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

◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会平成３０年６月会議を開会します。 

  現在の出席議員は14名であります。 

  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） 

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

◎表彰状の伝達 

○議長（佐々木良一君） 会議に先立ちまして、６月12日の北海道町村議会議長会の総会にお

いて、千葉議員が在職25年以上の自治功労表彰、並びに小松議員が在職15年以上の自治功労

表彰を受賞いたしております。 

  議長から伝達させていただきます。 

  千葉議員、小松議員は前にお越しください。 

（千葉議員、小松議員、前方へ移動） 

○議長（佐々木良一君） 表彰状。 

  洞爺湖町議会、千葉薫殿。 

  あなたは、議会議員として多年にわたり議会制度の高揚と地域の振興及び住民福祉の向上

に尽されもって地方自治の発展に寄与貢献されその功績はまことに顕著であります。よって

ここにこれを表彰します。 

  平成30年６月12日。 

  北海道町村議会議長会会長、西村昭教。 

  おめでとうございます。（拍手） 

  表彰状。 

  洞爺湖町議会、小松晃殿。 

  以下同文につき、省略いたします。 

  あなたは、議会議員として表します。 

  平成30年６月12日。 

  北海道町村議会議長会会長、西村昭教。 

  おめでとうございます。（拍手） 

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

◎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、12番、大西議員、13番、五十嵐議

員を指名いたします。 

────────────────────────────────────────── 
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◎諸般の報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） おはようございます。 

それでは、議会運営委員会からご報告申し上げます。 

  所管事務調査報告書。 

  平成30年６月15日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成30年６月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成30年６月８日金曜日。 

  ３、出席委員でございます。私のほか、小松副委員長、越前屋委員、立野委員、篠原委員、

大西委員でございます。 

  ４、委員外としまして、佐々木議長、五十嵐副議長に出席をいただいております。 

  ５、説明員でございます。町より森副町長においでいただき、報告を受けております。 

６、結果。洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく、洞爺湖町議会平成

30年６月会議について、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、その結果

は次のとおりであります。 

  会議日程について、６月15日から６月20日まで。 

審議日程については、裏面のとおりでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  本会議の会議期間については、本日から20日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願いいたします。 

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

◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成30年６月15日の洞爺湖町議会平成30年６月会議に町の行政報告を

申し上げます。 
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  一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うようありが

たく受納いたしました。 

  一つ目には、金品の寄附でございまして、これはふるさと納税寄附金でございます。個人、

匿名含む、今回は204件、累計で383件でございます。今回のいただいた寄附金は768万5,000

円でございまして、累計で1,377万円でございます。 

二つ目に、物品等の寄附についてでございます。洞爺湖町地域食堂への食材等として、延

べ14件の方からいただいております。なお、内訳等については、以下、各種事務事業の取り

組み状況の中に記載をさせていただいておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

二つ目に、各種事務事業の取り組み状況について。 

前会議から本会議までの各種事務事業の取り組み状況について、次のとおり報告をいたし

ます。なお、朗読については省略をさせていただきますが、物品の寄附の内訳等々について、

この中で記載をさせていただいておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育長の行政報告を許します。 

  遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  １、公立高等学校配置計画案について。 

６月５日、北海道教育委員会は、平成31年度から平成33年度にかかる公立高等学校配置計

画案と、平成34年度から平成37年度までの見通しを公表しました。 

胆振西学区に関しては、平成33年度に登別青嶺高等学校と伊達緑丘高等学校で、それぞれ

１学級減とする案が示されました。 

見通しに伴う学区の検討事項としては、平成34年度以降、平成37年度までに中卒者が153

人減少することが見込まれることから、「４年間で３～４学級相当の調整が必要」「欠員の

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

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

編を含めた早急な定員調整の検討が必要」となっています。 

北海道教育委員会では、７月に第２回目の検討協議会を学区ごとに開催し、その協議内容

なども参考に、９月には計画決定の予定としています。 

なお、虻田高等学校が含まれる地域連携特例校に関しては、「５月１日現在の在籍者数が

20人未満となった場合は、所在市町村を初めとした地域における高校の教育機能の維持向上

に向けた具体的取り扱いとその効果を勘案した上で、再編整備の留保の検討が必要」として

います。この内容に沿い、１年生在籍者数14人の虻田高等学校について、平成33年度は再編

整備留保となっております。 

２、各種事務事業の取り組み状況について。 
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前会議から本会議までの各種事務事業の取り組み状況について、６件ございますが、朗読

は省略させていただきます。お目通し願います。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、行政報告を終わります。 

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

◎報告第１号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第１号経済常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  経済常任委員会から報告の申し出があります。本件は、申し出のとおり報告を受けること

にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

したがって、経済常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

経済常任委員長の発言を許します。 

板垣委員長。 

○経済常任委員長（板垣正人君） おはようございます。 

  読み上げて報告にかえさせていただきます。 

  報告第１号、所管事務調査報告書。 

平成30年６月15日、洞爺湖町議会議長佐々木良一様。 

経済常任委員会委員長板垣正人。 

本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

記。 

所管事務調査その１。 

１、調査事項、財田遊歩道の整備及び財田キャンプ場の遊具の現況について。 

２、調査日、平成30年６月５日火曜日。 

３、出席委員、板垣、岡崎副委員長、小松委員、沼田委員、大屋委員、篠原委員、大西委

員。 

４、説明員等、洞爺総合支所、伊藤総合支所長、庶務課、見付課長。 

５、調査結果。 

１、財田遊歩道の現況について。 

財田遊歩道は、洞爺村保健環境保全林整備事業として平成10年度に完成した。総延長1.8

キロメートルで、ウッドチップの遊歩道や案内板、休憩ベンチやトイレなどが設置されてい

る。 

平成27年度は、キャンプ場エリアの遊歩道の一部の補修整備（12カ所、180平方メートル、

事業費405万円）を行っている。平成29年度は、仲洞爺側の遊歩道の補修整備（延長77メー
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トル、154平方メートル、事業費415万8,000円）を行っている。 

なお、委員からは、休憩ベンチやトイレの経年劣化が見受けられ、利用者がけがをする危

険性があるとの指摘があり、町においては、今後、施設の維持、撤去を含め検討されたい。 

２、財田キャンプ場の遊具の現況について。 

キャンプ場内に設置されているターザン遊具については、平成16年度に設置されており、

キャンプ場内には本遊具の１カ所のみとなっている。 

裏面をごらんください。 

今回の修繕箇所については、クライム支柱・斜め支柱交換、ネット踊り場支柱・梯子斜め

支柱・梯子踏み丸太交換、ターザンスタート上部はり、ターザンゴール支柱・上部梁交換

（交換部材は、全て防腐剤注入品）などとなっており、６月中旬から７月末までの工期で、

約100万円の事業費となっている。 

なお、長期的な遊具の利用を考えると、強度のある部品による修繕が必要であるとの意見

が出された。 

また、キャンプ場内に設置してある電動チェーンゲートについても、うまく作動しないな

どの不具合が出ている。夏季には多くのキャンプ客が訪れるため（平成29年度実績１万

5,355名）町においては整備等の方向性の検討が必要である。 

次です。所管事務調査その２。 

調査事項、噴水公園の現況及び遊具の配置状況について。 

調査日、平成30年６月５日火曜日。 

出席委員、板垣、岡崎副委員長、小松委員、沼田委員、大屋委員、篠原委員、大西委員。 

説明員等、経済部、鈴木参与、火山科学館、杉上館長、観光振興課、田仁主幹。 

５、調査結果。 

噴水公園は、平成19年度に洞爺協会病院跡地に整備を行い、面積は1.68ヘクタールで、そ

の他公園として条例で定めている。 

建設当初は、まちづくり交付金事業として２億9,658万円でコンビネーション遊具と噴水

施設を整備した。その後、平成24年、平成25年にコンビネーション遊具（事業費1,512万

円）を設置し、平成29年度は休憩施設整備として、ベンチに屋根（４カ所、事業費473万

円）が設置されている。 

本年度は、滑り台１基（延長11メートル、傾斜度25度、事業費1,500万円）を10月末まで

に設置を予定している。 

本公園は、町内外から多くの子供たちの憩いの場として利用されており、今後も町内外の

利用者が増え、本公園全体が多くの人たちに利用されるよう望みます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑は受けたいと思いますが、ご

ざいますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（佐々木良一君） ご苦労さまでした。 

  以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

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

◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、一般質問を行います。 

  本日は、６番、立野議員から４番、今野議員までの３名を予定しております。 

  初めに、６番、立野議員の質問を許します。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ６番、立野広志でございます。 

  今回、町長のほうに３件の一般質問の通告をさせていただきましたが、１件目については、

３期目となる真屋町政の政治姿勢、町長が強調されている産業振興の陰で、これを支えてい

る就業者に対する行政の下支えを求めて質問をさせていただきたいと思います。 

初めに、さきの町長選挙で真屋町長が再選されましたことをお祝い申し上げたいと思いま

す。 

今回の町長選挙は、真屋町長にとって、率直に言って、１期目の選挙と比べてどのような

印象を持たれたのかということだけ最初にお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回の選挙は、皆さん知ってのとおり、３人の方が立候補したところ

でございます。それぞれの方々が洞爺湖町を住みよいまちにしていきたいとの思い、その決

意で立候補されたと思いますし、一緒に戦った者として、その勇気と熱い思いに敬意を表す

るところでございます。 

三人三様で、自分たちの思いを有権者の皆様に訴えてきたところでございますが、それを

聞いた有権者の皆様お一人お一人の受けとめ方の結果がこういうふうな結果になったのだな

というふうにも思っておりますが、正直言いまして、町長選挙は本当に大変な選挙だなとい

うふうなものを感じているところでございます。１回目にしても、３回目にしても、選挙と

いうのは本当に大変なものだなというふうな感じがしているところでございます。 

期間中は、町民の皆様より数々のご意見を賜りました。改めて町政を担う責任の重たさを

感じているところでございまして、職員と一丸となって未来につなげるまちづくりに取り組

む所存でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回の選挙では、町長が１期目に立たれたときに比べますと、得票そ

のものも少なくなっておりますし、逆に、対立候補の二人の候補者の得票を合わせますと町

長の得票を上回ると、こういう結果ともなっています。その点についてどんなふうに受けと

めているのかということもちょっとお伺いしたいのですが、これは真屋町長が就任直後、今

年の５月の執行方針では、選挙戦を通じて町民の皆様の生の声を改めて伺い、気持ちを新た

にしておりますと述べておりますけれども、気持ちを新たにするという中身がどのようなも
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のなのか、先ほどのお答えにもありますけれども、改めてお聞かせいただきたいのですが、

結局、３期目の挑戦ということで、１期、２期の真屋町政の取り組み状況、町民自身の気持

ちとしては、やはり何かしらそこには現町政に対する一定の批判的な印象というのもあった

のではないかと。そのことについて、町長としてはどういうふうに受けとめているのか、こ

の点についてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回の選挙は、先ほども申しましたとおり、３人の方が立ったと。特

に、若い感覚でまちおこしをしていきたい、そういう声が、やはり１期、２期とやっている

中で、町民の皆様には新しいものも求めていくと、そういう受けとめ方もあったのかなとい

うふうに思っておりますが、それはそれとして、最終的には当選者ということでいただいた

わけですから、今後とも謙虚な気持ちで町政運営に当たってまいりたいというふうにも思っ

ております。 

  また、開かれた町政ということで、自分が町長になってからもずっと一貫しておりますけ

れども、庁内には各種委員会があります。また、協議会、あるいは審議会、庁内で恐らく

450人程度の方々が何らかの形でこの委員会、協議会、審議会に携わっていただいておるか

なと。そんな中、まちに出るときに自治会連合会、あるいは老人クラブ連合会、こちらのほ

うの方々とも常に意見交換をさせていただいているところでございまして、研修会等も出席

させていただき、皆様の生の声を聞かせていただいているところでございます。 

  また、各産業団体との意見交換会、あるいは若手のそれぞれのグループの方々との意見交

換会、あるいは婦人団体の皆様方との意見交換会、そして、さらには町政懇談会等々で地域

の皆様の幅広いご意見を伺っているところでございますけれども、この中でまちづくりにで

き得ることにつきましては、その都度、まちづくり総合計画とも勘案しながら、行政運営に

反映させていただいてきたところだというふうに認識しております。 

  また、数は少ないのですが、この議会の中で、議員さんのご提案で町長ポストということ

をやらせていただいております。残念ながら、投稿個数は少ないのですが、数少ない投稿数

の中でも、その全てに対応させていただいてきているところでございまして、広く町民の皆

様の声を行政に反映させていきたい。１期目の信条でございますけれども、公正・公平、あ

る意味、いろいろな方々のご意見を賜りながら町政運営を進めてまいりたいなというふうに

思っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） これまで真屋町長が、平成22年度の選挙以来、この前の、今年の、30

