいということで調べ

させていただいたのですが、北海道の道営住宅を初め主要な都市部や近隣の市町村において

も、現行の要件が維持されているところでございます。その中でいろいろ、この空き家のこ

とも考えながら検討したいというふうに、私どもも検討させていただいているところなので

すが、現在はいろいろな計画がございまして、洞爺湖温泉地区においては、とうや湖蒼水閣

の所有者もかわりまして、来春に本格的にホテルを開業するというお話も聞いてございます

し、月浦地区では月浦温泉ポロモイ跡地に、ホテルの建設も予定があります。 

  また、洞爺地区も老人施設、旧シニアシュロスというのでしょうか、それもホテルの改築

事業もしていると聞いてございますし、花和ではヤンマーアグリジャパンの開設も予定され

ているところであります。これらの方々の施設の従業員の方の住宅の受け皿になっていただ

ければというところも考えているところであります。 

  しかしながら、この町営住宅につきましては、皆さんご承知のとおり、人口減少や少子化

に伴いまして確実に空き家が、空き室が発生してくる状況になること。また、各団地の維持

管理においても入居者が高齢化してもございまして、草刈りや冬の除雪も難しくなっている

ところも現実的にあるかと思います。 

  以上のことを踏まえまして、改めて町営住宅の入居制限、入居要件の緩和について、洞爺
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湖町住宅運営委員会に慎重に審議いただくように、今、検討はさせていただいているところ

であります。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、部長が言われたとおり、今回の質問に際しまして、やっぱり今の

ま公営住宅、特に古いところの公営住宅なんていうのは、空きが出てきているという。例え

ば、高層住宅５階建ての建物なんかだったら、例えば例を挙げれば、洞爺湖温泉の柳川団地

なんかもエレベーターもついていないから、４階、５階に住まれる方もだんだん減ってきて

いると。ただ、階段を上りおりするのは大変だと、年配者しか住めないような住宅になって

ちゃっていますから、かといって若い方というの家族持ちの方もなかなか今、入居するよう

な状況でもないので、そういうことになっているのですけれども、いつも５階とか４階はあ

いていると。それを何とかしたほうがいいのではないのかということで、いろいろな担当と

お話ししていて、今、部長のほうからの答弁ありましたけれども、住まれている方も年輩の

方が結構ふえていて、だから管理するというか、自分たちで例えば草刈り、草刈りも含め特

に冬の雪、除雪なんかも大変な状況になってきておるので、若い方も中に入っていたほうが

バランスよくて、昔の、昔というか、もともと公営住宅ができたころのもとに戻るのでない

かなという思いで、こういう質問させていただいておりますけれども、それに今ちょっとこ

の３カ月ぐらいの間で、いろいろな部分で住宅の委員方とお話ししているということですけ

れども、もう一つは、旅館組合等からも前に、町長はよく知っていると思いますけれども、

申し込みでなくて、何か新しい住宅でも建てくれないかといういろいろなお話ありました。 

  洞爺のほうには単身者住宅つくりましたけれども、洞爺湖温泉の中では、新たな建物はち

ょっと無理だと、町長は言っております。その中で、空きやが出ている公営住宅を、何とか

利用するべきでないのかなという発想もあります。新たなホテルも、お話もありましたけれ

ども、基本的にはあいているところをうまく利用、先ほどの公共施設の利活用ではないです

けれども、本当にそういう部分では、若い方でも単身の方でも入れるようにしてあげたほう

が、ただ、きちっとした手続は必要だと思いますけれども、定住対策にもなるし、また町の

活性化にもなるし、また住んでいる方がいろいろな場面で、利便性もあるのではないかなと

思ってのお話ですけれども、その辺の全体的な考え方に対して、町長はどう思われているで

しょうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 町の公営住宅、今、709戸の戸数があるわけでございますが、今、議

員ご指摘のとおり、少しずつ空きが目立ってきている状況がございます。公営住宅100％と

いうのは、本来最高のベストの状態でございますけれども、どこの自治体におきましても

70％から75％、多いところで80％くらいの稼働率かなというふうに思っておりますが、それ

にしても私どもの町の公営住宅の入居率は非常に高いような、以前からのものがありました。

それは勤労世帯の方が多いのかなということでございます。 
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  そんな中、また新しく起業を起こしてこられる方もいらっしゃるようだと、今、その問い

合わせがあるというお話も聞いております。ある一定の今の戸数のところは、近々埋まるの

ではないかなというふうに思っておりますが、今、議員ご指摘の空き家をうまく利用して、

それを公営住宅適用みたいな形にならないか。それは私どもの町にも空き家、個人の空き家

が相当数が出てきておりまして、今、町のホームページ等でもそれをご紹介させていただい

ているわけでございますが、まだまだ家賃の関係ですとか環境の関係ですとかいろいろな諸

問題で、それが移住・定住につながるようなものにもなっていない現状がございます。 

  そんな中で、さらにそれを町が借り受けて何とかお住まいにできないか、これは十分検討

するに値することだというふうにも思っておりますので、庁舎内、あるいは有識者のご意見

等々も賜りながら、十分検討していきたいと、このように考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、町長言われたとおり、十分検討していただいて、やっぱりあいて

いるのはもったいないと、公共施設さっき洞青寮、私、質問しませんでしたけれども、結局、

空き放しだったら、水道、あっちはだめになる、こっちだめになるという部分、結局建物が

人が住むことによって長寿命化も図られるということもありますので、そういうことはなる

べく、入りたい人がいるのに入れない条件は、例えば60歳というのも一つの壁になっていた

のかなと思ったりもしますので、この辺も少し。 

  初めこれを取り上げたとき、何か国の法律で、公営住宅法の中で絶対だめよという話だっ

たらしいのだけれども、それが実はその前に変わっていたという場面ありましたので、だか

らきちっと内部的に有識者も含めて検討していただいて、緩和のほうに行っていただければ

なと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次、（２）の月浦公営住宅の住環境について伺いますということで、これは確認なのです

けれども、これは月浦住宅の新しいほうの建物ね、４号棟、５号棟か。これ有珠山噴火のと

きに緊急的にというか、本当に大変な状況の中でつくった建物でありますけれども、聞くと

ころによると、入って間もないときから床がはがれるとか、随分湿気がすごいだとか、何か

いろいろな話を聞いておりましたけれども、それと屋根の関係、例えば雪が落ちたら雪かき

が大変なことになるとか、雪どめがないからとかいろいろな話聞きます。住民の方にはね。

その辺のことで、あそこ住宅きちっとしてあげないと、住んでいる方もかわいそうですし、

結構、建物の部屋の内部が傷んでいる場面も聞いておりますので、その辺のこと確認という

か、どういうふうに町として認識しているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 月浦団地の４号棟、５号棟の関係でございますが、今、議員が

おっしゃいましたように、2000年の噴火災害によりまして被災した町営住宅や、それから一

般住宅のための災害公営住宅として建設されたものであります。この完成した月浦団地の４

号棟、５号棟の住環境は、以前の住宅に比べまして湿気対策として、24時間稼働する換気設

備の設置や浴室がユニットバスになるなど、一定の居住水準に満たされた住宅となっている
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と考えているところであります。しかしながら、建設から16年を経過しまして、住宅設備関

係が更新時期を迎え、修繕費もかさんでいる状況でもあります。 

そのような状況の中、今、一つのお話として、床のフローリングの膨れについてのお話が

ございました。これは住宅の過ごし方など、いろいろな要因も考えられますけれども、床の

フローリングの膨れの要因といたしましては床のコンクリート、下にコンクリートがあるの

ですが、そこに残っている水分が、床のフローリングにクッション材があるのですが、フロ

ーリングの下地にあるのですけれども、それが水分を吸収しまして、床が膨れるという事象

が出てきているのが、何度か見受けられているところでございます。 

当初は、これを修繕するのはかなり大規模で、１回床をはがすなどしていろいろやってい

たのですけれども、最近はいろいろ改良させていただきまして、床にちょっとした穴をあけ

て、そこに接着剤をつけて、端的に言うと、重石を乗っけてくつけるというような工法も、

簡易に直せる方法も最近やっとできはじめまして、そういう方法で修繕をさせていただきま

して、入居者の方と地域等の打ち合わせの上で、町の負担においてさせていただいている状

況でございます。今後といたしましても、こういうようないろいろな修繕につきましては、

町営住宅の適正な維持管理として必要と考えておりますので、しっかり取り組んでまいりた

いと考えているところであります。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、お話ありました。入居者の方から、そういうことは結構苦情、苦

情というか、いろいろな要望というかそういうことは直接建設課のほうに来るのか、それと

も管理人さんを通じて来るのかというと、その辺はどういうふうになっているのですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） ほとんど入居者の方から、直接いただいている状況になります。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのときは、入居者が直接困ってお電話するか、直接来るかわかりま

せんけれども、お話があった、そのときの対応はきちっとやってください。結構評判悪いで

す。横柄だって。相談してもこっちが、相談しているほうが悪者になっているような感覚が

あるみたいな、二人の方から聞いた。全員ではないですけれども、二人の方から聞きました

ので、その辺の対応もきちっとやっていただきたいと思いますが、その辺いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 大変申しわけなく思います。ちょっとその事象については、確

認していないのですが、町営住宅においては私どもとしましても、町の主要施策である移

住・定住に関しても重要な役割を果たしています町民のサービスに、一番大事なことだと思

っておりますので、そういうことも含めまして、現在、入居していただいている方の修繕に

つきましてもしっかりと今後取り組んで、住環境の向上に努めてまいりたいと考えていると

ころであります。申しわけございません。よろしくお願いします。 
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○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのとおりしっかりやっていただきたいと思います。本当に忙しいの

はわかっています。大変な仕事もしているのも知っておりますけれども、やっぱり人ですか

ら、言葉一つでも大事だと思いますので、その辺、対応きちっとやっていただければと思い

ます。 

  以上で終わります。 

○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、10時55分まで休憩いたします。 

                               （午前１０時４５分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午前１０時５５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 次に、２番、越前谷議員の質問を許します。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ２番、越前谷でございます。 