年度の選挙までの間に、年始めには執行方針を行っておりますが、この執行方針の中で、特

に町政運営にかかわる姿勢をどのように表現されているのかということについてちょっと調

べてみました。そうしましたら、最初に町長になられた年の執行方針の中には、「町民との

対話を深め、合意形成に努め、偽りのない開かれた公平・公正な町政の運営を行う」と、こ

んなふうに表現をされていたのですが、その４年後の２期目以降からは、「町民との対話」
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「合意形成」の言葉も、それから「公平・公正な町政運営」という表現も少なくなりまして、

「開かれた町政」と。今、町長がお話になりましたが、「開かれた町政」との表現のみが使

われるようになってきました。さらに、29年度、そして今年度の執行方針には、この「開か

れた町政」という表現も実はなくなっています。今、町長が各種団体との意見交換会を実施

したり、あるいは町長ポストも、数少ないが実施されてきたということで、町民の声を極力

聞き入れると、こういうような努力をされてきたということではありますけれども、町長が

言われる「偽りのない開かれた町政」というのはどういう町政運営だったのかと。 

  ２年前から、この執行方針の中にはこれが表現されなくなってきた要因は何なのかという

ことを改めて伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成22年に町長に初めて当選させていただき、この間、２期、町長を

務めさせていただいて、今回３期目になったわけでございますが、１期目からその気持ちに

は変わりありませんし、今現在もそういうつもりでやらせていただいておりますし、３期目

においても、その公平・公正、あるいは開かれた町政、お呼びがありましたらどこにでも行

きますし、そういうつもり、あるいはそういう気持ちで、今まで今日やってきたつもりでご

ざいます。それと言いかえれば、例えば、強く物を言う人、あるいは権力のある人方のご意

見はご意見として、それが町政に反映できるのかできないのか、それは行政内部のほうでい

ろいろしっかり議論をさせていただいて、ある意味、私は、公正・公平な気持ちで今日まで

町政運営をしてきた、それは今後も続けていきたい、そういう気持ちでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 多分そういうお答えになるだろうと思ってはいましたが、執行方針に

は明記していないけれども、姿勢は何ら変わっていないと、こういうことを言われようとし

ているのでしょう。 

地方自治の方針は何かといえば、憲法の第92条の規定にも明らかですが、団体自治と、そ

れから住民自治の双方を実現することだと。これはもう町長も十分ご存じのことと思います。

特に、住民自治とは、地方の政治や行政が中央の官僚によってではなく、その地域の住民と

その代表者によって行われると。つまり、民主主義が徹底されることでなければならないわ

けです。そのためには、行政の意思決定のプロセスとして、まず住民に情報の提供、必要な

情報をまず提供すること。そして、その情報提供に基づいて、住民の意見をしっかりと聞く

こと。それに基づいて行政が審議過程の公開を行うこと。４番目には、審議している中間報

告なり審議の方針が一定示された段階で、改めて住民にそれを開示して、住民の意見を聴取

する。最終的には方針を決定するし、決定内容の周知や実行も行うと。こういう一連のプロ

セスを通じて、町長が執行方針で述べられているように地域の連携とか協働、融和を基本と

した町民との対話を深めると、合意の形成に努めると。また、偽りのない公平・公正な町政

運営を行うと。これは町長が最初に町長になられたときの執行方針ですが、そう言えるので

はないかと思うのです。その辺が、やはり長年町長として、その職を果たされてきた中でい
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うと、時には住民の意見があまり取り上げられない。そして、行政の意思がほとんど住民に

伝わらない。そういう中で突然計画が発表される。意見を述べても計画の変更がもうできな

い状況になっている。こういうことが起こってくるようでは、これは住民自治とは言えない

と思うのですね。 

ぜひとも、今、町長が言われた、執行方針に明記していないが、姿勢は何ら変わらないの

だと、このことを今後の姿勢の中でも持ち続けていただいて町政を運営されることを求めた

いと思います。 

これはちょっと今時間もありませんので、町長の思いは聞きましたから、そういう方向で

ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。 

本題に入りますが、町の産業と雇用の状況に対する町長の政治姿勢についても伺いたいと

思います。 

これは、安倍内閣が進める経済政策、よくアベノミクスと言われていますが、町長の受け

とめはどのような思いだったかというと、これも平成28年度の執行方針に「改善傾向にある

国内経済状況は、徐々にではありますが地方へも浸透し始めており、その流れをしっかりと

確実なものとする施策が求められ」云々と。こんなふうにアベノミクスによる経済政策が地

域経済に好影響を与えつつあるかのような受けとめをされていました。これは現在でもその

ように認識されているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 前段でちょっとお話をさせていただきますが、先ほどの質問の中で、

私どもは平成22年、私自身ですけれども、22年に町長になってから、住民の皆様の声を反映

させるべく、行政運営をしてきたつもりでございます。そんな中、今までちょっと霧がか

かっているような状態の、例えば土地開発公社ですとか、それも議会の予算づけをしていた

だいてという意味で廃止をし、今現在は全て町の事業をやるときに一般会計を通させていた

だきます。その都度、予算を議会に提案して、議会議員の皆様の議決をいただいて事業を運

営しているところでございまして、何か町民の皆様の声を聞いていないだとか、あるいは、

町が単独で事業をやっているのではないだろうかなんていうことは一切ございませんので、

その辺はご理解のほどよろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。 

  アベノミクスの関係でございますけれども、私ども正直言いまして、アベノミクスのその

政策三本の矢、こちらのほうが本当にうまくいけばそれはいいものになるかもしれませんが、

今現実問題として、非常に格差が出てきているのではないだろうか。正直言いまして、本州

方面では確かに景気が上向いているかもしれません。が、しかし、北海道においては、まだ

まだその景気の波が押し寄せてきている実感が伴っていない。これはちょっと、やはりどこ

か違う世界の経済効果を言っているのかなと。金利にいたしましても、今なおゼロ金利が続

いている。地域にとってみたら、やっぱり特にお年寄りの方々は、今までは、年金をいただ

いてそれを楽しみに、預金利息がついて孫にも何かを買ってあげられる、それが今現在ない

のはやっぱり今の政策がちょっと間違っているのではないかなというふうに感じている一人
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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） 実際には、28年度に先ほどのような執行方針で町長は言われていまし

たけれども、１年後の29年度の執行方針には、町長も、長引くデフレと円高による景気の低

迷や国際情勢の不安とか、消費税増税と社会保障制度の一体改革等々によって、洞爺湖町を

取り巻く環境は厳しいものがありますと、１年後にはそういう評価なのですね。 

  ですから、当初、アベノミクスに対する期待を持っていたのであろうと思いますけれども、

結果としては、それは１年も持たずに、この町の現状を考えたときには、その恩恵は全く受

けていないというようなことになるのではないでしょうか。前年度の改善傾向にある国内経

済状況どころか、この安倍内閣による経済政策の恩恵を受けることなく増税と社会保障制度

の一体改革などが行われましたが、町内の経済も町民生活もますます厳しくなっているとい

うのが実態だと思っています。その辺では、町長の先ほどの答弁でも共通していることでは

ないかと思います。 

  そこで、町内の主要産業の生産額や取引額、さらに売上額がどの程度増えてきたのか。就

業者の賃金や労働環境が実際に改善されてきているのかと。町内の実体経済は決して改善さ

れていたとは言い難いものではないかと思うのですが、その辺についても町長の認識を伺い

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 洞爺湖町の主要な産業でございますが、農漁業や観光産業な

どの大幅な生産額の増ですとか、売上額の増となっている状況ではないという認識をしてお

ります。また、就業者の賃金や労働環境等についても、これは幾らか少しの改善はあるもの

の、大幅な改善にはつながっていないというような状況ではないのかなというふうに認識し

ております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 実際のデータというのは、なかなか町単独のものというのはなくて、

北海道でいけば振興局単位であったり、せいぜいその狭い範囲でいうと。そういうところで

出しているデータが最も地元に近いものなのかなと思うのですが、実際の状況を把握する上

で、国勢調査の結果とか各種の産業統計調査などによる分析が役に立つのだと思うのですけ

れども、その辺の最近の調査結果と分析内容などがもしあれば出していただきたいと思いま

す。 

それと、もう一つ、町長は、よく洞爺湖町の産業構造について、これは29年度の執行方針

でこういうふうに言われているのですね。医療・福祉分野と観光関連とのツインタワーと

なっているとして、サービスを提供する側の環境や質の向上のため支援すると、こんなふう

に執行方針で述べられています。 

以前は、洞爺湖町の産業構造を飛行機に例えて、胴体が観光だと。両翼が農業と漁業であ

ると比喩されていたわけですが、町長の今後の産業政策の重点もこのように変化していると
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考えていいのかどうか、この点についてもお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 町の産業構造でございますけれども、観光を主体として両翼に農業、

漁業、これについては一切変わりありません。その都度、それらの対策を打っていく。たま

たま20何年でしたか、観光もそうでございますけれども、医療福祉分野、こちらのほうも私

どもの町にいろいろ進出していきたいというお話がありまして、私が町長になってからも、

福祉分野では相当数が来ていただいているかなと。これは国勢調査になりますと当然人口が

カウントされますので、交付税にも影響が出てくるということから、観光は交流人口の拡大、

そして、当時はやはり定住人口あるいは交流人口というものに非常にウエートを置いていた

部分がございまして、特に、今は定住人口、交流人口の間に「関係人口」というのが新しく

出てきたようでございますけれども、まずは、人に来てもらえるまちづくり。そのためには

福祉分野にも力を入れていかなければならないという思いでございました。 

ただ、前段で申しましたとおり、観光が主体産業で、農業、漁業が両翼。これについては、

今なお私どもの主力産業でございますので、これはその都度、支援なり応援をしてまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 各種データ等の関係でのご質問ございましたので、その辺に

ついてちょっとご説明したいと思います。 

  町内のまず実態でございますが、具体的な産業別の所得等に関する資料がございませんの

で、はっきりとしたことは言えませんけれども、平成22年と27年の国勢調査の、まず就業者

の数のデータからどのような状況にあるのか、ちょっと確認をしてみました。 

  それで、１次産業の農林漁業は、平成22年が709人で、平成27年が595人で、114人の減。

２次産業の建設業や製造業は、平成22年が652人で、平成27年が588人の64人の減。３次産業

については、平成22年が3,300人、平成27年が3,072人で、228人の減となっております。そ

の中で卸売・小売業が581人から511人で70人の減と。それから、飲食・宿泊業、これについ

ては731人から639人で92人の減ということになっています。唯一増加しているのは、医療福

祉部門で711人から735人で29人の増となっている状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、統計上のことで説明いただきました。これは後で取り上げたいと

思うのですが。 

  今、町長が、特に、最近強調されているツインタワーの産業構造なのですが、それを下支

えしているのは、本当に安い賃金で働いている多くの労働者だと思います。雇用環境も労働

条件も決してよいとは言えません。例えば、私が聞き取りで調べた話ですが、ある施設の厨

房で働く女性労働者は、人手が足りない上に大鍋などを一人で扱って、足腰を痛めながら働

き続けているそうですが、あるいは、介護や医療の現場でも人手不足は直接就業者の負担と

なっています。観光産業では、ホテルの厨房でも客室係でも人手不足と過重労働が続いてい
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ます。こうした現状の中で、待遇の改善は遅々として進んでいないという状況だそうです。