これから、通告しました順序で一般質問をさせていただきます。 

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

案件上、今回は特に具体的な細部にわたっての質問もあろうかと思いますが、その点につい

てあらかじめお許しをいただきたいなと思います。 

  毎年、今の12月議会ということになると、翌年度の予算編成に向けて準備が進められるで

あろうという観点から、平成30年度の予算編成についてという案件も出したいところであり

ますけれども、ただ、私は予算編成する前に、しっかりと地域の状況等を把握した中で、そ

して重点政策なども打ち出していただければなという思いで今回は質問させていただくわけ

であります。 

  まず最初に、自然保護を生かしたまちづくりについてということで質問させていただきま

す。 

  きのうこの議会におきましても、非常にエゾシカによって農作物等々の被害も拡大してい

るという声も上がっておりました。この鳥獣による農林業被害金額は、北海道全体で対策を

講じても約47億円、その８割が、エゾシカの被害であるわけであります。私は、このエゾシ

カ被害のことを考えると、やはり農業の被害というのは、非常に深刻な状況になってきてい

るなと思っております。前年度対比からいくと、北海道全体で約４億円の減少になっている

わけでありますけれども、47億円の被害状況。エゾシカ被害額からいくと、39億2,000万円

の全体的な北海道の被害金額になっているわけであります。 

  ちなみに申し上げますが、カラスによる被害というのが約２億6,000万円ほどございます。

前年度は３億1,000万円ですから、これも伸びておる状況にあります。それから、ヒグマに
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よる被害額というのは１億9,000万円ほどございます。前年度は１億7,000万円程度でありま

すから、これは若干減少傾向にあります。それと、キツネの被害額は１億1,000万円、前年

度対比同額であります。それから、アライグマ、アライグマも後ほど触れさせていただきま

すが、前年度同額ということになっているわけであります。そういうことでございまして、

私はまず最初に、今、北海道の被害状況を申し上げましたけれども、洞爺湖町の被害状況と

いうのはどうなっているのか、その点から伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 初めに、北海道におけます農林業被害について、若干ご説明

をさせていただきたいと思います。 

  平成26年度におきましては、全体被害額52億8,500万円、うちエゾシカ被害におきまして

46億1,300万円、率にしまして87.2％ございます。平成27年度におきましては、50億8,700万

円、うちエゾシカの被害は42億5,400万円でございます。83.6％。平成28年度におきまして

は46億7,500万円、うちエゾシカ被害が39億1,700万円、83.7％となっております。 

  ご質問の洞爺湖町の農業被害につきましては、平成26年でございますが、全体被害額で

644万2,000円、うちエゾシカ被害におきましては66.6％になってございます。平成27年度に

おきましては546万2,000円、うちエゾシカ被害は377万6,000円でございます。69.1％。平成

28年度におきましては790万7,000円、エゾシカ被害が645万2,000円でございます。81.5％と

いう以上のような状況になっておりますが、アンケートを実施しておりますが、当町におき

ましては平成21年度から実施しております。ちなみに平成21年度の全体被害額は1,305万

8,000円、平成22年度におきましては1,450万1,000円まで及んでおりまして、近年は猟友会

等のご協力をいただきまして、被害は減少に至っておりました。 

  ただ、エゾシカの捕獲頭数につきましては、平成27年度が42頭でございます。平成28年度

は50頭、平成29年11月末現在におきましては46頭と、捕獲頭数は増加しておりますが、被害

額は減少しておらず、町内にいます生息頭数は、増加傾向にあるのかなという推測をされて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、課長のほうから答弁されたわけでありますけれども、先ほど北

海道全体で47億円ということを申し上げました。一番何といいましょうか、北海道全体で被

害額が多かったのは、平成23年度の67億円ということでございまして、確かに国の交付金な

ども使いながら対策を講じた結果、減ってはきております。減少傾向にある、北海道全体で

は。しかしながら、14振興局の中では４局が全体で減っているにもかかわらず、ふえており

ます。それは空知と留萌と日高と胆振なのです。この４局は、全体の被害額がふえておる状

況にあります。 

  ちなみに胆振振興局の被害額というのはどの程度なのかというと、約２億5,800万円ほど

であります。14振興局ある中で、胆振はそれでは何番目あたりになるのかということを申し
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上げておきますが、７番目であります。多かった上位３振興局は、釧路が約12億円、エゾシ

カによって、それから根室が５億7,000万円、それと十勝が４億8,000万円という、そういう

状況にあるわけであります。これは非常に危機的な状況にあるというとらえ方をしながら、

対策を講じていかなければならないのではないかなと思っております。私は、昨今の動植物

の生態系が、非常にゆがんでおる状況下にあると思っております。 

理事者に伺いますけれども、理事者は非常に知恵がある方でありますので、伺っておきた

いなと思うのですが、例えば洞爺湖の花というと、スミレ、ツツジということになるわけで

ありまして、木でいくと、ナナカマドとサクラということになります。北海道は、鳥はタン

チョウ、花はハマナス、木はエゾマツということになっているわけでありますけれども、日

本の国鳥と言えば、理事者ご存じですよね、お願いしたいなと思います。国鳥は、日本の法

律に規定はありませんけれども、キジであります。そして花は、桜、菊ということになり、

これは法的根拠はないようであります。調べた結果。 

何を言いたいのかというと、国鳥であるキジがここ三、四年前から、自分は山歩きも好き

でありますし、いろいろウオーキングの中で三、四年前まではキジなども見えておりました。

ここ三、四年、キジを見たという方、この会場で何人いるでしょうか、少ないだろうと思い

ます。そういう状況下の中で、キジそのものも見えなくなった。これは先ほど冒頭申し上げ

ましたように、アライグマであるとか、キツネの被害をこうむっているという、そう言った

も過言ではないだろうと思っております。 

それから、ちなみに申し上げておきますが、洞爺湖の中島でウグイスの鳴き声が聞こえな

くなったと。これは４年、５年ほど前にマスコミ等でも報道されておりますように、ウグイ

スの鳴き声が聞こえなくなったと。ウグイスはササやぶ巣をつくります。ところが中島は鹿

等によってササなどが食べられて少なくなった、そういう状況下の中で中島ではウグイスの

鳴き声が聞こえないと、こういう状況というものを知ったならば、非常に生態系が狂ってき

ているなと。私どもはまちづくりをするのに当たって、生態系、動植物と共存共生をする中

で洞爺湖町という地域社会が、動植物の生態系が狂ってきているというところに注目点をお

きながら、まち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おります。 

そこで、先ほど課長のほうから、鹿の捕獲数なども述べられておりましたけれども、今現

在、洞爺湖町の中でハンターは何人いるのでしょうか。あわせて担い手などの育成もしてい

かなければならないという強い思いもあるようでありますけれども、どのような担い手が何

人ぐらいいて、これから担い手をふやす策として何を考えているのか、伺っておきたいなと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 町内におりますハンターの数でございます。現在、９名とな

ってございます。また、銃器を新規で本年度中に農業者の方が１名、取得予定となっており

ますので、取得した際には10名ということになります。 

  それから、ハンターをふやすための対策というご質問でございますが、ハンターの高齢化
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により、人材の確保は大変難しい状況にあります。新たな資格取得への啓発も実施しており

ますが、申請書類等や銃器取得方法のアドバイス等も実施をしておりますが、また、洞爺湖

町鳥獣被害防止対策協議会が、被害防止計画を樹立した場合に、国の支援を受けられること

になります。３年ごとに実施されます資格取得の狩猟免許の更新の際に、洞爺湖町に有害鳥

獣の捕獲作業に協力して証明書が発行された場合には、技能講習が免除されまして、狩猟税、

３万円ほどかかるのですが、全額免除というようなことが、支援がされます。 

  さらに、対象鳥獣を捕獲した場合には、エゾシカ１頭当たりにつきまして8,000円が支給

されておりまして、各種国の支援策を利用しながら、ハンターへの支援を実施してまいりた

いと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。今、洞爺湖町の鳥獣被害防止計画というものが作成

されておりますね。まず最初に、一番先にこの計画作成年度というのは21年度と、計画変更

年度が24年度、それから同じく計画変更年度は27年度と、すばらしいこの中身を見ると、一

般質問しなくてもいいのではないかというぐらいの、すばらしい防止計画をつくっているわ

けでありまして、これは本当にすばらしい計画内容であるなということが理解されたわけで

ありますけれども、私は、先ほど９名いたハンターが、また１名ふえるということで合計10

名ということのようでありますけれども、いわゆる足くくりわなというのもあるのですね、

そういう足くくりわなで捕獲状況というのはどうなのでしょうか。それから、このくくりわ

なも免許か何か必要なのでしょうか。そして実際、洞爺湖町内で何名いるのか、伺っておき

たいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 議員おっしゃるように、鳥獣被害防止計画におきまして、く

くりわなの捕獲について進めていくということで、計画をしておるところでございます。捕

獲の検討につきましては、銃器の取得に抵抗のある方につきましては、わな猟の資格取得へ

向けて啓発をしているところでございます。 

  現在、農業者の方でございますけれども、13名のわな猟の資格取得者がおられます。くく

りわなの有効なかけ方の指導や捕獲後の個体の搬出支援など、当町の捕獲員が実施しており

まして、今後につきましても猟友会や農業者の皆さんと情報共有しながら、捕獲技術の講習

会等を開催して、地域全体で被害の軽減に向けた対策を講じていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、この周辺の鹿の出没状況などを若干触れさせてもらいたいなと

思うのですが、三豊地区、私も週何回か、ノットコ線を歩くわけでありますけれども、のと

ころ線でけもの道といいましょうか、鹿の通っている道は最近、去年あたりまで少なかった、

それが昨今は５カ所も６カ所もあるという状況であります。それと、夕方かけて雄同士で七、

八頭が群れでのところ線を横切ったということもあります。それから、雌同士でやはり七、
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八頭が横切ったというのをこの目で見ているわけでありますが、どんどんどんどんと住宅街

に近いほうまで鹿が出没をするという、そういう状況下になってきているわけであります。

マスコミ報道によれば、札幌の住宅街にも鹿が出没するということで、騒動になっていると

いうことでございます。 

  こういうことを考えれば、私は、やはり鹿は仕方がないとか、叱ってあげたいけれども、

叱れないとかということもあろうかと思いますけれども、私は何といっても、かつては動物

愛護団体にも所属しておりました。それから、日本野鳥の会にも所属しております。こうい

うことからいけば、動物愛護からいけば鹿をしとめるということは、いささか自分の気持ち

に押さえるものもあるわけでありますけれども、しかし、洞爺湖全体の被害状況を見ると、

このまま放置しておくと、もっともっとふえる要素はあるのではないかなと思っていますか

ら、ぜひハンターが10名のところをもっとふやすようなそういう策であるとか、そういう免

許を取る場合の例えば支援を強化するとか、報償金をアップするとか、そういったことの財

政措置をしなければ、なかなかハンターもふえないのではないかなという気がしてなりませ

んけれども、その辺、理事者はどのような見解をお持ちですか。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ご質問の最初にございました三豊地区の状況についての部分

でございます。 

  本年、春先より農業者の方から被害の報告を受けておりましたので、注視していた場所で

ございます。当町の捕獲員を初めといたしまして、猟友会のハンターとも情報を共有しまし

て、巡回を強化していた結果、本年、三豊地区周辺において17頭の捕獲を実施しております。

また、地域の農業者の方なのですが、わなによる捕獲を実施するために、わな猟の資格を取

得するように進めた結果、本年度、受験することとなっております。取得後は、地域に合っ

た技術指導や捕獲後の個体搬出の支援を実施してまいりたいと思っております。 

  冬期におきましては、三豊地区越冬地ということでございますので、ハンター及び関係機

関と協力をいただきながら、一斉捕獲も実施していきたいと思っております。その上で、農

業被害軽減に向けて対策を講じていきたいと考えております。 

  よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ハンター等への費用負担等々の関係でございますけれども、担当のほ

うから聞いておりますハンターの活動というのは、特に冬期間、非常に厳しいときに猟に、

猟といいましょうか、駆除に出かけなければならないということも聞いております。 

  今、担当課長のほうからもお話ありましたとおり、ことし、ちょうど先ほどご質問のあっ

たセンチュリーあたりから下がってくるところ、あの辺で17頭ほどしとめているということ

もお聞きしました。まだまだ数はいるのだろうというふうに思いますけれども、その費用の

あり方についてどういうふうな形のものがいいのか、単価アップがいいのか、あるいは一律

がいいのか、その辺も含めまして十分検討してまいり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） 私は、先ほど冒頭申し上げましたけれども、この全体の８割がエゾ

シカ被害であると、やはり動物ですから移動もあると思うのですよね、移動も。だから将来

的には、近い将来、理事者、洞爺湖町だけでは無理な気がするのですよ。したがって、隣接

自治体と一体となって、被害対策というものを講じていかなければならないのではないか、

国の交付金を使っていろいろと手だてをして、農業被害を鹿から起きないように、そういう

方策をとってもやはりどんどんどんどんふえてくるという可能性も、なきにしもあらずです。 

  したがって、私は、鹿の移動範囲というのはわかりません。熊であるならば、１日、約60

キロ移動するということは知っておりますけれども、鹿の移動範囲というのはどの程度わか

りませんが、しかし、いろいろ手当てをしても被害というのは、どんどんこれからも出てく

るだろうと。したがって、洞爺湖町そのものも洞爺湖町の財源の大きな源になっておる農業

被害等も考えれば、やはり国だけの補助金に頼るだけではなくて、洞爺湖町独自の財源措置

も講じていくべきではないのかなという、そういう気がしてなりませんので、今、理事者述

べられたようでございますが、十分前向きに検討していただいて、鹿の農業被害から守る、

それからアライグマの件を申し上げると、キジの鳴き声が聞いた、見えなくなったというこ

とはアライグマであるとか、あるいはまたキツネの被害も多いのではないかなと思っており

ます。 

  私は、そういうことを考えてみたならば、当然、動植物との共存共生というのは重要なこ

とでありますけれども、しかし、人間が生活していく中での環境が悪化されるというならば、

捕獲もやむを得ないのではないかなと思っておりますので、ぜひそういう方向で力を出して

いただければなと思っております。 

  それでは、次に、時間の関係もありますので、２番目のウチダザリガニについて、どうい

う現況にあるのか、あるいはまた、どういう対策を今後講じていこうとしているのか、その

辺について伺っておきたいなと思います。 

  このウチダザリガニが確認されたのは、2005年のようであります。それから、某民間の方

が一生懸命ウチダザリガニを捕獲しながら、努力をしてきた中で、いわゆる酪農学園ともめ

ぐり合って、酪農学園の研究材料にもなっておるウチダザリガニの対策を、積極的に講じて

きております。したがって、洞爺湖町はウチダザリガニ駆除に向けて、酪農学園大と洞爺湖

町と、2009年に地域総合協力協定を結んでおるわけであります。したがって、2010年から酪

農学園と一体となって、ウチダザリガニを捕獲する方策を積極的にとっているということも

理解できるわけであります。 

  昨今、新聞報道によれば、ウチダザリガニも減少傾向にあるということが記事に載ってお

りました。しかし、減少傾向になったからといって、今、行われておる捕獲等々が中止にす

れば、やはり繁殖度が非常に強いウチダザリガニであるということであります。したがって、

繁殖度が強いのでありますから、生息域も拡大されて、いわゆる周辺の河川にも入っていく

だろうと、被害をこうむるだろうということになるおそれがあるということでございます。 
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  これは、私ども風光明媚な洞爺湖を核にしながら、観光行政の振興というものを積極的に

取り組んでいる洞爺湖町としては、こういう状況になったら、非常に大きな水質資源である

とか、あるいは環境資源等々がなくなってしまうと、そういう危機意識を持ってウチダザリ

ガニ対策も講じなければならないと思いますけれども、現状と今後の対策の中身を伺ってお

きたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 現状と今後の対策ということでございます。 

  先ほど、議員のほうからもお話ありましたとおり、2005年、平成17年の９月にウチダザリ

ガニが確認されまして、環境省も調査をしまして、洞爺湖に定着していることが確認できま

して、それ以後、洞爺湖生物多様性保全協議会というもので地元、それから国・北海道も含

めた中での協議会組織ができまして、その中でいろいろ対策を講じてきたわけでございます

が、在来の捕獲数が平成22年度に10万匹をピークに、年々減少傾向にございまして、一定の

効果はあるということが確認される一方、生息域が東西に広がり続けまして、現在では東は

旧滝上キャンプ場を過ぎたところまで、それから西は北大臨湖実験所を過ぎたところまで広

がりが確認されております。これらを食いとめるための対策が急務となっている状況でござ

いますが、さらにことしに入ってから、生息が確認できていた範囲を大きく飛び越えて、財

田地区にも捕獲されまして、これは既に定着されているということが確認されているという

ような状況、これが現状でございます。 

  それで、今後の対策ということで、現在、国のほうからも今まで補助をもらいながら進め

てきたのですが、平成22年から25年までについては、国交省の緊急雇用創出事業で100％補助

で駆除を行っておりまして、その後、26年から28年につきましては、同じく環境省の生物多

様性保全支援事業、これは２分の１補助でございますが、これにより対応しておりましたが、

その後は、国・道の支援もなく平成29年度につきましては、民間の国際花と緑の博覧会記念

協会助成事業に応募しまして、交付決定をいただき、現在実施をしているところでございま

す。 

  それで、これは補助率は２分の１で、限度額が100万円の事業でございまして、ことしの

事業内容を認めていただければ、来年、再来年と２年間補助を受けられる可能性はあるとい

うことでございますが、それ以後、平成32年以降は今のところ、どこからも支援がない状況

でありまして、地元の壮瞥町と洞爺湖町だけの支援では、駆除は大変難しい状況であるとい

うことでございます。このようなことから、国・道に対しましても毎年、洞爺湖の生態系保

全に伴う支援制度の創設ということで、室蘭地方総合開発期成会においても要望をしており

ますけれども、具体的な回答を得ていない状況でございます。 

  また、地元の洞爺湖生物多様性保全協議会には、先ほど言いました環境省、それから胆振

総合振興局の各関係課も顧問として加入していただいておりますけれども、駆除に対する補

助制度については、現状では難しいということの回答でございまして、これにつきましては

早急な対策への検討が必要でありますので、これにつきましては当然、国と道も地方が一体
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となって取り組まなければならないということでございますので、町は今後引き続き駆除に

対して支援を行っていくこととしておりますけれども、国・道に対しても引き続き要望して

いきたいということで考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 先ほど申し上げました2005年に、最初ウチダザリガニが洞爺湖で発

見されたと、そのとき調査に、2005年に私も同行させていただきました。そのときは、昭和

新山から遊歩道の船の桟橋までの広範囲に広がっているということでございました。 

  今、課長も申し上げているように、もう遠く、広く増殖されているということでございま

すので、確かに、今、洞爺湖生物多様性保全協議会あたりが努力をされた中で、しっかりと

措置をとっているようでありますけれども、これやめたら、町長、大変なことになりますよ。

ウチダザリガニは、いわゆる雑食系でありますから、何でも食べて、何でも飲み込んでしま

うということから、放っておいたらどんどんどんどんふえてしまうと、ふえることによって

周辺の河川にも広がっていくだろうと。こういうことになると、洞爺湖全体の自然破壊と言

っても過言ではないと思うのですよ。 

  幾らウチダザリガニでないか、たかがウチダザリガニでないかなど思ったら大変なことで

すよ。人間が生活をしていく中で、自然環境の重要性というのは、理事者も得とわかって理

解していると思いますけれども、やはりウチダザリガニによって水質そのものも破壊される

ようなことになったならば、人間が生活する中で大きな異常というものが出てくる。しっか

りと懸念するという認識を深めた中で、洞爺湖町独自であるとか、あるいはまた洞爺湖生物

多様性保全協議会に入っておる壮瞥町一体となって、もっともっと環境省やら北海道に働き

かけしながら、このウチダザリガニ対策というものを効果を上げるような、そういう対策を

講じていかなければならないと思うのですが、現段階で理事者はどのようにお考えでしょう

か。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま担当課長が答弁していただいたとおり、環境省の補助金が以