それは医療や福祉の分野でも、観光産業に従事している労働者も、今、毎月、町としても求

人情報を町内の回覧に入れていますが、ハローワークの求人欄には繰り返しこれらの産業に

関しての募集が出されている状況を見ても、なかなか人が集まらない、そういう状況をあら

わしていると思うのです。 

  事前に町からいただいた資料、今、説明いただいた資料でもあるのですが、洞爺湖町の概

要2017年版というのがあって、そこには宿泊業や飲食サービス業を一括りにして、事業者数

と従業員数を平成21年度から２年刻みで平成28年度まで記載しています。これと同時期の、

今の従業員ですね、これと同時期の観光客の入り込み状況、宿泊の実数や日帰り客を比べて

みて歴然としてわかることがあります。平成24年度の観光客の宿泊実数は46万3,323人、宿

泊実数ですね、46万3,323人に対して、平成28年度には65万8,291人と宿泊者が142％伸びて

います。ところが、宿泊業や飲食サービス業のそこで働く従業員の数はどうなっているかと

いうと、平成24年度は1,189人なのですね。それが平成28年度には増えるどころか減ってい

ます。1,098人であって、観光客が1.4倍伸びる中で、実は従業員の数は逆に0.92％減少して

いる、こういう状況になっています。つまり、宿泊者を含め、観光客が大きく伸びている中

で、従業者数は増えるどころか、むしろ減少しているということがうかがえると思うのです

ね。 

  観光客の入り込み客数だけを見て、それを支えている従業者の過重負担を見ないのでは、

行政の観光政策は片手落ちだと言わざるを得ません。医療や福祉業の従業者数も平成24年度

に一時増えた時期もありますけれども、平成26年度、28年度と減少しています。町のほうに

事前に出していただいた資料には、国勢調査で集計された産業別従業者の賃金推移などがあ

りませんが、私の知る限りでは、この過重労働、長時間労働が増えているもとで待遇が変わ

らない、そういう声も聞きます。町長が言われる観光と福祉産業のツインタワーは、その土

台が揺らぎ始めている。産業振興として、事業者支援、あるいはイベント事業に力点を置く

だけではなくて、その土台となっている就業者の労働環境や暮らしを下支えすること、いわ

ば耐震補強しなければ、ツインタワー自体が立ち行かなくなるというふうに考えるわけです

が、町長の認識はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） ただいまの、宿泊客が年々増加しているのに宿泊業の従業員

数が減っているという状況についての要因、それから、医療福祉部門における所得の状況に

ついて、具体的な部門ごとのそういった所得等の金額のデータがございませんので、はっき

りとした原因究明には至っておりませんけれども、まず、ハローワークの求人、それから求

職の人数のデータから今どのような状況にあるのか、ちょっと確認をしてみました。 

  それで、平成30年４月に新規に求職の申し込みをされた件数については、全体で1,020人

ということでございます。29歳以下が169人、30歳から44歳が301人、45歳から59歳が258人、

60歳以上が292人という状況でございます。若者よりも30代、40代の子育て世代が多いのが
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目立っているという状況でございます。また、60歳以上の退職後に職場を探されている方も

多いという状況ではないのかなというふうに思っております。 

  それから、平成30年４月の室蘭地区の有効求人倍率については1.36倍でありまして、全道

の1.07倍を大きく上回っておりますが、具体的な人数で示しますと、４月の求職者数は新規

の1,020人を含めると3,088人、求人数が4,186人となっております。平成29年４月の時点で

は有効求人倍率が1.23倍であり、求職者数が3,332人に対し、求人数が4,088人でしたので、

求人状況は改善されているのではないかと思われますけれども、求職者の状況が一気に改善

されていると言える状況ではありませんので、就職しても短期間で離職されて、再度職場を

探されている方も大勢いるということが予想される状況でございます。 

  また、本年３月の高卒者の就職希望者は374名でありましたが、全員就職が決まっており

ます。平成21年３月以降のハローワークのデータで見ますと、初めて100％の就職率となっ

ておりますが、求人倍率の示すとおりとなっている状況でございます。しかし、就職後の職

場環境などにより短期間で離職し、再就職先を探すような状況ということが心配されており

ます。また、地元での再就職ではなくて、都市部に転出されることも懸念されているという

状況でございまして、このような状況に対してどのような対策ができるのか、今後、商工会

や観光協会など、そういった関係団体とも一緒になって考えていかなければならないという

ふうに考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 特に、働いている方々の賃金体系、これは、北海道はご承知のとおり、

810円になっております。今現在810円です。去年の10月１日からでしたか。加えて、本州の

ほうは700円台がまだ非常に多いと。特に九州、それから沖縄のほうは740円程度。非常に北

海道のほうがやっぱり上回ってきていると。その部分、北海道最低賃金ですから、各事業者

さんのほうにはそれぞれ通達が行っていると思いますけれども、その分、やはり従業員の皆

さんの給料はよくなってきていると、私どもはそういうふうに理解しておりましたけれども、

なかなかそれが反映されていないということになると、労働基準監督署等々の関係も入って

くると思いますので、私どもがちょっと一概には言えないところがございますけれども、あ

る程度、働いている方の給与体系は、今現在は、北海道の場合、少しずつはよくなっている

のではないかなと。それがずっと広がって、さらにそれが上がるようなことになればなおい

いことなのかなというふうに思っておりますけれども。 

  何かよく私もわからないのですが、全体を見て言っておられるのか、それとも、二、三の

方のご意見を聞いて言っておられるのか、その辺がちょっとよくわからないものですから、

後でまたちょっと精査をしていただければなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 町長はまだよく理解されていないのだと思うのですが、まず、今、全

体的にいえばそういうことなのですよ。宿泊のお客さんが増えると。ところが、そこで働く

従業員に人数は逆に減っていると。そういうことを考えたときに、当然過重負担になってい
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くということは明らかだし、現実に働いている人たちの声を聞くと、そういう声をよく聞く

わけですよ。町長は、とにかくこの洞爺湖は観光地だと。観光客が何万人入りましたと。昨

年に比べて何人増えました。盛んにそういうことは言われるけれども、そこで働いている町

民や従業員の生活がそれで本当に豊かになってきているのかと。よくなってきているのかと

いうところにもっと視点を置いてまちづくりを進めていかなければならないということを、

私は町長自身にやっぱり気づいていただきたいなということなのです。 

  観光や医療、介護などで働く労働者の多くが今非正規雇用の労働者です。女性パート労働

者でもあります。安定した収入とか安定した雇用が保障されず、長時間、過密労働の中で今

ダブルワーク、トリプルワークをしながら家計を支え、そして、今言われたように、30～40

代のようにまだ子育てをしている世代、そういう子育て世代が多く働いています。 

これは、私がただそれを言うだけではなくて、北海道自身が調査をした結果でもあります。

北海道の雇用創出基本計画、平成28年の３月、特に非正規雇用の問題について調査した結果

ですが、就業構造基本調査というのがありまして、そこに、非正規労働者の割合は上昇傾向

にあり、平成24年には全国が38.2％に対して、この北海道では42.8％だと。全国よりも高い

水準になっていると。５人に２人以上が非正規労働者だという水準になっているということ

です。男女別に見ると、男性は非正規労働者の割合が３割以下である。女性は６割を超えて

いる。このうちパートタイム労働者の割合は、男性が15％であるのに対して、女性は60％を

超える水準となっている。特に女性は、全国と比較し、全年齢階層を通じて非正規労働者の

割合が高い状況だと。産業別では、非正規労働者の割合が高い主な産業としてということで、

宿泊業、飲食サービス業がその７割を超えているというふうにまで指摘されています。 

  つまり、今、町長が盛んにこの町の観光振興、それは必要なことだと思いますよ。観光客

が入ってくること自体が。それと同時に、それを受け入れて必要なサービスをして、そして、

それで賃金も得て生活をしている町民自身の暮らしがどうなっているのかというところに

もっと目線を持っていかなければ、ただ観光客が増える、しかし、そのことによって、同時

に働いている人たちの所得が豊かになる、暮らしが豊かになるかどうかというのはまた別問

題になっているのだというところを見る必要があると。 

  北海道の調査でも明らかなように、町長が言われるツインタワーの産業構造は、これを支

えている就労者の労働環境を改善して向上させていかなければ、町の産業も町民の暮らしも

守ったことにならないということを改めて訴えたいし、そのために行政として何ができるの

かということをぜひ考えていただきたい。今、私が言ったことが実態としてどうなのだとい

うことをぜひ町としても調べていただきたい。町独自にですね。その上で、必要な対策、あ

るいは事業者に対する要請、こういったものをしっかりとやる必要があるし、中小零細の企

業に対しても町として必要な援助を行いながら、そこで働く労働者の環境改善のために努め

ていくという姿勢が、私は、行政として、特にこの労働行政として、町が行うべきことでは

ないのかということを改めて述べたいと思うのです。そのことについてどうお考えなのか、

伺います。 
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○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 町内の事業者さんそれぞれ、私ども、議員もご承知のとおり、噴火災

害という災害を抱えております。その都度、やはり借金をしていると。役場もそうですけれ

ども、借金残高がある中、給料にすぐ転嫁できる事業者さんなんか、その辺は私ども、まだ

承知していない部分がありますが、今聞いている中では、それぞれの事業者さんがまだまだ

借金が残っていると。私どもの町も、一般会計ではかなりの額を繰上償還等々させていただ

いてきまして、公債費比率の引き下げ、これになってきたわけでございますが、一般会計で

今91億円、残債が残っている。そのほかに特別会計を含めると136億円ほどの借金を私ども

の町も抱えている。そんな中で、私どもも嘱託雇用、あるいは臨時的な雇用もあるわけでご

ざいますが、今、道の最低賃金よりもはるかに何とかしなければならない職員並みの給与と

いうことで、年々上げてきた結果、相当、今、町内ではやっぱり一番高い雇用主になってい

るかなというふうな自負はありますけれども、それを先ほど申しました個々の事業者さんに

お願いするというのは、私どものほうとしては、その事業主さんの経営体系もあることから、

そこまで口出しは今できるような状況ではないなというふうに思っております。 

  それと、所得調査を何とかできないかと。大きな市、財源的に裕福な市でしたら、それは

できるかもしれませんけれども、こういう財源力の少ないところ、そして、職員の数も少な

いところではなかなか、検討はしても今すぐというのは難しい話かなというふうに思ってい

るところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回こういう形で、特に、華やかな産業の陰で、それを支えている就

労者の状況についても、行政がしっかり目を向けて、その必要な対策を打つべきだという話

は、以前も幾つかそういう機会を持って話をしたことがありますけれども、改めて、町長の

今の答弁を参考にして、別な機会にもう一度進めたいと思います。 

ただ、言えることは、調査もしない、そして、今の事業者は借金を抱えているから、行政

側からそれを申し入れるようなこともできないということを最初から決めつけていたのでは、

こういった町民自身がそういう産業の下支えをしながら、それこそ支えてやっている住民自

身が、幾らでも負担を強化されても構わないのだというふうに言っているように聞こえるの

で、それはやっぱり町長としてそういう認識はおかしいと。町政というのは、事業者を守る

だけではなくて、そこで働く、あるいはそこで暮らす住民自身の生活と命を守る、そのこと

も重要な仕事の一つではないですか。だから、そういう町民の就労実態がどうなっているの

かということを調べるのは、行政の責任ですよ。そして、その実態に基づいて、必要な対策

は行政として何ができるのかということを検討するのも行政の仕事ではないですか。そのこ

とを初めから投げ出してしまうような、そのようなことは、私は絶対認められない。 

そのことは町長も同じことを繰り返すのかもしれませんけれども、時間もないので次の質

問に移りたいと思うのですけれども、よろしいですか。 

○議長（佐々木良一君） 次の質問に移りますか。 
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○６番（立野広志君） はい。 

○議長（佐々木良一君） それでは、ここで10分間休憩いたします。再開を11時15分といたし

ます。 

（午前１１時０２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１１時１５分） 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志一君） それでは、２項目の質問に移ります。 