前ありました。それが残念ながら３年で切れてしまいました。その後、何か違う財源がない

だろうかということで、担当のほうでいろいろ調べていただいて、今、何とか２分の１の助

成ではありますが、100万円ではございますけれども、いただいておる。これがうまくいけ

ば２年、あと２年延長になると。さらには、今、私どもの町は室蘭開発期成会の中で、壮瞥

町さんと同時に共同で北海道、あるいは国のほうに要望させていただいております。 

  折しもこの間、合併特例債の要望で、国のほうにお邪魔させていただきました。そのとき

に中心的に一緒に各省庁を回っていただいたのが、北海道選出議員の武部新さんでございま

した。代議士でございました。肩書きは、今、環境大臣政務官という肩書きでございまして、

省庁を回った後、北海道選出議員のところ、そして最後に意見交換会をやらさせていただき

ました。その折にも、今、洞爺湖では大変ウチダザリガニで苦慮していると、もちろんエゾ

シカの関係もそうでございますけれども、そちらのほうを訴えさせていただきまして、何と
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か力をかしてほしい、こちらのほうに目を向けていただきたいということでお願いをしてき

たところでございまして、何とかそれが実を結んでくれればいいなと、期待をしているとこ

ろでございますけれども、今後もそういうルート、つながりができましたので、そちらのほ

うに期成会とはまた別に壮瞥町さんと連携をとりながら、要望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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ぜひウチダザリガニについては、今、理事者が述べられたように、

環境省やら北海道もちろんのことですけれども、積極的に壮瞥町と連携を深めながら、要望

を活動を強化していただければなと思っております。 

  それでは、時間の関係上、次に進めさせていただきます。 

  ２番目は、観光資源、整備促進についてということで通告をさせていただきました。 

  やはり観光資源というのは、当然、洞爺湖観光の源であると同時に、洞爺湖町は何といっ

ても経済の土台というのは、観光産業ということになっているわけでありますから、そうい

う観光産業が衰退するような環境であってはならないと思っております。そういうことで、

私は、今回質問させていただくわけでありますけれども、実は昨年の28年８月30日、台風10

号によって隣接の自治体も大きな被害をこうむったわけであります。同時に、私は、ことし

の春に洞爺湖地区のある催し物に出向いた際に、あの中島状況を把握しているかいというこ

とが住民に言われました。 

  見てみると、それは夜であったわけでありますから、日中行って見ると、非常に台風10号

の影響で倒木が見受けられた。この倒木を見受けられて、何とか利用を一日も早く洞爺湖観

光のシンボルといったら、中島であるだろうと思っております。したがって、その中島があ

あいう状況でいいのかと、自然淘汰だからそれでいいだろうという、そういう意見の持ち主

もいるだろうと思いますけれども、私は、緑化の復元を１年でも早くしなければならないの

ではないか。洞爺湖温泉から見ると、倒木状態は見受けられないと、洞爺地区のほうから見

ると、倒木状況がはっきりと確認することができると、これはそれ相当の何十平米か、何百

平米か、何千平米になるかわかりませんけれども、それ相当の被害状況であるわけですよね。

あれを、あのままでいいという行政の考え方があるのかどうなのか、まずその辺を伺ってお

きたいと思います。 

○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） 昨年８月30日の台風10号による被害であります。洞爺湖町内に

おいても家屋の損壊や農作物の被害、海上におきましては離岸堤の損壊、また漁業被害、樹

木の倒壊などがあって、洞爺湖町内においては、今までにない台風の被害を受けたところで

ございます。台風が通過した後には、第一に、町としては住民の安全確認を行いながら、町

内の被害状況の確認や復旧対策に全力を注いできたところでございます。 

  その中で倒木の被害につきましては、まず、道路を塞いでいる樹木の撤去を行い、道路環

境の復旧を行っていましたが、中島においても洞爺湖森林博物館周辺において倒木があった
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り、また、洞爺側から見えるところでは、周辺全ての木がなぎ倒されている状況を確認し、

急遽、後志森林管理署へ連絡をとり、復旧計画などを検討したところであります。 

  町長も札幌にあります北海道森林管理局へ出参って、復旧を要望してきているところであ

ります。ただ、議員がおっしゃるとおり、新芽が出てくるのではないかとか、そういう話で

流されてくるところもありますけれども、今、現状見ても決してよろしくない状況でもあり

ますので、なお、さらにあそこの倒木した樹木の除去、そして植林をしていただくように、

これからもさらに要望をしていく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、参与が答弁されたので、気になる部分があったのですね。一生

懸命、行政当局が努力されているということは、それはそれとして認めますけれども、倒木

を除去というのは一体どういうことなのかなと、自然淘汰なら自然淘汰で私はいいのではな

いかなと思っているのですよ。とにかく茶色っぽく見えるところを、一日も早く緑化の復元

をさせるような、それとも今、参与が言ったように町民植樹祭なども企画しながらとかとい

うような思いもありますけれども、とにかくあれを裸にしておくと、トヨタさんではないけ

れども、何々ということもあるようでありますけれども、そういう状況でいいのかなという、

やはりこの関係機関に十分働きかけをしているということでございますけれども、やはり政

治力を使っても一日も早く、１年でも早く、この復旧に足を入れるという対策を講じていた

だければなと。 

  私は、１番目に鹿対策について述べさせてもらいましたけれども、やはり確かに大きな風

であっただろうと思います。昭和新山の登り口も木が倒れたりしているのを見ると、それ相

当の風が吹いたのだろうなと。しかしながら、中島ですから、鹿によって植栽が食われて、

地盤が緩くなっている、そういう状況も見逃してはならないのではないかなと思っておりま

す。ちなみにこういうことがおわかりになりますか。台風のことでありますから、若干述べ

させてもらいますが、雷が鳴るとキノコが出るのだってということが話題になりまして、自

分もそうなのかなということでちょっと調べてみると、雷でキノコが出るのではなくて、稲

妻の光で菌の発生を強くするということのようでございます。そういうことも考えながら、

何とか中島を早く緑化の復元をするようにしなければならない。中島はご存じのとおり、自

然の生態系の豊富なところでもありますから、ぜひ１年でも早く復旧するように努力をされ

たい、そう願うわけであります。 

  先ほども申し上げました中島は、洞爺湖観光のシンボルであるわけであります。その島が

どういう状況下になっているのかということを、しっかりと検証・検分を図りながら、１年

でも早く復旧が実現できるように、理事者に努力をしていただければなと思います。もう一

度、理事者の決意を聞かせていただければなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 後志森林管理局のほうの考え方でございますけれども、非常に全道一

円、そしてこの胆振管内におきましても西胆振地区、特に昭和新山の近辺ですとか、昭和新
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山に行く途中ですとか、相当の木の倒木があり、順次、今、予算の関係上、手をつけさせて

いただいているのですというお話がございました。ただ、私どものほうとしては、一刻も早

くこれを正常な状態に戻してもらいたい、それで北海道森林管理局さんのほう、局長さんの

ほうにも要望させていただいているところでございます。 

  先ほど、担当参与が申し上げたのは、除去、撤去ではなく、いわゆる管理局の局長さんの

お話では、あそこから搬出をして、そして集積材ですとか、今、営林署さんのほうでは材木

の集積材を、いろいろ整備をしているようなことも聞いておりました。そういうふうな形の

ものに役立てるためにも、早くにあそこから搬出をしていきたいというふうなこと言ってい

ただいておりますので、それが本当に早く実現できるよう、私どももまた要望してまいりた

いというふうに考えています。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。 

  それでは、次に、月浦の火山灰の埋立地改修工事の促進ということで質問をさせていただ

きたいなと思います。 

  先ほど、９番議員のところでも触れておったわけでありますが、やはり月浦の火山灰の埋

立地の改修というのは、一体どうなっているのよと。あれは、先ほど答弁されておりますよ

うに、52年の有珠山噴火の除排整備のために埋め立てをしたというのが、実際そうでありま

す。その辺は私も理解しておりますし、もう37年もたっていると。当時の岡村町長にも、あ

るいはまた質問させていただいて、できるだけ早くあそこ埋立地をしっかりと改修工事をや

るよう、道庁のほうに、あるいはまた国のほうにも働きかけしていただきたいと、こういう

ことを述べた経緯もありますし、前町長の長崎さん時代も当然一般質問させていただいて、

その旨を質問させていただいたのは、それは本当に速やかにやろうではないかと、これは一

旦、長崎町政時代は改修工事は行われました。しっかりと安全地帯等々も設けて、完成をし

たわけでありますけれども、現在は湖側のほうののり面が崩れて、裸になっているという状

況であります。 

  先ほど、ポロモイスタジアムの件で、大体目標が4,200を見込んでおったならば、父兄も

含めて大体で約２万名ぐらいは、来ているのではないかということであります。私もこのス

タジアムの関心度があったわけでありますから、ポロモイスタジアムの関心があったわけで

ありますから、見に行きましたら、あの埋立地で家族連れが遊んでいるのですよ。何組も。

そして、先ほど申し上げましたように、湖側も、もう崩壊状態になっていると。私は、そう

いう安全対策も含めながら、やはり洞爺湖観光の一つの資源としてもポロモイスタジアムが

誕生した、その周辺の環境がどうなっているのかということをしっかりと検証・検分を図っ

た中で、一日も早く改修工事にかかれるよう努力しなければならないのではないか。 

  これは、当然、洞爺湖町の用地ではないわけでありますから、北海道の管理になっている

わけでありますけれども、やはり町長は、積極的な政治力を発揮する方でありますから、北

海道あたりに出向いて行きながら、しっかりと一日も早く埋立地が、改修工事が始まって快
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適な埋立地として生まれ変わるように、努力をしていただきたいなと思います。 

  先ほど、参与もあの埋立地から見る洞爺湖は、すばらしいということを答弁されておりま

した。まさにそのとおりであります。洞爺湖観光の一角として、スタジアムであるとか、森

林自然公園であるとか、あるいはまた埋立地をしっかりと改修することによって、一つの資

源として生まれ変わると。それから、あそこで、規制線を張っておりますけれども、実際に

来ている方々は、あそこに広げてお弁当を食べたり、子供たちが遊んでいる姿を見れば、事

故あったならばどこの責任なのかよと。少なくとも北海道はもちろんのこと、地元自治体の

責任もなるのではないかという、そういう危機意識の中からぜひ現状認識をした中で、道・

国あたりに積極的に働きかけをしていただければなと思うのですが、理事者の見解を求めま

す。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） あそこの埋立地でございますけれども、当初、設置されたときには、

そこそこの見映えのあるところでございました。しかし、残念ながらそれから非常に月日が

たちまして、草がぼうぼう伸びているですとか、あるいは安全柵が倒れかかっているだとか、

非常に厳しい状況がございます。その現地を、やはり今の観光参与は非常に熱心な方でして、

現地を確認し、写真を撮って、土現のそこの出張所の所長さんと、いろいろかけ合っていた

だきました。その結果、何とかしなければならないという回答もいただいているわけでござ

いますが、あとは予算がどういうふうにつくかでございまして、そちらのほうにつきまして

は、私どもも北海道のほうに、また強く要望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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 非常に埋立地から見る洞爺湖のロケーションというのは、すばらし

いものがあると。したがって、当然、規制線を張っていたとしても、子供連れの方々という

のは、あそこの埋立地にも足を踏み入れるのですね。だから、今、理事者が述べられておる

ように、積極的にこの要望活動をしながら、一日も早く実現するよう努力していただきたい

なと思います。 

  本年度、始まったポロモイスタジアムが4,200を見込んでおったら、利用された方は１万

3,413名と、したがって父兄を含めると全体で２万名も来ていると、来年度になったらもっ

ともっと来るかもわからない。先ほどのトイレの問題もしかりでありますけれども、やはり

しっかりと受け入れ態勢を強化をしながら、快適な自然環境を保ちながら、あのすばらしい

ところでサッカーを楽しむ子供たちの笑顔を忘れることなく、行政というのは積極的に取り

組んでいかなければならない。スポーツやる人たちばかりではないと思います。応援の方々

も含めて、快適な場所に来たねと、あそこはすばらしいよと、そういうことになるともっと

もっと利用客もふえて、いわゆる宿泊環境にも結びついていくだろうという、そういう強い

思いを持っているわけでありますから、ぜひ理事者においては積極的な汗を流していただけ

ればなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 答弁は要らないですね。 
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○２番（越前谷邦夫君） 理事者、先ほど答弁しましたので。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私ども湖、特に私どもの行政区の範囲におきましては、インバウンド

のお客様も相当来客していただいております。そんな中、計画的ではございますけれども、

洞爺湖温泉街にある野外トイレ、こちらのほうには順次、一遍にできなかったものですから、

１年置きに和式トイレを洋式トイレ、それも水洗トイレに、ウォシュレットがついているよ

うなトイレに整備をさせていただいております。洞爺のほうも順次、やらさせていただいて

おります。 

  先ほど来、出ておりますポロモイのほう、これだけの人数が来ていただいておりますので、

やはり何か対策を考えなければならないだろうな。あわせて埋立公園のところ、これを何と

か緑化、いわゆる有珠山噴火記念公園、あるいは森林公園、そして洞爺の水辺、こういうふ

うな湖の近くに本当にいい芝生、緑地帯があるのだというふうなものを整備することによっ

て、やはり気持ちよく観光客の方に来ていただいて、気持ちよくお帰りになっていただきた

い、そういうふうな方策のものを今後とも続け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） ここで、休憩に入ります。 

  再開を午後１時からとしたいと思います。 

                               （午前１１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） それでは、観光資源整備促進についての（２）のサイクリングの関

係で質問させていただきます。 

  洞爺湖一周のサイクリングの関係については、９月議会でも取り上げておりますから、で

きるだけ割愛をしながら簡潔に質問させていただきますので、答弁のほうも長々と答弁しな

いでいただきたい、時間の関係上、簡潔にお願いしたいなと思います。 

  今、北海道に外国人観光客等は現在で223万人と、2020年には500万人達成できるように努

力をしていくと、北海道そのものの数値も上げながら、道あたりも積極的にどうしたならば

外国人観光客もたくさん来ていただけるかと、こういうことを掲げて取り組んでいるようで

あります。 

  私は、今回、取り上げさせていただいたのは、９月の定例議会でも述べておりますが、い

わゆるそこそこ公安委員会であるとかで認めれば、歩道そのものも通行可能になると、自転

車は言うまでもなく車道が原則であります。しかしながら、公安委員会等でも認めれば歩道

も通行できると。私は、洞爺の件、まだ確認取っていないのですが、伊達の某スタンド、某
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洋服店あるところから緑が丘高校までの歩道は、いわゆる自転車歩道通行可能という看板を

掲げて、そこを自由に走れると。これは何といいましょうか、子供さん、11歳未満ですか、

以下であったり、あるいは75歳以上の高齢者だったら、そこ通ってもいいよという法規的に

うたわれているようでありますけれども、その制限のない方でも自由に歩行者歩道を自転車

が通行できると、こういうことであります。 

  洞爺湖一周も、前の理事者も危険箇所もある、防護柵をつけなければならない等々の行っ

ていることを説明を受けておりますから、十分理解はしておるのですけれども、やはり洞爺

湖一周の中で歩道あるところは自転車での通行可能という、そういう制限を外すようなそう

いったことも、一つの洞爺湖観光の向上する一助になるのではないかなと思っているのです

ね。先ほど申し上げました223万人から500万人ということになれば、そこそこ洞爺湖温泉に

も観光客などが来て、自転車をレンタルしながら湖畔一周という方々も多く見えられるので

はないかなと思っています。したがって、そういうことをクリアすることによって、洞爺湖

観光がもっと飛躍するのではないか、躍動するのではないかなと思っております。 

  そこで、今、北海道議会の全会派、５会派あるようでありますけれども、全５会派が一堂

になって、来年の２月に議員提案をすると。それはどういうことかというと、北海道自転車

条例というのを仮称でありますけれども、それを採択に向けて、今、動いているようであり

ます。議員提案であります。その目的としては、安全で適正な自転車の利用を通して、道民

の健康増進を図り、環境への負荷を抑えることが目的であると。それから、外国人観光客誘

致を目指して、自転車で周遊するサイクリング・ツー・リズム、横文字は苦手なのだけれど

も、推進を掲げているわけであります。 

今、申し上げたいのは、危険箇所等も含めて自転車の専用道路も整備していきたいと、そ

れから危険箇所については整備を促進していきたいという、そういう動きが北海道議会の中

でもあるわけでありますから、ぜひ洞爺湖観光を躍進させていく一つの一助になれる、そう

いうサイクリング・ツー・リズムというものを邁進させるために、くどいようですが、自転

車歩道通行可能許認可を取って対応することも必要ではないのかと、こういうことを申し上

げたいのでありますけれども、いかがでしょうか。答弁は、簡潔にお願いします。 

○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） 議員おっしゃるとおり、近年、サイクリングで洞爺湖を一周す

る方々が多く見るところができます。ただ、議員おっしゃるとおり、自転車通行可となって

いる歩道につきましては１カ所しかなく、それ以外の歩道に関しては助歩道、路側帯を走る

ようになっております。ただ、やはり観光客や自転車を利用する方々の安全を考えますと、

歩道を利用して自転車で一周して楽しんでいただく、これが大事なことだと思っています。 

  また、今、おっしゃったように、サイクリング・ツー・リズム、いわゆる景色を多能しな

がら観光をするというのが、今後、多くはやってくる部分でもありますし、台湾あたりでも

サイクリングを持ち込んで観光している方もいる状況であります。そうした中で、今後、自

転車利用者の安全確保において、通行可となっていない歩道においても許可が得られるよう
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要望を行い、自転車で安全に洞爺湖を一周できるよう道路管理者、並びに警察へ要望してい

きたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 熱意は重々にですけれども、伝わってまいりました。そういうこと

に許可取ると、当然なこと看板等の設置もあるでしょうし、それからこれから申し上げたい

のですけれども、外国人向けの自転車で周遊できるそういうパンフレットも作成してはどう

かと、外国人向けのパンフレットも作成をしてはどうかと。 

  したがって、私は、ここで申し上げたいのは、よそでやっていないようなこともやること

によって、観光客が誘致できるというそういう要素を持つわけでありますから、他の町でや

っていないからいいのだというような声も聞こえないわけではありませんけれども、外国人

観光客も洞爺湖一周を自転車で周遊しても何ら不自由なく、あるいはまた安全性を保ちなが

ら周遊できるような、そういう環境というものをつくり上げていただきたいなと思うのです

が、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） 先ほど、観光の参与も申しておりましたけれども、洞爺湖周辺、結構

自転車を利用される、サイクリングをされる方がふえてきているなという感じがいたします。

そんな中で、やはり安全に走行できるよう、これもお願いになるわけでございますけれども、

道路管理者、あるいは公安委員会のほうへ、再度またしっかり要望してまいりたいというふ

うに思っております。 

  また、この間、公安委員会のほうに町の関係する皆様と中央通、あるいは眺湖通の信号、

あるいは横断歩道の設置等々の要望に行ってまいりましたけれども、その折にも標識の中で、

ややもすると「とまれ」だとか日本語だけでの標示と。今、外国の方もかなり来ております

ので、例えば、ストップですとか、ローマ字標記、あるいは英語標記、こういうものの看板、

これを公安委員会のほうとしてもぜひお願いしたいと。私どもの町だけでなくて、何か公安

委員会のお話をお聞きしますと、全道各地からそういう要望が出てきているということでお

話されておりましたので、今後につきましてもやはり同じように要望してまいりたいという

ふうに考えています。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今の理事者の見解を聞いて、この課題については終わらせていただ