  ３月１日の暴風雪における学校あるいは教育委員会の対応と危機管理についてということ

で伺いたいと思います。 

３月１日から２日にかけて北海道全域では数年に一度の猛吹雪ということで、ニュースで

も再三報道されましたけれども、胆振管内だけでも92の小中学校が臨時休校となりました。

伊達市内の小中学校も３月１日に、まだ警報が出ていない中でも休校判断を行った学校があ

ります。当町の小中学校では、３月１日、通常登校の直後から、洞爺高台地区では猛吹雪と

なり、国道、道道ともに通行止めとなった中をスクールバスが児童を乗せ走行し、立ち往生

する事態が発生しました。一歩間違えれば重大事故にもなりかねない事態が発生していたに

もかかわらず、私が報告を求めるまでは、議会や所管の総務常任委員会にも全くその件につ

いての報告がありませんでした。子供の安全、命を預かる学校や教育委員会として、災害や

危機管理の対応がどのようになっているのか。今回のような問題を繰り返さないための検証

がなされているのかどうか。その点で伺っていきたいと思います。 

初めに、３月１日から２日にかけての暴風雪、大雪、波浪警報におけるスクールバスの運

行状況については、５月18日の総務常任委員会に教育委員会から報告がありました。全てを

報告していただくと時間がありませんので、報告書の中の概要と、そして教育委員会の対応

状況の部分だけに絞って、まず説明をいただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） ある程度絞ってお答えさせていただきたいと思います。 

スクールバス運行状況についてでございますが、３月１日から２日にかけて暴風雪等によ

り大荒れの天気となり、教育委員会では、町の校長会と協議をしまして、各種警報発表に伴

う休校等対応についての一定の基準を設けておりますが、この基準により対応したところで

ございます。 

この基準の主な内容でございますが、一つ目として、大雨警報、洪水警報、大雪警報につ

きましては、学校立地や地域状況により影響が異なることから、学校判断により休校、登校

時間繰り上げ等の措置を行うことができることとしてございます。 

二つ目として、暴風警報、暴風雪警報、特別警報、特別警報は六つございます。大雨、暴

風雨、高潮、波浪、暴風雪、大雪でございます。これらにつきましては、午前６時時点で発
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令継続中の場合は一斉休校とする。ただし、警報発令が解除された場合でも、学校施設、周

辺地域に被害があり、登校すべきでないと学校が判断する場合は休校することができること

としています。また、登校後に各種警報が発令された場合は、各学校や地域の状況に応じて

下校時間を変更するなど、学校、教育委員会が協議して適切な措置を講ずることとしてござ

います。 

当日、３月１日の午前６時時点での気象情報では、夕方からの警報発令が見込まれていた

ことから、校長会と連絡を取り合い、児童生徒を登校させることとし、登校後にまた状況を

見きわめて対応することを確認したところでございます。その後も気象に関する情報収集や

学校等との状況確認等のやりとりを行い、再度、室蘭気象台へ確認したところ、暴風警報の

発令予定が午後６時ごろから二、三時間繰り上がる可能性があるとの話をいただいたことな

どから、教育委員会内で協議を行い、今後の気象状況の見込みを踏まえ、町内小中学校全校

を１日は午後から休校、また、２日は全日休校とすることを決定し、小中学校を初め関係方

面へ電話連絡をしたところでございます。 

下校にはスクールバスを運行したところでございますが、洞爺地区においては、国道230

号や道道豊浦洞爺線が通行止めとなるなど厳しい運行となることから、スクールバスには教

諭が同乗、１台につき洞小、それから洞爺中学校の教諭が各１名同乗してございます。が同

乗し、途中でスクールバス２台とも吹きだまりに入り、タイヤをとられ一時立ち往生しまし

たが、全員無事に帰宅させたという状況でございました。 

なお、当日の気象警報発令の状況でございますが、３月１日の15時42分に大雪警報発令、

18時14分に暴風雪・波浪警報発令、22時20分に大雪警報解除、大雪注意報に移行。翌３月２

日10時53分に暴風雪・波浪警報解除となっているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） これも先ほどお話ししましたように、総務常任委員会に、５月18日の

日に報告いただいた内容を今説明いただいたわけですが、その中で、改めて確認をしたいの

ですが、３月１日の12時に国道が通行止め開始になったと。そして、12時15分に道道の通行

止めが開始されるということを、11時40分には国道について、12時ちょうどには道道のこの

通行止めが、12時15分から行われるということを、連絡を受けたとなっています。連絡、つ

まり通行止めが行われる何十分か前に連絡を受けたのですが、連絡を受けたと書いているだ

けで、どこで連絡を受けたのか。それが例えば学校にまで連絡が行ったのかどうかと。その

辺はちょっと確認したいのですけれども、どうですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 役場庁舎内で防災担当の企画の担当職員から私ども教育委員会が

連絡を受けたということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 教育委員会が連絡を受けたわけですね。通行止めが何時何分から国道、
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道道それぞれ行われるかという、本当に直前の連絡でしょうけれども。 

  それで、次聞きます。スクールバス２台が出発したのは13時なのです。つまり通行止めを

しますよという連絡が受けたのは11時40分ないし12時なのですね。スクールバスが実際に学

校を出ているのは13時なのですね。ですから、その連絡を学校にちゃんと伝えていれば、学

校だって通行止めになっていることはわかりますよね。なぜ、では、通行止めの連絡を受け

て、１時間後にスクールバスを運行することになったのか。報告書には、通行止めを知った

のが直前であったというふうに書いてあります。これは直前ではなくて１時間前には知って

いたということですよね。それ、正しくないのではないですか。そして、むしろ、通行止め

を知りながら、なぜ通学路の安全の確認をしないままスクールバスを運行させたのか。その

判断は誰がどのように行ったのか。最終判断に対して、例えば、周りからは異論は出なかっ

たのかどうか。その点について伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 11時40分に私どもが連絡を受けた後、至急、学校と連絡をとり協

議をしたところでございます。児童生徒が自宅へ帰っても食事がない可能性が高いことや、

学校で給食を食べさせたほうがよいこと、また、暴風雪警報が２日いっぱい続く可能性が高

いことなどを踏まえて、国道230号、道道豊浦洞爺線の通行止めを横切ることにはなります

が、学校へ児童生徒を長くとめ置くより、警報前に児童を自宅へ帰したほうが児童生徒に

とってよいものと最終的に教育委員会が判断して、スクールバスを運行させたものでござい

ます。 

  なお、当然、運行に当たっては、スクールバス運転手と協議をさせたというようなことで、

学校との協議をした中でスクールバスを出したと。また、運行会社とも協議をしてスクール

バスを出したということでございまして、協議した中での決定ということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 協議をしてから決定したのだということなのですが、この通学路の安

全を確認するということも大事な仕事のはずなのですね。通行止めになるということを、も

うなってから１時間近く経ってバスを走らせるわけですよ。そうすると、そのスクールバス

が運行する経路がどういう状況になっているのかということを確認はしていないですよね。

協議だけして現状の確認はしていなかったということですよね。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 状況としましては、下の状況、洞爺地区、高台、下台地区、違う

のですが、洞爺地区の学校と協議していますので、洞爺地区の状況そのものは聞いていまし

たが、当然、学校は下台にありますので、その違いというのは、正直に把握できていなかっ

たというのが現状でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 結果として、２台のスクールバスが25分から30分の間、子供を乗せた

まま暴風雪の中、立ち往生したと。幸いにけがや問題を起こすようなことがなかったという
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ことではありますけれども、ここで確認をしたいのですが、これはちょっと洞爺地区の住民

対応を現地で担っている洞爺総合支所、総合支所では、こうした学校の対応、教育委員会と

学校のやりとりとか、あるいは、スクールバスを走らせる云々という話も含めて、あるいは、

国道や道道の通行止めの状況、こういうこと、一連の状況を、洞爺総合支所では把握してい

たのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 総合支所におきましては、通行止めの情報につきましては、

うちの企画防災のほうから連絡を受けております。ただ、スクールバスの運行状況について

は、支所のほうについては、把握はしておりません。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 総合支所では、洞爺地域の通学路を含めた除雪の対応もしていますよ

ね。当然、ですから、道路状況についての把握もしていなければならないと思うのですよ。

その際に、例えば教育委員会なり学校側から、総合支所が道路状況についてどういう把握を

しているか。普通ならば、学校や教育委員会から、通学路あるいは生徒が歩く歩道などにつ

いては、除雪をしてほしいというふうに通常では依頼があるのだと思うのです。そういうこ

とも含めて考えますと、今回のような場合、この総合支所が、例えば地域のそういう、保育

所のことはあれですけれども、保育所も含めて学校などのこうした事態での関係機関との連

絡や把握の義務は負っていないのですか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 総合支所につきましては、町道全体の除雪の関係だとか、

そういう部分については把握をした中で行っておりますが、教育委員会とのそういう連絡調

整については、現状、今まで、そういう連絡が来て調整をしたということはございません。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私、そこもやっぱり改善すべき点があるのではないかというふうに思

うのですね。 

  実は、月形町とか留辺蘂町とかほかの町で、学校でのそういった暴風雪対策で、行政のそ

れぞれの部署がどう関わっているかということを調べてみたところ、当然、例えばそういう

道路の安全管理、そして除雪の対応をしている部署も含めて、学校や教育委員会と連携をし

ながら、必要な対策をとるということになっているのですね。今聞きましたら、この町につ

いては、総合支所は、通行止めについては把握していても、学校のスクールバスがどう運行

されるのか、あるいは教育委員会がどういう判断をしているのかということについては一切

連絡を受けていないし、そういう関係もないということですから、私、先ほど道路の安全状

況を確認したのですかと言いました。例えば、こういう猛吹雪になったときに、やはり除雪

に出動するのが支所の仕事でしょう。そうすると、住民から問い合わせなり要望が来ること

もあるでしょうけれども、支所自身が、今、学校がもう始まっていると、今日は学校の授業

が予定どおり行われるためにスクールバスを走らせるし、そして、子供たちも学校にいて、
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その後どうなるかということを含めて考えたら、道路状況をしっかり把握するという役割が、

僕は支所にもあると思うのです。そういう一連の行政の横のつながりといいますか、そう

いった連携が今回しっかりとられていなかったのではないかと。最後に救出に出たのは総合

支所からだそうですから、そういう最後の大きな役割を果たしていただいたと思うのですが、

そういう意味で、やっぱり今回の対応というのは、先ほど総務常任委員会で報告したような、

単にバスの運行業者の意見を取り入れてどうするかということを考えるだけで問題は解決で

きないのだと。もっと行政自身のそういう危機管理。そして、洞爺地域においては高台と下

台の地区の気象の違い、こういったものをやっぱり把握しながら対策を打たなければならな

いのではないかと思うのです。 

保護者への連絡や対応についても、ある保護者からはちょっと意見もありました。先の見

えないホワイトアウト、もう真っ白な状態の猛吹雪の中で、保護者に迎えに来ることを求め

ることも大変なことだと。そうなる以前に、なぜ学校側の判断ができなかったのか、そうい

う保護者の方もいました。ただ、判断基準では、判断は最終的には学校長が行うということ

ですから、そうなりますと地域の気象状況も熟知する間もなく、３年程度で転勤する学校管

理者に判断を全て任せるわけにはいかない。教育委員会が総合支所や地域住民の協力を得な

がら、必要な情報を把握して安全を確認し、学校長にそれを伝えていくという仕組みがつく

られていかなればならないのではないでしょうか。そのことを改めて伺いたいのですけれど

も。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 本件、今回の場合の最終的にはスクールバスを出したということ

で、その後、反省点、改善としまして、情報のとり方として、まず企画防災課と連携を密に

すること、当然です。連絡いただいた後、至急、教育委員会としても動ける体制というのを

まずしっかりしなくてはいけないと再認識したことと、あと議員が言われるように、道路状

況については、うちの建設課だとか総合支所等、所管がございますので、そことも、庁内で

しっかり連携をとらなくてはいけないということも、今回の３月１日、２日の件を踏まえて、

その辺も今後に向けた反省点の大きな点であろうということでの認識はしているところでご

ざいます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） こういう事態が発生したわけですが、その後の行政報告、議会も何度

かありましたし、そして、所管の委員会にも実は報告がないまま、申し入れをして、ようや

く５月15日に報告をいただきました。これはやっぱり事の重大さに対する認識というのが非

常に甘いのではないかと。たまたま子供たちに何の問題もなかったと。だけれども、これが

突っ込むところが違ったり、あるいは、もしこれでバスが転倒するというようなことになれ

ば、さらに大きな事故につながっていたと思うのです。そういうことを考えたときに、教育

委員会は、やっぱり事の重大さをしっかりと認識して、そして、こういう状況があったと、

今後これを起こさないためにこういう対策をしますということを、なぜすぐ手が打てなかっ
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たのか。一部修正の上対応していくというふうに報告書に書いてありますけれども、それは

運行会社のほうの意見を取り入れてということぐらいしか書いていないのですよね。だから、

これではやっぱり不十分だし、今回の場合、ではどうすべきだったのかということも含めて

しっかり検証すべきだと思うのですけれども、その点はいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） ３月１日、当時につきましては、私ども、種々の状況を考慮しなが

ら、やむを得ない判断をしたと考えてございます。ただし、このような事態になったという

ことに鑑みると、子供たちの命を最優先にする立場からして、情報収集の不足や判断及び対

応が本当に最善だったかという部分では課題があったというふうに認識してございます。 

当時、スクールバスに乗車されていた児童生徒の皆さんには不安な思いをさせ、また、保

護者の皆さんにもご心配をおかけしました。学校教育の責任者として反省し、改めておわび

申し上げたいと思います。 

この件に関しましては、その事故後の３月の校長会、それから教頭会、教育委員会議で報

告し、今後の対応等協議してきてございます。また、小学校のＰＴＡ会長にも反省と今後の

対応についてお話しさせていただきまして、一定のご理解をいただいてきたところでござい

ます。さらに、４月に行われました学校のＰＴＡ総会においても、学校より報告をさせてい

ただいております。 

また、スクールバス運行社にも本当におわびを申し上げまして今後はより緊密な協議等を

行うことでご理解いただいております。 

本当にこれを教訓とすることが大切だというふうに思ってございます。二度とこのような

ことがないよう関係機関等との連携等をしっかりと進め、安全な対策を進めてまいりたいと

思ってございます。 

また、議会への報告が遅れましたことにつきましては大変申しわけなく、深く反省してご

ざいます。今後はより的確な報告等に留意してまいりたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、教育長が一通りのお話をされましたけれども、やっぱり問題は何

かということをちょっと整理したいと思うのですけれども、一つは、警報が発令される中、

あるいはされるおそれが明確である以外は、通常登校あるいは下校とする基準であるという

ことですね、途中で帰る場合もありますけれども。まず、警報が発令されるのかされないの

かということが一つの基準になっているということ。それから二つ目は、高台地区の気象状

況の把握ができる体制がないということですね。そして三つ目は、通行止めを知りながら、

スクールバスを通行止めの路線を走らせたという危険行為。これが安易に判断されるような

意思決定の甘さ。それから四つ目は、これは後で知ったのですが、スクールバスの入れ替え

によって、従来は四輪駆動車だったのですが、今は二駆車になっているということで、問題

はないのだと言うけれども、本当にそうなのかどうか。なぜああいう雪の多いところで四駆

車ではなく二駆車なのかということもちょっとありますが、その辺もやっぱり検証していた
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だきたいということですね。 

  やっぱりそういうことを含めて、暴風雪等における情報収集の体制とか情報連絡体制とか、

配備基準がマニュアル化されているのでしょうかと。そのことがしっかりと学校関係者とも

密に確認されているのだろうか。時にはマニュアルに沿った形で予行演習が行われているの

だろうかどうか。その辺、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 防災関係の暴風雪関係等マニュアルでございます。各種災害に係

るマニュアルにつきましては、地震、火災、津波、噴火、不審者などを含めて、各項目があ

るものないもの、実際ございます。訓練につきましては、火災、地震、津波、有珠山噴火、

不審者などを主に実施してございます。 

  なお、暴風雪に係るものにつきましては、その時々の状況により、休校するのかどうかの

判断や、判断は学校や教育委員会に求められるものということで、学校では特に訓練を実施

していないということが状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 特に、洞爺高台地区は、私の知る限りでも、年に一、二回は必ず通行

止めが起こっているという状況がありますよね。ですから、当然そういう対応についても

しっかりとマニュアル化して、学校、教育委員会、関係機関の横の連携をどうとっていくの

かということも含めて、つくる必要があるのではないでしょうか。マニュアルはないのだと

いうのではなくて、マニュアルをつくるべきではないですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 今回の暴風雪等については、その状況をどう判断するかというこ

とは、そこに至るまでの情報収集なり、連絡体制をしっかりとった上での判断を誤らないと

いうところに行き着くのだと思います。そういうところにおきましては、暴風雪等につきま

しては、当日の状況をどう読むかでございますので、マニュアルをつくって、このときはこ

うだとかというようなところはなかなか、多分難しいのだろうと思います。そういうことで、

マニュアルというよりは、その状況判断を誤らないような情報収集なりの体制をしっかりす

るということが重要だというふうに考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 私も総合支所に２年ほどいましたから、その高台と下台の状況とい

うのは本当に違う。そして、高台は、今、議員おっしゃいましたけれども、多いときには五、

六回通行止めになるというような状況があると思います。 

  災害でもこういった状況でもそうなのですが、そこで一番いい判断をすると、しなければ

ならないということは、現実的には非常に難しいというふうに思います。ただ、そのときの

いろいろな状況を見ながら、やはり判断を、できるだけいい判断をするということが大事に

なってくるというふうに思います。 

  先ほど議員からもありましたけれども、総合支所のパトロールの関係とか、教育委員会と
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の情報連絡体制の関係、こういったものを、これを機会に再度協議しながら、少しでも対応

できるような形をとっていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私が言っているマニュアル化というのは、一つの方法を書けというこ

とではないですよ。いろいろな事態を想定して、その際にどういう連絡体制なり情報の収集

なり、情報を共有するのかと。そして、最終的にどういう形で、何を基準にしてその判断を

するのかということを含めたマニュアル化なのですよ。その一つの方法だけを決めてやれと

いう話ではないです。それは災害だってそうではないですか。いろいろな中身があるわけで

す。噴火災害を一つとってみたってそうでしょう。だから、そういう場合の、こういう場合

にはこうする、こういう場合にはこういうふうにするというふうなことをある程度想定しな

がらつくっていって、一番大事なのは、学校の管理職の校長先生とかというのは、教頭先生

もそうですけれども、わずかな期間しかいないわけです、学校には。だから、教育委員会が

しっかりとそのことを学校と協議して、新しく先生が来るたびに合意をして、そして、その

連絡体制なり役割分担なり、こういったものをしっかり確認する必要があるのではないです

か。そういうことを含めてやるというのが、私は、少なくともこういう暴風雪対策のマニュ

アルの一つとして考えていくべきではないのかということを言っているのです。 

だから、その都度判断しますというのなら、何も要らないわけですよ。そうではなくて、

こういう場合にはこういう対応をするのは、例えば今回のように通行止めになっていても、

これからも走らせるのかと。そういうことがあり得るわけです。それも道路の状況も確認し

ないまま。ですから、これはまずいでしょうと。例えば、スクールバスを走らせるなら、少

なくとも最低、道路の状況は確認すべきだと。誰が確認するのだと。総合支所がやるのだと。

あるいは教育委員会でやるのだとかということをしっかりと、誰がどういう役割を持ってこ

の対策をするのかということまで含めて書かなくてはいけないのではないですか。それがな

いのだったら、結局人任せ、学校任せになってしまうのですよ。そのことを私は言いたいの

ですけれども。 

もう時間がないのでこればかり言っていられないのですが、私は、ぜひ、そういう方向で

検討していただきたい、マニュアル化していただきたいと思います。 

次に、３番目の質問に移ります。 

「洞爺湖町の非核平和の町宣言」というのを、平成20年３月19日に洞爺湖町議会と行政が

同日に宣言いたしました。それから今年で10年目を迎えます。核兵器の平和な世界を求めて、

町としてこれにかかわる記念事業を行う考えがないかどうかということを伺いたいのですが、

ちょっと時間がないので、実は、今、この非核宣言をしている自治体の数というのは、全国

で1,788市区町村があります。自治体全体の91.3％が非核平和の宣言をしています。そして、

特に、洞爺湖町もこの宣言している自治体の協議会に入っておりますが、その協議会に入っ

ている自治体が非核宣言をしたことを記念するさまざまな事業を実施しています。 
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例えば、札幌市などもそうですけれども、５月から６月上旬には平和へのメッセージ募集

事業であったり、それからコンクールなんかもやっているのですね。それから、非核都市宣

言25周年記念スタンプラリーというのをやったり、あるいは、函館市などは平和大使の派遣、

これは市内の中学生４人を函館市の平和大使として長崎市へ派遣する、こんなことをやって

おりますし、平和教育公開授業というのも、この函館市の場合、平和学習、講座、研修など

もやっています。旭川市は、この平和都市宣言図画コンクールというのも行っています。そ

して、青少年平和大使派遣事業、ここもそういう事業をやっていますし、平和都市宣言啓発

ポスター作成というのも行っています。帯広市などでは、平和コンサートというのも式典や

講演会やシンポジウムなどを行っていますし、それから平和の絵、あるいは詩などの募集も

やったり、平和の作品展も開催しています。ずっと切りがないのですけれども、例えば名寄

なんかは、戦没者追悼式のときに、式典だけではなくて、講演会、シンポジウム、コンサー

トなどもやっています。そして、名寄市では戦没者追悼平和音楽大行進というのもされてい

ます。 

町村でいったら、例えば隣の豊浦町、これは４月、豊浦中学校の平和学習修学旅行という

ことで、修学旅行に参加する生徒を広島、長崎などに派遣する。そして、昨年の話ですけれ

ども、７月には、戦没者追悼式で、式典だけではなくて講演会やシンポジウムやコンサート

も行っています。また、小中学校では、平和学習として体験講話会、交流会、こういったも

のも行っています。 

実は、非核平和の町宣言をしている自治体の中でも、こういうふうに平和宣言をしている

こと自体を町民に広く周知し、そして、そのためのさまざまな事業を行政が積極的に展開し

ているのですよ。そのことを考えたときに、この洞爺湖町としても何らかのそういう記念事

業を行うことを考えていないのかどうかということを改めて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） ただいまの質問でございますけれども、2008年に非核平和宣言、

その後、洞爺湖町として2012年、平成24年でございますけれども、非核平和のまちづくり実

行委員会という形で事業が展開されておりまして、８月には洞爺地区、役場のロビー等で展

示、また、すいとんを食べてという体験ですとか、いろいろなことをやっておりますけれど

も、今回10年ということでございまして、町としましても一つの節目を迎えているというふ

うに考えてございます。町、そのほか町の教育委員会の部分もございまして、実行委員会を

立ち上げ、これには今、非核平和のまちづくり実行委員会の中に議員さんの方も多く入って

いただいておりますけれども、自治会、議会、産業団体、また遺族会、今おっしゃいました

これらに呼びかけ、どのようなことができるか、改めて検討していきたいというふうに考え

ているところであります。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の段階ではまだ具体化していないということですね。 

さて、以前に議会で質問して、取り組みを検討したいと言われたことが幾つかありますが、
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例えばその中に、日本非核宣言自治体協議会が実施する、40歳以下の職員を対象とした、職

員の平和に対するスキル、これを向上させるための平和事業というのを行っています。これ

に職員を派遣することも検討したいと、こんなようなお話があったのですが、こういうこと

については取り組みがあるのですか。 

○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） その件でございまして、現在、町のアンダー40という制度でご

ざいまして、40歳以下の若い方について、こういう問題について意識を高めてもらうという

ことでございますので、職員研修という全体の中で現在検討しております。派遣に向けて前

向きに検討しているということでご答弁させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ちょっと話、戻りますけれども、記念事業としては、実際にはまだ何