きたいなと思います。 

  最後になりました。３番目の虻田小学校グラウンドに照明設置についてということで通告

をさせていただきました。 

  よく夜間照明、夜間照明と理事者言うのですよね、私から含めて、夜間照明というのはな

いようです。夜間というのはつけるべきではないという、学者の見解が知りまして、そうな

のだと、夜間照明というのは日中の照明ないのだから、照明というのは夜間照明のみだとい

うことで、夜間はつけるべきではないという、そういうことのようでありますけれども、実
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はこの夜間照明と言ったら、また通常言っている言葉で言うのですが、照明設備は当初、噴

火前は旧虻田町の町民グラウンドに４基ほどついておったわけであります。それが噴火後に

いろいろカテゴリ等のこともございまして、Ａゾーン、Ｂゾーン、Ｘゾーン、Ｃゾーンです

か、そういうゾーニングを図ることによって、協会病院さんのほうも本町に下がらざるを得

ないという、そういういろいろな要素があっての移転せざるを得なくなったと。どころへ来

るのかといったら、当初の理事者に一般質問したわけでありますけれども、町民グラウンド

にと。それでは町民グラウンドはどうなるのと、照明はどうなるのということを質問しまし

たら、豊浦方面のほうに、これよりも同時の町民グラウンドより若干狭くなるけれども、サ

ブグラウンドを照明つけて建設すると。 

そういうことであったのですけれども、いざ振り返ってみると、某薬局に変わっていると

いうそういう流れなので、解体された照明がどこにあるのかなと思って調べてみると、個人

の、入江地区というのですか、泉地区、入江地区でしょうね、にあるグラウンドに設置をし

たという、そういう町民グラウンドの行方なのですよね。私は、この照明については、非常

に小学生の方々やら中学生の方々の父兄の方々からも、実は要望を受けているのです。昨今

の総務常任委員会で、体育協会の方々との意見交換をしたときも、この照明設備を設置して

いただきたいという、そういう声が上がっているわけであります。 

  あわせて、私は、単なるスポーツ振興ということばかりではなくて、通告もしております

ように、防災上も必要でないのかなと。防災というのは、必ずしも昼発生するということで

はない、24時間のいつ発生するかわからない、夜発生するかもわからないということを考え

たり、それから今日までの消防隊員の方々の演習を見ていると、やっぱり携帯の投光機など

をつけながら、訓練したりしていると。こういった方々は言うまでもなく、住民の生命と財

産を守るということで過酷な演習を行っているわけであります。そういうも考えたならば、

それとあわせて町民の健康増進というものを考えたならば、やはり本町地区にも照明設備の

あるグラウンドが必要でないのかと。だとするならば、どこに設置をすべきなのかというこ

とを考えたならば、やはり避難所の指定にもなっておる虻田小学校のグラウンドに設置して

はどうかと。大会やるだけの照明でなくてもよろしいのではないか、若干のキャッチボール

だとか、あるいはまたサッカーの子供たちは、今、豊浦で練習をしているという、秋口はで

すね、豊浦で練習をしている。そういうことも考えれば、私は、将来の防災の伸展といいま

しょうか、防災のことを考えれば照明設備あるグラウンドが、あってはいいのではないかな

という思いを持っておりますので、ぜひ理事者の前向きな見解をお伺いしたいなと思うわけ

であります。 

○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） 虻田小学校グラウンドの放課後の使用状況につきましては、

野球少年団とサッカー少年団がそれぞれ練習のために午後５時から午後７時までの間、定期

利用を行っており、日没が早まる時期や降雪で使えない冬期間におきましては、町内の体育

施設を利用して室内での練習を行っている現状にございます。 
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  現在のところ、利用団体等から照明設備に関する要望は受けておりませんが、仮に整備を

行おうとした場合は、現地は段差のある地形であることや住宅の密集地域での照明点灯にな

ることから、住環境への影響など課題も多いところでございます。設置について、現段階で

は非常に難しい状況と思われます。今後、要望が出された際には、グラウンドを利用してい

る団体等からもご意見を伺い、関係機関を交えて協議してまいります。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 寂しい答弁をいただきました。 

  私は、理事者、今、第２期まちづくり総合計画も始まっていますよね、平成30年度は２年

目になる、第２期のまちづくりも。今までは合併した、合併してからの執行内容を見ると、

そこそこ洞爺つくところには、当然、吸収合併でない、対等合併ですよということの理念か

ら、随分と洞爺のほうにも力を入れてきていた。これは、私は非常に高く評価をさせていた

だきたいなと思っております。 

確かに、現在もいろいろな諸課題はあるのはご存じです。でも３地域の均等ある地域づく

りというものを考えたならば、洞爺、温泉、本町地区、この３地域の均等ある地域づくりを

考えたならば、防災にも役に立つ、あるいはまた青少年の健全育成にもなる、あるいはまた

住民の方々の健康保持にもなるということを考えたならば、今のような答弁というのはいか

がかなと思っております。なぜできないのか、虻田小学校だからできないということなのか、

それとも別の学校のグラウンドならばできるということなのか、その辺を聞かせていただき

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） 今、課長のほうからも答弁ございましたけれども、現在、虻田小学

校を定期的に利用しているのは、野球少年団、それからサッカー少年団というふうに聞いて

ございます。時間帯は夜、夜間７時までという状況でございます。そのうちサッカー少年団

につきましては、今、豊浦との合同チームという状況になってございます。豊浦さんには、

照明設備がありますので、そちらのほうでの活動が中心というふうに聞いてございます。 

また、ポロモイスタジアムも今年度完成し、今、運営してございますけれども、こちらのほ

うではコンサドーレさんのほうが、少年活動のほうにも力入れていただいているという状況

で、ポロモイスタジアム等も活用できるのかなというふうに思ってございます。そういうふ

うに考えますと、虻田小学校グラウンドを定期的に利用するのは、野球少年団だけかなとい

うふうに、今、考えてございます。 

  実は、少年団のほうでは、独自にバックネットに照明を２基ほどつけて、一生懸命頑張っ

ているという状況でございます。本当に暗い中で頑張っているので、私どもとしても本当に

応援したいなという気持ちはいっぱいあるところでございます。 

  ただ、先ほど課長からもあったように、生活環境というのがどの程度影響があるのかとい

うのも、大きな問題になってこようかと思っています。虻田小学校グラウンドの付近につき

ましては、住宅が密集しているところでありまして、ここに夜間照明がつくとなると、近隣
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への影響、また段差が３段ぐらいになっておりますので、照明が車等通行したときに、直接

当たる可能性も大きいだろうというふうに考えてございます。夜間照明ですので、夜間と言

わないですか、照明ですので虫等の発生、寄ってくるということもいろいろあるのかなとい

うふうにも考え、いろいろなことをクリアしなければならないだろうなと思ってございます。 

  そういう中で、実際、議員からもお話ありましたけれども、どの程度の明かりが必要なの

だろうか、これにつきましても大会とか、グラウンド全体を照らしてということでないとい

うことであれば、また、今後検討しなければいけないと思っていますが、もう一つは、今現

在町内には、虻田・本町地区のほうには虻田高校のグラウンドに夜間照明がございます。こ

こを今現在、１野球チームが利用して活用させていただいております。こういうとことの調

整もまずは可能でないかなというふうに考えてございますので、その辺を優先的に考えたい

なと思ってございます。 

  また、避難所、一時避難所がグラウンドになってございますので、そういう部分では当然、

夜間の避難ということも考えられます。これについてもどの程度の明るさが必要なのか、そ

れから停電のときはどうなるのだろうかとか、また、ほかの避難所との関係もどうなるのだ

ろうかと、その辺いろいろ課題があろうと思っていますので、さまざまな問題を私どもみん

なでちょっと考えていきたいなと思ってございます。本当に照明をつけるとなれば、非常に

高額なものでございますので、この辺は慎重に進めさせていただきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 青少年の健全育成というのも、そういう教育、それから先ほど申し

上げたように防災上必要ではないのかなということも、その町に住む方の生命と財産を守る

という一役買う照明設備が、現段階では道が管理しているグラウンド云々とか、あるいはま

た大変教育長には失礼ですけれども、照明に虫が寄ってくる、虫の呼ばない色もあるのです

よ。そういったことも考えていただければなと思っております。 

  私は、町長、非常に町の中では照明設備というのは必要だよなと、今、言われると、子供

たちが１団体より使っていないから云々ということばかりではなくて子供の教育、あるいは

住民の健康の増進、それから防災というものを考えたならば、日中だけが発生するというこ

とは絶対あり得ない、いつ発生するかわからない。だとすれば、人の生命と財産を守るとい

う観点から考えてみても、そういう照明設備が必要でないのかと。 

  それとあわせて、先ほど申し上げました、冒頭に、懸案事項でしたよ、これは。懸案事項、

必ずつくるということであったのだから。それを財政的なこともあるでしょうから、口を大

にしてなかったけれども、住民のころから、住民の方々も含めていろいろな少年団の父兄の

方々からも、ぜひそういう設備があってもいいのではないのと。その設備を設置することに

よって、あなた方が一生懸命やっている定住対策の一つにもなるのですよ。移住対策の一つ

にもなるのですよ。そういったことを考えながら、まちづくりというものを考えていただけ

ればなと。 

  理事者は言いますよ、いつも。３地域の特性を生かしたまちづくりを進めていくと、これ
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については私も同感ですよ。だけれども、もうそろそろ本町地区のほうにもいろいろな懸案