も決まっていないと。今後、その記念事業をやる方向で考えているのだということは伺った

ような気がするのですね。ただ、実際に町としてどういう事業を考えているのかということ

については、何もお話しになっていません。そして、今までの流れからいくと、非核平和の

まちづくり実行委員会が主に取り組んできた事業ばかりなのですね。 

実は、自治体の多くは、そういう実行委員会を立ち上げてつくっているところもあるので

すけれども、行政自身が積極的に事業を展開する、それの、つまり行政側が呼びかけて、そ

こに実行委員会を組織し、そして行政が中心となっていろいろなプランを検討し実現してい

る。当然予算もかかりますからね。通常の事業のように数万円程度で終わるような事業では

ないと思うのですよ。そのことも考えたら、これはやっぱり早く、もう６月ですから、８月

の広島、長崎の原爆投下の日もあります。８月15日の終戦記念日もあります。そういった節

目節目でどういう事業をやるのか。今年10年目となったということを一つは冠にしながら、

まず町民にこの宣言をしていること自体を周知するということが大事だと思うのですよ。そ

のために、例えば、広報で知らせるだけではなくて、どこかのまちでやったように平和のた

めのポスターを作成する、あるいは募集する、作文を子供たちに書いてもらう、いろいろな

ことを行っていくことが必要だと思うのですけれども、その辺のことは、これは教育委員会

ですか、作文は。去年もそういうふうにお答えになっていますけれども。どこでやるのかわ

かりませんけれども。それらも含めて、今具体的に決まっていること、そして、これから立

ち上げようとしている方向で町が考えている方針といいますか、これをもうちょっと説明い

ただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） まず、本年度の予算の中で、戦没者記念式典等における作文コ

ンクール等を実施するための経費を予算計上してございますけれども、戦没者の霊に対しま

して追悼の誠をささげるとともに、平和の誓いを新たにする戦没者追悼式が戦後72年という

長い月日の経過とともにご遺族の方々もご高齢となり、一般参列者の方々のご列席も含め
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年々減少している現状でございます。 

このようなことから、一人でも多くの町民の方々にご列席を賜りたく、その一つの試みと

いたしまして、未来ある子供たちに戦没者追悼式にご列席をいただき、恒久平和の誓いをご

遺族の方々とともに念じていただくために、教育委員会、さらには中学校と協議をした結果、

戦没者追悼式の中で、中学生の子供たちに平和へのメッセージを朗読していただく試みを実

施すべく、現在、準備をしているところでございます。 

○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） 現在どのようなことを検討しているのかという具体的なことで

すけれども、実際はこれから参画産業団体の方に来ていただきまして、お願いして、何がで

きるかを検討するのでございますけれども、事務局を担っております町、また、総務課、社

会教育課とも連携しておりますが、これらについて、その事務局、日本非核宣言自治体協議

会というのが長崎市でございまして、会長さんは長崎市長でございます。現在、連絡をして

おりまして、講師の派遣、または展示物の借用、今まで過去に６年間、展示してきている部

分もございます。これは町内の方からお借りしている部分でございます。また、すいとんを

食べてということで、戦争体験をここ２年ほど、引き揚げ体験ですとか、そういうものを

語っていただいているのですけれども、これらの方が高齢になりまして、お亡くなりになっ

たとか、施設に入ったとか、なかなか厳しい状況もあります。この10年を踏まえて、長崎と

も今お話ししておりますので、詳細が決まりましたら、また改めて議会のほうにご報告させ

ていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） やっぱり一番大事なことは、町民とともに核のない平和な社会をつ

くっていこう、これは町長がこの前、原水爆禁止世界大会に向けて、平和行進で来られた２

人の方に町長自身がお話しになったことでもあるのですが、やっぱり観光というのは、平和

でこそ栄えると。それだけにこの洞爺湖町にとってみれば、やっぱり平和な社会、そして核

兵器のない、そういう社会をつくることというのは大事なことなのだという話をされたのは、

非常に私は印象深く聞いていました。そうなのですよね。ですから、町民の方自体に、もう

10年前になる非核宣言、町としての非核宣言が、こういうふうに宣言がされているというこ

と、そして、宣言が持つ意味合い、これをしっかりと伝えていくことが大事だと思うのです

ね。その上で、それを生かすために何をするのか。行政自身も今年は記念事業としてこうい

う活動をやりますと。町民の皆さんにもぜひ協力、参加いただきましょうということを呼び

かけていくための取り組みとして、ポスターを募集する、作文を募集する、あるいは詩など

も募集して、その発表の機会を、例えばそういう追悼式であったり、そういう場で生かして

いくとかというふうに、町民自身が何らかの方法で意思表示できるような場を、子供たちも

含めてつくっていくことが大事なのだろうと思うのですね。ただ行事をやるだけで終わるの

ではなくて、中身はやっぱり核兵器のない平和な社会をつくる、平和な地域をみんなで求め
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ていこうと、こういうことを高揚させていくことが行政としての役割なのだろうと思う。 

そういう方向でぜひ、もう時期的にいうと６月も半ばになってきていますから、やっぱり

急いで取り組んでいただくことが必要だし、今年限りのものにするのではなくて、先ほどの

非核宣言をした多くの自治体が取り組んでいるように、毎年の事業として何をすべきなのか、

何ができるのかということも含めて、ぜひ力を入れていただきたいと思うのですが、いかが

ですか。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまのご質問でございますけれども、まだ組織できていま

せんけれども、現在あります非核平和のまちづくり実行委員会等も開催されておりまして、

今年８月の行事予定等も決定しております。これらを踏まえ、町民の皆さんには核廃棄宣言、

これらについて、ホームページまたは広報等で、こういう年なのだということは前回内部的

に調整してございまして、お話ししていきたいというか、再認識させていただきたいという

ふうに考えております。町長も最初に言っておりました、広く皆様のご意見を聞いて、反戦、

平和、核兵器のないまちづくりというものについて、きちっと事業を進めていきたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、以上で終わります。 

○議長（佐々木良一君） それでは、これで立野議員の質問を終わります。 

昼食休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５９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。 

  次に、12番、大西議員の質問を許します。 

  12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 12番、大西でございます。 

今回、６月会議では、大きく分けて２件の件名で通告順に質問をさせていただきますが、

４月の町長選挙後、真屋町政になってからの初めての質問となります。質問事項の中には、

町の政策も含めた質問になるかと思いますが、答弁ほどよろしくお願いしたいなと思います。 

まず初めに、１件目の質問になりますけれども、次の世代につなげる農業振興対策につい

てでありますが、１番目の鳥獣被害対策を今後どのように考えていくかですが、私もこの一

般質問の中で何回か過去にこのような案件の質問をさせていただきました。 

近年、特に、昨年秋から今年の春にかけて、農地、圃場において、エゾシカの個体と足跡

の数が異常に増えているということの農業者からの話が聞かれます。北海道での個体数は
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年々増え、そして、そういった報道の中で、町において、農作物への被害と捕獲頭数、また

生息頭数などがしっかり把握されているか、まず、その辺をお聞きしたいと思います。 

○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） 毎年実施しております野生鳥獣による農作物の被害状況アン

ケートにおきまして、鳥獣による被害額は、平成29年度におきまして649万6,000円と、過去

数年間横ばいにある状況でございます。しかしながら、エゾシカの捕獲頭数につきましては、

平成27年度42頭、平成28年度は50頭、平成29年度67頭、本年６月末現在におきましては、昨

年を上回る29頭の捕獲に及んでおります。 

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、生息頭数につきましては、具

体的な数値につきましては把握してございませんが、毎年、町内２カ所で行われます夜間に

実施するライトセンサス調査というものがございまして、その調査結果を踏まえますと、生

息頭数は増加傾向にあると推測しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁をお聞きしますと、年々捕獲頭数が増えている。これは生

息頭数が増えているということになるのかなと思っておりますけれども、本当に現状として

は大変厳しいものになっているのかなと思いながら聞いておりました。 

  現在、町としても専任の職員を配置していただきながら、そして、農業者個々でも銃の免

許を取得しながら、また、くくりわなの講習会に参加され、被害を最小限度にとどめる努力

をしているにもかかわらず、エゾシカの個体数は増えていく。そして、被害も増えていくよ

うに思えてなりません。 

  毎年の捕獲頭数は多くなってきているということは、先ほども申し上げましたけれども、

生息頭数が増えてきているのだというふうに思えます。そんな中で、将来の農業を考えたと

きに、やはりここで何か施策なり対策といったものを考えていくべきかなと思っていますけ

れども、町として恒久的な対策についての検討の考えはないのか、お聞きしたいなと思いま

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） 議員からのご質問にもございましたが、現在行っております

鳥獣対策の専門職員の配置や捕獲技術の講習会の開催、また、銃器等の資格取得への支援に

つきましては、継続してまいりたいと考えてございます。 

  ご質問の恒久的な対策の関係でございますが、昨年度から事業実施に向けて取り組んでお

ります道営土地改良事業におきまして、事業種目に鳥獣進入防止設備、鹿柵の施工が可能と

なってございます。実施に当たりましては、集落ごとに事業実施への賛同が必要でございま

して、設置後は維持管理経費の負担が発生することとなります。集落ごとの全員の合意形成

が必要というふうに考えてございます。 

  町内はもとより近隣市町におきまして、エゾシカの生息頭数は増加傾向にあると推測され

ることから、次世代を担う農業後継者のためにも、エゾシカより農作物を守ることも重要で
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あるというふうに考えてございます。また、農業被害と初期投資や維持管理経費の負担額に

よる費用対効果を十分検証して、鳥獣進入防止設備等の対策につきまして、北海道と事業実

施に向けて協議をしてまいりたいと考えてございます。 

  また、進入防止だけでは個体の減少につながらないと考えてございます。猟友会のご協力

のもと、捕獲作業についても継続的に実施していきたいと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁で、恒久的なエゾシカの対策ということで、一般に言われ

る鹿柵の設置に向けて北海道と協議していくということなのですけれども、しっかりとこの

鹿対策については取り組んでいただきたいなと思います。まず、北海道としっかり協議をし

た中で、また、地域農業者との合意形成をしっかり持たれた中で、この事業の取り組みを前

向きにしっかり考えていっていただきたいなと思います。 

  そういったことで、恒久的な鹿柵に関しては、農業振興課を初め、町、そして農業者、そ

してＪＡと協力し合いながら取り組んでいただきたいと思いますけれども、この鳥獣進入防

止設備、これに関しましては、恐らく北海道を初め、胆振管内でも先進的な取り組みをされ

ている市町村があるかとは思うのですけれども、その辺の有効的な事例を町として押さえて

いれば、お聞きしたいなと思いますけれども。 

○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） 先進的な取り組みをしている市町村の状況でございます。 

  胆振管内、そして上川管内の市町村及びＪＡに聞き取りをしてまいりました。その結果は、

進入防止柵を設置した場合に被害は減少しており、効果があるものだと判断されております。 

しかし、防止柵の設置に受益者と市町村が一部を負担しているということで、設置後の維

持管理経費につきましても受益者が負担している状況にあるということでございました。進

入防止柵の仕様の構造により、毎年の維持管理経費が大きく相違しております。構造の強度

が強い場合は、初期投資は大きいが、維持管理経費は少額でございました。構造が簡易な場

合は、初期投資は少ないですが、積雪による網の上げおろしなど、維持管理経費が相当額必

要となっている状況が確認できました。また、補助事業により実施しますことで、耐用年数

相当年は設備を維持する必要が発生しますので、地域ごと、集落ごとの受益者全員の同意が

必要不可欠だという状況を確認してまいりました。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 先進的な地域の事例というものも含めて、しっかりこれから事業の

方向性を見出しながら、進めていっていただきたいと思いますけれども、たしかこの道営土

地改良事業に関しましては、先ほど課長の答弁のほうからあったように、メニューの一つと

して鳥獣対策の鹿柵というもののメニューがある。ただ、道営土地改良事業というものは、

恐らくこれから先考えたときに、20年、30年後、恐らく30年以降でないとこの町に入ってこ

ない事業かなと思っております。そんな中で、いいメニューがある中で、やはりしっかりと

した対策を考えていっていただきたいと思いますし、やはり何といっても、地域での合意と
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いうのでしょうか、後々のいろいろなメンテナンスも含めてお金がかかってくる。または、