事項だとか、必要な設備は設置する、環境を整えるための動きというものがあってもよろし

いのではないですか。随分、観光のほうにも力を入れていますよ、洞爺湖町は。当然、洞爺

地区のほうにもそれぞれの諸課題がありますから、それを解消するために力を入れている、

冒頭、僕は申し上げました。それは高く評価している。これからも洞爺地区の諸課題は、解

決に向けて進めていかなければならないと思いますけれども、本町地区にも防災のしっかり

と位置づけした、そういう照明設備あるグラウンドも必要でないのか。 

  先ほど言ったように、坂がどうとか、傾斜がどうとか、そんなことを言ったならば、つけ

れる場所ありますか、出てきますか。やれない、やれないという理屈を申し上げているよう

にしか聞こえない、私は、そんな行政であって許せるのでしょうか。 

  町長、きのういろいろな議員の方々から声が上がりました。叱咤激励の。真屋町長は恵ま

れているなと、真屋町政を守るということは発展させることだと。発展させるべきことは、

しっかりと言うべきものは言わなければならないという、強い２名の意思の方々のご意見が

あったと思います。そこで私は感動したのは、町長は、きょうもそうでした。職員の一生懸

命さに感謝していると述べていました。全くそれは同感であります。職員も一生懸命頑張っ

ておりますけれども、しかしながら洞爺湖町の財政事情もあるのでしょうけれども、そうい

う設備が、照明設備のあるグラウンドが、空き地が必要だというそういう声さえ聞こえない

のが、私は残念に思いますよ。 

  私は、住民の生命と財産を守るためにはあるべき施設だなと、青少年の健全育成にも必要

だな。それから、一般住民の方々の健康保持、いわゆる医療費の抑制にもつがなることだな

と思えば、今できないかもわからないけれども、２年先、３年先には何とか考えたいという

ことを言えないのですか。どうなのですか、それは、あと４分よりないのですよ、町長。私

は、真屋町長を叱咤激励も含めて、何とかこれからも長く続くでしょう真屋町政を期待して

おりますので、決意の一旦をお聞かせ願えればなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほど申していただきました、３地域の特色ある特性を生かしたまち

づくり、これは本当にそう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。おっし

ゃっていただきました洞爺湖温泉、あるいは洞爺地区、そこそこ頑張らさせていただいてき

ておったかなと。ただ、懸案となっております事項はまだあります、私どもの町に。 

その一つが多目的、あるいは運動公園的なものをぜひこの町に、先ほどおっしゃいただき

ました病院が、こっちに来たがためにグラウンドがなくなってしまった。それは第２期のま

ちづくり総合計画の中にも、明記させていただいているつもりでございます。これは本当に

町の財政、それらもありますけれども、前向きに考えていかなければならない問題だなとい

うふうに考えております。虻田地区の発展、これなくして本当に３町の、二つの地域は何と

か頑張ってきているけれども、もう一つの地域、残された地域、これはやっぱりしっかりこ

れから整備をしていかなければならない問題だなというふうに思っておりますので、そこら
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辺を念頭に置きながら、今後とも行政を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 理事者の言おうとしていることも十分理解できるのですけれども、

そういった子供たちの声やら、あるいは父兄の方々やら、一般住民の方々がそういう声が強

いですよという、そうなのだろうなということを認識を深めた中で、前進ある洞爺湖町をつ

くり上げていただきたいと。 

  この課題については、私は３月もやらせてもらいますので、時間の関係上きょうはできな

い部分もありますから、言いたいこと、まだたくさんございますので、３月もやらせてもら

いますけれども、そういうことで期待度に応えられる洞爺湖町であってほしいという願いを

込めて、私は一般質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、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。 

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

◎報告第８号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、報告第８号専決処分の報告について（平成29年度虻田郡

洞爺湖町一般会計補正予算（第４号））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１ページでございます。 

  報告第８号専決処分の報告についてでございます。 

  地方自治法第180条第２項の規定により、議会において指定されている事項について、次

のとおり専決処分したので報告するものでございます。 

  記として、平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４号）でございます。 

次、２ページでございます。 

  ２ページが、専決処分書でございます。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４号）については、地方自治法第180条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。期日は、29年９月28日でございます。 

隣の３ページが補正予算でございます。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４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４号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ737万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ70億2,785万8,000円とするものでございます。 

これについては、10月22日に行われました衆議院選挙の投開票等の経費でございます。 
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事項別明細書、補正予算第４号をごらんいただきたいと思います。 

ページは、５ページ、６ページになります。 

歳入でございます。 

14款国庫支出金、３項委託金、１目総務費国庫委託金でございまして、737万3,000円の増

額補正でございまして、衆議院選挙総選挙委託金でございます。 

次のページでございます。 

７ページ、８ページ、歳出でございます。 

２款総務費、４項選挙費、２目衆議院議員選挙費737万3,000円の増額補正でございます。

内訳でございますが、委員報酬として93万円、職員手当として326万2,000円、旅費として３

万5,000円、需用費119万8,000円、役務96万4,000円、委託料27万3,000円、使用料及び賃借

料16万円、備品購入費として55万1,000円の計上でございます。 

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。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） １点だけ伺います。以前も国政にかかわらず、地元の選挙も含めてで

すけれども、投票場への投票者の送迎について、前回の選挙からたしか始めていたと思うの

ですが、そういった費用というのは、これは町の単独費という扱いで支出されるようになっ

ているのでしょうか。それと実施内容、ちょっと参考に説明いただけませんか。 

○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、立野議員おっしゃいましたように、全体的な予算もあるの

ですけれども、その中のやりくりも含めましてしております。その中で今回は６名、６カ所

配置しておりまして、事前登録でお願いしていますけれども、当日の天候なんかもございま

して、乗り合いですとかいろいろな意味で、常に待機しているような形をとっています。事

前に巡回した後は待機とっておりまして、投票時間いつでも対応できますので、そういう形

で周知して、今回は約10人ぐらいだと思ったのですけれども、若干ずつふえてきております。

この件につきましては、選挙管理委員会でもご報告されまして、今後とも引き続き、いいこ

とですので、もっともっと普及するようにということの選挙管理委員会から指導を受けてお

りまして、頑張っていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はありませんか。 

  総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 済みませんです。費用のことでございます。この中の職員の部

分もございますけれども、若干の単費も計上しているところでございます。当初から若干の

全体的な予算の中であるのですけれども、この中で  、立会人とかいろいろと職員配置し

ているのですけれども、その中でもやりくりがきくものですから、うまく調整しているとこ
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ろでございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はありますか。 

          〔「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８号専決処分の報告についての報告を終わります。 

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

◎報告第９号、上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第９号専決処分の報告について（平成２９年度虻田

郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号））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６ページでございます。 

  報告第９号専決処分の報告についてでございます。 

  地方自治法第180条第２項の規定により、議会において指定される事項について、次のと

おり専決処分したので報告するものでございます。 

  記として、平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号）でございます。 

隣の７ページでございます。 

  専決処分書になります。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号）については、地方自治法第180条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。期日については、29年10月12日でござい

ます。 

次のページでございます。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５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５号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

歳入歳出予算の補正で、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ860万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70億3,645万8,000円とするものでざいます。 

第２条で、地方債の補正でございますが、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、事項別明細書の補正予算第５号、一般会計をごらんください。 

ページは、５ページ、６ページでございます。 

まず、歳入でございまして、１款町債、１項町債、９目災害復旧債でございまして、860

万円の増額補正でございます。災害復旧事業債の借入計上でございます。 

次のページ、歳出でございます。 

まず、２款総務費、１項総務管理費、３目公有財産管理費で281万2,000円の増額補正でご

ざいます。補償補填及び賠償金でございまして、町有林の木が倒れて近くのハウスを壊した
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ということでございまして、その賠償金281万2,000円でございます。なお、これにつきまし

ては保険適用になりまして、あすの補正予算に歳入を計上しておりますので、ご承知おきお

願いしたいと思います。 

続いて、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費でございまして、657万7,000

円の増額補正でございます。委託料としまして、洞爺の町道でございますが、４路線側溝清

掃委託料で182万5,000円の計上でございます。それから、工事請負費で、これも洞爺の路線

でございますが、路面修復側溝整備等で447万2,000円の計上でございます。原材料費で28万

円ということで、道路補修用の材料の購入でございます。 

続いて、８款土木費、河川費でございます。１目河川費で38万9,000円の増額補正でござ

いまして、これも洞爺の小さな川でございますけれども、しゅんせつ工事、埋まったという

ことで、河川の掘削に工事請負費として38万9,000円の計上でございます。 

９款消防費、１項消防費、２目災害対策費で151万2,000円の増額補正でございます。修繕

料でございますが、落雷による防災行政無線本体の故障がございました。場所は、入江の開

発の有珠復旧事務所のそばでございます。それぞれ修繕料として151万2,000円の計上でござ

います。 

10款教育費、５項保健体育費、２目体育施設費で36万8,000円の増額補正でございます。

虻田のテニスコート横のプレハブの物置が、強風によって下に落下したということでの修繕

料として36万8,000円の計上でございます。 

13款予備費でございます。305万8,000円の減額ということでございます。 

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９号専決処分の報告についての報告を終わります。 

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

◎議案第22号の上程、報告、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、議案第22号西いぶり広域連合規約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、議案書の12ページでございます。 

議案第22号西いぶり広域連合規約の一部変更についてでございます。 

地方自治法第291条の３第１項の規定により、西いぶり広域連合規約の一部を次のとおり

変更することについて、同法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものでござい
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ます。 

西いぶり広域連合規約の一部を変更する規約でございます。 

変更の趣旨でございますが、新しいごみ処理施設の建設について、建設工事費用と建設工

事準備費用を分けることとしまして、今回は、ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設整備に関

する計画策定にかかわる経費、これについての負担割合を定めるため、規約の変更について、

議会の議決を求めるものでございます。 

議案説明資料をごらんいただきたいと思います。 

議案説明資料１ページでございます。 

西いぶり広域連合規約新旧対照表になります。 

右側は現行で、19条の関係でございますけれども、現在、アンダーライン引いているとこ

ろでございますが、ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設、旧７市町村均等割５％、それから

計画ごみ処理量割95％となっておりますが、これが左の改正案で、これを二つに分割するよ

うな形になりますが、一つは準備経費の部分で、ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設整備に

関する計画策定にかかわる経費という欄で、均等割（登別市を除く）５％、実績ごみ処理量

割95％と定めるものでございます。 

そして、その下は今までどおりでございますが、施設の関係になります。ごみ処理施設及

び粗大ごみ処理施設として、旧７市町村均等割５％、計画ごみ処理量割95％と変更するもの

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） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） まだ、はっきりわからないのかもしれませんが、この計画策定にかか

わる費用はどのぐらいになるかというのは、まだ出してないのかもしれませんけれども、こ

れで洞爺湖町、うちの町の負担というのはどのくらいの見通しになるのか、その辺わかりま

すか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今回の規約の改正に伴います洞爺湖町の負担でございます。 

  議員おっしゃいましたとおり、まだ正確な費用というのは出ていない状況でございまして、

概略でございますけれども、今後、30年度に向けまして基本計画の策定、測量、地質調査、

生活環境影響調査等の費用が必要になってくるということで、おおむね概略ですけれども、

１億円以上の費用がかかる見通しであるということで伺ってございます。その中で、仮に１

億何がしの費用がかかるとなったときに、洞爺湖町として負担する部分におきましては、

1,000万円ぐらいの金額が町負担としてふえていくのかなということで認識してございます。 

  以上でございます。 
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○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第22号西いぶり広域連合規約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22号西いぶり広域連合規約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23号、議案第24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６、議案第23号西胆振介護認定審査会共同設置規約の一部変

更について及び議案第24号西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約の一部変更についてを

一括して議題といたします。 

  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13ページ、14ページでございますが、議案第23号

並びに議案第24号一括してご提案をさせていただきます。 

  まず、議案第23号でございます。 

  西胆振介護認定審査会共同設置規約の一部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、西胆振介護認定審査会共同設置規約の一部

を次のとおり変更することについて、同条第３項において準用する同法第252条の２の第３

項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  西胆振介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約でございます。 

  今回の規約一部変更でございますが、西胆振介護認定審査会につきましては、豊浦町、壮

瞥町、洞爺湖町の３町が共同して設置をしております。申し合わせによりまして、審査会事

務局は３年交代で担当することとなっております。平成30年度より、洞爺湖町に事務局を置

くことになりますので、それに伴って規約の一部を変更するものでございます。 

  それでは、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ページからでございます。 

  まず、新旧対照表で執務場所でございますが、「北海道虻田郡豊浦町字東雲町16番地１、
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豊浦町総合保健福祉施設内」とありますのを「北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地洞爺湖町役

場内」と変更するものでございます。 

  次に、第４条の第１項委員の任命及び第２項に欠員が生じたときの各構成町長への通知に

関する規定中「豊浦町長」とあるのを「洞爺湖町長」に、それぞれ変更するものでございま

す。 

  なお、第４項として、審査委員会の委員の任期は、これまで政令で一律２年とされており

ましたが、政令の改正によりまして、委員の任期を３年に定めることができるようになった

ことから、審査会運営の安定及び審査会事務局の事務負担軽減のために、審査会の委員の任

期を３年と定める規定を新たに追加するものでございます。 

  次に、第５条でございます。補助職員でございますが、規定中「豊浦町」とあるのを「洞

爺湖町」に、同様に第６条の負担金から第11条の補則までの各規定中、「豊浦町」とあるの

を「洞爺湖町」に、「豊浦町長」とあるのを「洞爺湖町長」に、「豊浦町議会」とあるのを

「洞爺湖町議会」に、それぞれ変更するものでございます。 

  議案に戻りまして、附則については、この規約は平成30年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

  続いて、議案第24号、議案書14ページでございます。 

  議案第24号西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約の一部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、西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約

の一部を次のとおり変更することについて、同条第３項において準用する同法第252条の２

の２第３項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約の一部を変更する規約でございます。 

  この規約の一部変更でございますが、この西胆振障害者自立支援審査会につきましても前

段の議案同様、３町で共同設置しておりまして、平成30年度より洞爺湖町に執務場所を置く

こととなりますので、規約の一部を変更するものでございます。 

  なお、変更の内容でございますが、前段の議案と全く同様の変更内容となりますので、説

明は省略をさせていただきます。 

  附則につきましては、平成30年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、23号、24号について一括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。 

  まず、議案第23号西胆振介護認定審査会共同設置規約の一部変更について、討論を行いま

す。 
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  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、西胆振介護認定審査会共同設置規約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23号西胆振介護認定審査会共同設置規約の一部変更については、原案

のとおり可決されました。 

  次に、議案第24号西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約の一部変更について、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24号西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約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24号西胆振障害者支援事業審査会共同設置規約の一部変更については、

原案のとおり可決されました。 

  ここで、14時10分まで休憩をいたします。 

                               （午後 １時５５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午後 ２時１０分） 

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

◎議案第25号から議案第27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７、議案第25号指定管理者の指定について（洞爺湖町営バ

ス）から、議案第27号指定管理者の指定について（洞爺いこいの家）までを一括して議題と

いたします。 

  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15ページからになります。 
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議案第25号から26、27号、一括してご提案を申し上げます。 

まず15ページ、議案第25号指定管理者の指定についてでございます。 

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、次の候補者を指定管理者として指定する

ことについて、議会の議決を求めるものでございます。 

記として、１、指定管理者に管理を行わせる施設。名称、洞爺湖町営バスでございます。

２として、指定管理者に指定する団体につきましては、虻田郡洞爺湖町大原221番地４。名

称、有限会社洞爺運輸、代表者、取締役 木谷和久でございます。指定する期間については、

平成30年４月１日から平成33年３月31日まででございます。 

続けて、議案のほうで説明します。 

次の16ページでございます。議案第26号指定管理者の指定についてでございます。 

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、次の候補者を指定管理者として指定する

ことについて、議会の議決を求めるものでございます。 

記として、指定管理者に管理を行わせる施設。虻田郡洞爺湖町財田６番地。名称、洞爺水

辺の里財田キャンプ場でございます。２として、指定管理者に指定する団体につきましては、

虻田郡洞爺湖町洞爺町414番地。名称、洞爺産業株式会社、代表者、代表取締役社長 伝哲

也でございます。指定する期間については、平成30年４月１日から平成33年３月31日までで

ございます。 

続いて、17ページ、議案第27号でございます。指定管理者の指定について。 

地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、次の候補者を指定管理者として指定する

ことについて、議会の議決を求めるものでございます。 

記として、１、指定管理者に管理を行わせる施設。虻田郡洞爺湖町洞爺町199番地。名称、

洞爺いこいの家でございます。２として、指定管理者に指定する団体、虻田郡洞爺湖町洞爺

町414番地。名称、洞爺産業株式会社、代表者、代表取締役社長 伝哲也。３として、指定

する期間については、平成30年４月１日から平成33年３月31日まででございます。 

では、議案説明資料で概要だけ説明させていただきます。 

ページ、６ページからになります。 

まず、施設の名称、洞爺湖町営バスでございます。 

選定方法については、洞爺湖町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５

条第１項（公募にはない選定）ということで、３年間の指定ということでございます。 

１として、施設概要については標記のとおりでございますが、現在の管理者については、

有限会社洞爺運輸でございます。２の指定管理者として指定する団体の概要につきましては、

名称を引き続き有限洞爺運輸に指定をしたいということでございます。 

それから、次の７ページでございます。 

４の事業計画については、施設の管理運営から事故防止への取り組み、その他ということ

で、標記のとおり事業内容が計画をされております。 

それから、５の収支計画でございますが、30年度、31年度、32年度、いずれも310万1,000
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円、３年間で930万3,000円の計上でございますけれども、あくまでも予定金額と言うことで、

途中で消費税の増額等も予定されているということもありますので、予定額ということで押

さえていただきたいというふうに思います。 

次の８ページでございます。 

施設の名称として、洞爺水辺の里財田キャンプ場でございまして、選定方法については、

前段同様に公募によらない選定として、３年間の指定ということでございます。 

１の施設の概要につきましても現在の管理者、洞爺産業株式会社ということで、２として

指定管理者として指定する団体の概要、引き続き洞爺産業株式会社に指定をしたいというこ

とでございます。 

次のページ９ページ、４の事業計画、施設の管理運営から次の10ページ、地域との連携、

その他まで事業計画として標記をしているところでございます。 

11ページ、収支計画でございます。この施設については、指定管理料が発生せず、利用料

金で全て賄えているということでございまして、利用料金の計上でございます。これについ

ても予定額ということで押さえていただきたいと思います。 

次のページでございます。12ページ、施設の名称、洞爺いこいの家でございます。選定方

法については同様に、公募によらない選定ということで、３年間でございます。 

１の施設の概要について、現在の管理者については、洞爺産業株式会社に指定管理者とし

て指定する団体の概要については、引き続き洞爺産業株式会社に指定をしたいというもので

ございます。 

次の13ページ、事業計画については、施設の管理運営から次のページ、最後のページです

が、地域との連携、その他ということで計画を標記しております。 

最後に、収支計画としまして、この施設も利用料金で賄えておりますので、指定管理料は

発生しないということでございまして、なお、その他収入として、管内でサンプル等の物を

売っているということでの販売収入ということで計上しております。３年間で4,009万4,000

円の経過ということでございます。 

以上、議案第25号から議案第27号まで一括して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。 

  まず、議案第25号指定管理者の指定について、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。 
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  これから、議案第25号指定管理者の指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25号指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第26号指定管理者の指定について、洞爺水辺の里財田キャンプ場の討論を行い

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26号指定管理者の指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26号指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第27号指定管理者の指定について、洞爺いこいの家の討論を行います。 

  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27号指定管理者の指定について採決します。 

  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27号指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ２時２０分） 
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