事業をやる中でのいろいろな問題点があるということを含めて、地域でのやっぱり合意形成

というものが一番大事かなと思います。地域間でのいろいろな会合を開きながら、話し合い

をしていただいて、これからこの事業を進めるべく、対策というものをとっていただきたい

なと思います。 

それでは、次、２番目の質問に移りたいと思います。 

農作業でＧＰＳ機能を有効に活用できる事業対策の考えはということでの質問になります。 

近年、洞爺湖町内においても、トラクターにＧＰＳ装置を取りつけ、位置情報を認識させ

ながら、自動でトラクターを運転させるという、そういった装置を導入されている方が増え

てきております。 

今、最新の技術として注目されながら、ここ一、二年では各地で普及していますし、これ

らの技術として次世代の後継者の関心も持っているというところで認識しているところでご

ざいますが、これからの対応を町としてどう考えているのか、お聞きしたいなと思います。 

○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） 本年、農業研修センターにおきまして、農業後継者の勉強会

におけるテーマを「ＧＰＳ機能つき農業機械等に関すること」としてございます。最近の情

報通信技術は急速に技術が向上しておりまして、農業者の高齢化や人手不足、作業の効率化

が迫られております。ＧＰＳを活用した農業機械、技術の普及などの開発が加速化されてお

りますので、研修会では、専門的知識を持った方による現在のＧＰＳ機能つき農業機械の状

況やドローンの利活用、また、生産履歴システムのスマートフォンの利活用など、情報通信

技術を活用した農業技術についての情報提供を行うよう計画をしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、農業技術について情報を提供していくべきことでの計画をして

いるということなのですけれども、このＧＰＳ装置ですけれども、年々、改良されながら精

度が上がってきているわけなのですけれども、適切な時期というのでしょうか、やはり改良

されながら精度が上がっていく、そして、価格もやはり最初は高い、それから何年かたつと

だんだんと安くなっていくということで、適切な時期に導入をするというのがやはりベスト

なのかなと思って見ているところなのですけれども、その辺をＪＡとうや湖とともに連携を

図りながら、また、農業後継者の声も聞きながら、事業推進に努めていっていただきたいな

と思います。 

  この辺、やはりこのＧＰＳに関わる部分での問題というのは、町としてこれから先、どの

ように進めていくのか。確かに講習会というものを開きながらやってきていただいてはいる

のですけれども、今後の導入に対しての対応というのでしょうか、そういったものはどう考

えているのか。昨年たしか、このＧＰＳに関わる部分での機械のそういった講習会等なども

実際開かれていて、大変若い世代が興味を持たれているということでのお話は聞いておりま

す。その辺、今後の導入についての対応をお聞きしたいなと思います。 
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○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） 昨年の９月に洞爺湖町主催で開催をいたしました通信技術農

業機械実演会におきまして、当町の先進的に導入をされた農業後継者の方から、今まで播種

作業は父親が行っておりましたと。ＧＰＳ機能つきトラクターの導入により、初めて播種作

業を実施したというようなご説明がされておりました。経験がない後継者の作業技術を補助

するシステムは、今後、農家戸数の減少や担い手が減少することが予想され、農家の経営規

模拡大や生産コスト低減、作業負担の軽減の対策に期待をされているところでございます。 

昨年、人工衛星が２基打ち上げられまして、４基体制となっておりますＧＰＳ農業機械の

精度が向上することに加えて、電波が届きにくい中山間地域も導入が可能となります。さら

に、国は、今後７基体制として整備をする方向でございまして、今以上に位置情報を安定さ

せる計画だと聞いてございます。人が乗らなくても操作が可能になるよう迫れておりますの

で、技術は急速に進んでおります。情報収集に努めまして、ＪＡとうや湖と連携を図りなが

ら、農業者の皆様へ情報提供してまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 聞くところによると、近隣の留寿都村を初め、後志管内でもこのＧ

ＰＳを多く利用されている方がいると。特に、やはり若い世代の方々が興味を持たれて、農

業の労働力の軽減を図るといった中で、今盛んに農機具屋さんでも勧められております。ぜ

ひ、町としても、これからそういった情報を収集しながら、ＪＡとうや湖と連携を図って、

しっかりとこの事業があるかないか、そして、町としても支援できるかどうかも含めまして

検討していただきたいなと思います。 

  それでは、次、２件目の質問に移らせていただきたいなと思います。 

  ２件目なのですけれども、夢、希望、未来ある町の施策についてということで、まず１番

目の「少子高齢化が進み、人口減少となっている町の現状をしっかりと見据えた新たな対策、

施策を打つべきと思うが」の質問になります。 

  真屋町長の町政執行方針が、第２期まちづくり総合計画の施策の体系に基づいて、さきの

議会で説明がありました。真屋町政、過去８年間、堅実なまちづくりを進められ、そして、

これから４年間町政を進めていくわけですが、町として大きな問題が人口減少なのかなと私

自身思っております。 

  そこで、まず最初に、この町の人口減少、どのような形でどういうふうに減ってきている

のか、その現状というものをまずお聞きしたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） それでは私のほうから、合併時の人口の状況と、それから今の

現状の人口の状況、これらを対比しながら説明をさせていただきたいと思います。 

  住民基本台帳に登録されている方の人数でございますが、洞爺湖町が誕生いたしました平

成18年４月１日でございますが、総人口が１万1,143人。人口構成の内訳でございますが、

０歳から19歳までが1,822人、全人口の16.3％を占めております。20歳から64歳までが6,125
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人、これは全人口の55％、それから、65歳以上が3,196人ということで、全人口の28.7％の

状況でございました。 

  平成30年４月１日、今の現状でございますが、総人口が8,904人。内訳は、０歳から19歳

までが1,085人、全人口の12.2％、20歳から64歳までが4,170人、これは全人口の46.8％、65

歳以上が3,649人ということで、全人口の40.9％の現状でございます。 

  比較いたしますと、総人口では2,239人、20.1％の減少となり、人口構成比率では０歳か

ら19歳までが737人、40.5％の減、それから、20歳から64歳までが1,955人、31.9％の減。反

対に、65歳以上では453人、14.2％の増となっている現状でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁をお聞きしますと、本当に人口減少が進んでいる中で、各

年代別の人口の割合というものもかなり、大変厳しいと言ったらちょっと言葉に語弊がある

のですけれども、だんだん若い世代の人たちが少なくなった中で、また、高齢者の方々がふ

えているということで、人口減少、そしてまたパーセンテージも含めて、この町としては大

変厳しい現状なのかなと、こう思っております。 

  年々人口減少する中で、本来の町の姿というものが、本来というのは10年前、20年前のこ

とを申しますけれども、何かちょっとかすんでいくような、そして、活気がなくなっていく

ような町になっていくような思いでならない。そういったことで、自分が今聞いて思ってお

ります。人口減のこういうあり方が、これからのまちづくりとしてどうなっていくのかとい

うことで、すごく心配するところでございます。 

  今年度の町政執行方針、また、まちづくり総合計画にも人口減少に対する各原課での施策

対応というものがあるのはわかっておりますけれども、改めて、この人口減少に対して、真

屋町長にお聞きしたいと思いますけれども、この人口減少を踏まえて、これからどのような

施策、対策を打っていくのか、また、まちづくりを進めていくのか、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） 今、各産業ごとに見ましても、農業のほうについては、後継者がそこ

そこいらっしゃるかなと。がしかし、水産業においては、非常に今厳しい状況にございます。

一時期100軒あった漁師のところが、もう既に40軒を切るような状況になっている。しかも、

後継者のいる漁師さんが非常に少なくなってきている。このままでいったら当町の漁業はな

くなってしまうのではないだろうか、そういう危惧もあります。 

  さらには、私どものまちは、噴火するような有珠山を抱えておりまして、昭和52年、そし

て平成12年の、直近では２回の噴火災害を受け、その経験をなさった方もこの中にもいらっ

しゃるかと思うのですけれども、噴火災害があるたびにまた人口が少なくなっていっている。

そういうふうな繰り返しをしてきた町でございます。 

  がしかし、今、近年、観光協会が中心となっていろいろなアピール、ＰＲをしていただい
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ております。おかげさまで昨年はトリップアドバイザーの中で、インスタ部門でございます

けれども、外国人の観光客が投稿した中で、この日本国内で洞爺湖が１位にならせていただ

いた。いろいろな情報発信をしながら、やっぱり交流人口の拡大につなげていかなければな

らないのかな。それがひいては、町の経済のつながり、活性化にもつながってくるのかなと

いう感じがするわけでございますが、いかんせんこの地域は噴火がある、なおかつ地震もあ

ると。噴火災害があるときには必ず地震が発生するということもございまして、大きな企業、

中堅の企業等々についても、なかなか進出がしづらい。なおかつ人口が、先ほど課長のほう

で申しておりましたとおり、１万１千何がしの人口がもう既に8,900人になっている。新し

くここに出てきて企業を興すという企業自体がなかなか厳しい状況がある。がしかし、町と

しては、いろいろな施策を講じて、この人口減少に何とか歯止めをかけていかなければなら

ないであろう。 

先ほど前議員の中でもご質問が出ておりました。観光と医療福祉をツインタワーとして、

あるいは観光を胴体として、両翼に農業、漁業、これは以前からの話でありけれども、そこ

の持っているいい部分のところをもっともっとやっぱり増やしていく必要があるのではない

だろうか。特に観光産業におきましては、今もう既にお話が来ております月浦のポロモイ跡、

これは中国資本でございますけれども、今、土工工事をやって、建物がまだちょっと入って

いない状況でございますが、この間、そこの関係者の方にお聞きしますと、できれば、話が

施工業者さんのほうと近々決まれば、すぐに本体工事に取りかかりたい。それと洞爺地区に

おいても、今まで老人保養施設だったものが、用途変更して、今ホテル業でオープンしたい

と。何かこれもオーナーは中国系の方というふうに聞いておりますけれども、運営会社の方

は日本の方がやられるということで、何とか地域に貢献できる地域振興策を町のほうに示し

ていただきたいということで、再三にわたり担当課のほうから申し出をしていただいている

わけでございますが、なかなかその答えが返ってきていない現状でございますけれども、な

るべく早急にその地域振興策を示していただいて、そして、そこに働く人が、できれば常駐

していただけるような、そういう観光施設。それと、かねてから洞爺のいこいの家、あるい

はサンシャイン跡地、こちらのほうにつきましても、今なおお話は継続させていただいてい

るわけでございますが、それ以前に壮瞥の行政区のほうに取得していた土地に今建物を建て

たい。それが洞爺のほうの人方にも見ていただいて、こういう会社なのですということを見

ていただいて、できれば洞爺のほうに進出していきたいというお話もあります。それらがう

まくかみ合っていけば、定住対策にもつながる。地域の活性化にもつながってくるかなとい

うふうにも思っております。 

ただ、観光面だけでなくて、今、先ほど出ております農業の後継者対策、あるいは漁業の

後継者対策、そして商工業者の後継者対策、これからを担う若者の考え方、そして、どうい

うことを考え、どういうことをしたいのか、そういうことにもしっかり耳を傾けて、未来へ

つなげるまちづくり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） 12番、大西議員。 
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○１２番（大西 智君） 今、真屋町長から答弁いただいたのですけれども、確かにこの町に

おいては、何十年間に１回という有珠山の噴火があるわけでございます。その中で、やはり

町として、町民の命を守る、財産を守るといったことでのいろいろな施策というものも頭の

中に入れながらまちづくりを進めていかなくてはいけないということも私は重々わかってい

るわけなのですけれども、しっかりとしたまちづくりをするために、町長が最後にちょっと

お話しされていた、町民の方々の声に耳を傾けるということで、本当にそのとおりだなと

思っておりますし、真屋町政、この４年間、人口減少においても、最も重要な４年間になっ

てくるのではないかなと私は思っております。 

人の姿とか人の動き、そして人の流れというものは、まちを形成していく中では重要な役

割を担っているのではないかなと私は思っております。人の姿が見え、人が活発に活動し、

人がこの町に流れてくる、そして訪れるようなまちづくりを、やはり新たな施策を持ってま

ちづくりというまちを見ていく必要性があるのではないかなと思います。 

また、これは一部の町民からの声なのですけれども、先ほど真屋町長がしっかりと町民の

声に耳を傾けていきたいということなのですけれども、どうも一部の声として、町長が役場

内を空けることが多いということもちょっと耳にします。実際、町長自身、町のために公務

として実直な業務をとられているのかなと思いますけれども、役場にいないときには副町長

がいたり、各部課長がいるわけですから、何ら問題はないとは思いますけれども、ただ、私

も真屋町長と同じように、やはり多くの町民との対話をいかに持つか、それをいかに施策に

反映させて取り入れていくかというものが大事なのかなと思っていますけれども、その辺、

いかがなものでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私も１期目からそうでございましたが、結構外に出る機会も多うござ

います。そんな中、総務課のほうに私のスケジュールは全て入っておりますので、万が一の

ときには事前にアポ取りでもしていただいて、その時間は必ず空いていますよというふうな

ことを相手のほうに知っていただくといいましょうか、そういうことをしていただければ、

私もその時間帯はいると思いますので、ぜひ、そういうこともご検討していただければなと

いうふうにも思っております。 

  また、１年を通じて、時期的にではございますけれども、５月、６月は結構重要な会議が

入ってきております。これはやっぱり首長として出ていかなければならない会議も多いわけ

でございまして、そのためにも、できることであれば、事前にアポ取りをしておいていただ

ければ、その時間帯は帰ってくるというふうなことになろうかと思いますので、極力皆さん

の声を聞いていきたいというふうに思っております。 

  また、今現在、４月以降ですけれども、庁舎内におりまして、今なるべく執務室にいる時

間を多くしているつもりでございます。そんな中、もう既に５件、６件ぐらいの方が、別々

の方でございますけれども、「今日、いたか。ちょっと顔を出すわ」なんていう方もいらっ

しゃいまして、極力空いている時間は執務室にいるようにしていきたいというふうに思って
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おりますので、今後とも、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） ぜひ、やはりなるべく庁舎内におられて、町民の声がしっかり聞け

るような、そういったことで対応していただければいいかなと思いますけれども、やはり町

長自身もいろいろ重要な会議などがあって、上京する場面が多くなるのだろうとは思ってお

ります。アポ取りという話もあったのですけれども、町民は、やはりアポをとって来るより

も、その日その日、たまたま役場に来たから、ちょっと町長がいればというようなことでの

話がよく出るわけなのですけれども、その辺を含めて、これから先、やはり町長の業務とし

て、こういったものもあるのだということを町民にわかるべく、業務内容というものを知ら

せていく、知らせていくと言ったらちょっと言葉があれなのですけれども、わかっていただ

けるような、そういったことも町長ご自身からお話しされることを望みたいなと思っており

ます。 

  それでは、次の２番目の質問に移りたいなと思っております。 

  ５年、10年後、そして20年後の町がどのような形態になっているかを、そして、町のビ

ジョンをどう掲げているのかということでの質問になるかと思います。これは長期的なまち

づくりの質問ということで捉えていただきたいなと思っております。 

  先ほどの質問で、人口減少が年々進むことが想定されております。いかに人口減少の幅を

抑えながら、まちづくりに取り組まなければいけないのかということが課題になるかなと思

いますけれども、長期的なまちづくりというものは、長いスパンでの中で築き上げていくも

のなのかなと思っておりますけれども、その中で、やはり施策の方向性なり、施策の転換を

早期に検討しながら、新たな施策をこの町にという方向性を見出すことが大事だと思ってお

ります。 

  人口が少なくなっていく中で、各産業の形態、実態というものがどのように変化し、そし

て、10年、20年後の産業形態がどのように変わってくるのだろうかというものを推察して、

危機感を持って町のビジョンを考えていくべきかなと思います。実際、これから10年、20年

後、恐らく人口が、極端に言えば半分になるかもしれないというような状況の中で、そうな

れば、各産業の形態というものが大きく変わってくるような気がします。その辺、長期的な

まちづくりのビジョンというものをまずお聞きしたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） ５年、10年、20年といった長期的ビジョンの関係でございま

すが、人口減少に関しましては、国立社会保障・人口問題研究所の推計として、約20年後の

2040年で5,345人、2060年で3,092人まで減少すると推計されています。 

  平成27年度に策定した洞爺湖町人口ビジョンでは、少子化、高齢化の両側面を視野に入れ

た人口減少の抑制に向けた対策を講じることにより、2040年の社人研の推計5,345人を6,852

人、2060年の3,092人を5,493人まで人口減少を抑制させ、高齢化率においても2040年の

52.5％の推計を41.8％、2060年の56.1％の高齢化率を35.7％まで抑制させる目標を立て、そ
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の実現に向けた取り組みを進めることとしております。 

  人口減少が進むと農業、漁業などの後継者問題が今以上深刻になり、また、人口減少によ

り地域の人が中心に利用するスーパーや個人経営の事業所が売り上げ減から事業所が減少し、

そこに働く労働者も減少が続きます。その影響から、さらに負のスパイラルに陥り、町全体

の景気低迷となることが予想され、また、観光業においても、交流人口を維持することがで

きても、労働力が減少し、過酷な労働やサービス低下となり、現在の交流人口の維持にも影

響を及ぼしかねない事態となることが予想されます。 

  この課題に向けた町の取り組みといたしましては、短期的な対策として、平成31年度まで

の地方創生総合戦略、中期的には、2026年までの第２期洞爺湖町まちづくり総合計画におい

て、この人口減少問題を町の最重要課題に位置づけております。この重要課題の解決に向け、

一つ目には、定住施策の充実と交流人口の拡大、二つ目には、３地域の特性に合った振興策

の充実といった施策の大綱を定め、その実現に向け、各種施策を実施しているところでござ

います。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、答弁あったのですけれども、確かに数字的にかなり減っていく

ということでの数字の答弁だったのですけれども、実際、10年、20年後の町を見ようとした

ときに、やはり人がいなくては町というものが、僕にはどうも想像がつかないのですけれど

も、本当の意味でまちづくりを考えるときに、人口減少幅を抑える。先ほどの話では、５千

何百人を６千何百人という形での抑え方をしていく。それをまた、まちづくり総合計画の中

で策定していくというようなことのお話でしたけれども、実際、そういった場面になる前に、

もう少し危機感を持った中で、10年、20年後の町というものを見ていかなければ、そのとき

そのときだけの対応では、この町がどういうふうになっていくのか、僕は大変不安なものに

感じる部分がございます。 

  実際、20年前、30年前、この洞爺湖町、そのときには旧洞爺村と虻田町ということだった

のでしょうけれども、合併して10年以上経つのですけれども、１万1,000人近くいた人口が

もう9,000人を割るといったことの予想など、予想はしていたかもしれないけれども、実際

こういうふうになるというようなことは本当に予想していなかったような気がしてなりませ

ん。ただ、なったときに、それではどういうふうにしようかということではなくして、やは

りこれから10年、20年先の町のビジョンというものをしっかり考え、そして、産業形態がど

のようになっていくのかということもしっかり押さえながら、このまちづくりというものを

文書化するだけではなくして、新たなまちづくりの対策ということでの打ち出しをしっかり

持っていただきたいなと思いますし、これからのまちづくりを考えたときに、観光、商工、

そして漁業、農業と各産業それぞれがらりと変わるような形態、そういったものが予想され

てくるのではないかなと思います。各産業の形態の変化を予想しながら、次の世代、我々の

世代もそうかもしれませんけれども、若い世代が望む夢とか希望とか未来とか、そういった

次の世代がこういう町であるべきものを、この今の時代に頑張って何かをやっていただきた
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いという、そういう取り組みが、私は今必要なのではないかなと思っております。 

  町の長期的な現実の施策というのは私も十分理解できます。ただ、次の世代が夢なり未来

のある、そういった町という、そういうまちづくりにしていくための施策というものをぜひ

考えていただきたいと思いますけれども、その辺、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） おっしゃるとおりだと思います。この地域にはすぐれた特色ある温泉

観光施設、これはもう有珠山によって悪影響が出ない限りは、末代まで続いていくのかなと。

それに加えて、洞爺湖周辺、今、ニセコひらふに非常に外国資本が入ってきておりますけれ

ども、この洞爺湖周辺にもそういう資本も入ってくる要素があるのではなかろうかなという

ふうにも思っております。 

  ただ、私どもの地域というのは、北海道の湘南とも言われておりまして、山一つ隔てただ

けなのですが、この海側は冬でも雪が非常に少なく、ある意味、温暖だという地理的条件も

ございます。 

そんな中、この地域には、今目指しております北海道・北東北縄文遺跡群、これを何とか

世界遺産登録へということで運動をさせていただいているところでございますし、また、私

どもの地理的に一番いいところに入江貝塚、あるいは高砂貝塚が存在すると。それを今、高

砂貝塚を整備しておりますけれども、入江貝塚と連携した何か貝塚をきちっと見ていただく

ような施設、さらには世界ジオパーク、洞爺湖有珠山、これを何としてもやはり継続してい

く必要があるだろう。そして、世界的に見ても、ここは火山との共生ですばらしい資源が

眠っていると高く評価されているところでございます。今、ある意味、ＪＩＣＡ、あるいは

インバウンドのお客様、興味のあるお客様も来ていただいております。今はまだ数が少ない

ですけれども、それをもっともっとＰＲすることによって、多くの方々に来ていただける。

そうすることによって、こちらのほうに定住人口、交流人口だけでなく、関係人口の方々、

いわゆる定住するわけでもない、だけれども、行ったり来たりしていきたい、そういう人口

体系をこれからやはり確立していかなければならないのかな。そのためには、地域で知恵を

出し合い、何をしていったらいいのか、かにをしていったらいいのかということを皆さんと

協議を進めながら、まちづくりに努めていかなければならない。 

ただ、その中で、今現在、頑張っておられる若手の方々、農業もしかり、漁業もしかり、

観光業もしかり、そういう方々のご意見、または、そのご希望等々もしっかりお話を聞きな

がら、行政としてどういうことがお手伝いできるのか、見きわめながら進めていかなければ

ならないなというふうに思っております。 

とりあえずは、今ある資源、これをやっぱり最大限しっかり整備していかなければならな

いと。これが一つ。そして、今、インバウンドの関係、宿泊施設等々の観光施設を洞爺湖周

辺にということでお話が来ておりますけれども、そこら辺はしっかり対応していかなければ

ならないなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 
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○１２番（大西 智君） 本当にこれから先、10年、20年後のまちづくりといったものを今考

えて、そして、新たな施策の中で打ち出してまちづくりを進めていくという思いを持って取

り組んでいただきたいなと思います。 

  町長が今答弁されたとおり、いろいろな施策の打ち出し方というものがございます。ただ、

一つだけ言えるのは、やはりいつも心の中に負の部分を持っていると、新しい先が見えない

ような気がします。次の世代に残す、そういった新しい気持ちを持って、ぜひこのまちづく

りというものを積極的に進めていただきたいということを期待いたしまして、私の一般質問

を終わらせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） これで、12番、大西議員の質問を終わります。 

ここで、２時10分まで休憩いたします。 

（午後 １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 ２時１０分） 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  次に、４番、今野議員の質問を許します。 

  今野議員。 

○４番（今野幸子君） 日本共産党、今野幸子です。 

きょうは、青少年の文化・スポーツ活動の支援の充実と、洞爺湖芸術館の対応についての

２点の質問をいたします。 

最初に、中学の部活動やさまざまなスポーツ少年団や個人がスポーツを楽しんでいます。

無理なく続けられるよう望みます。 

そこで、洞爺湖町のスポーツ振興基金の目的とその運用がどのようになされているか、洞

爺湖町の支援状況を説明ください。 

○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） スポーツ振興基金につきましては、洞爺湖町体育協会並びに

町内のスポーツ団体、または個人のスポーツの振興に寄与することを目的として設けられた

もので、全道大会や全国大会へ出場された遠征費などの助成を行っているところでございま

す。 

  基金の現在額は、29年度末で2,887万5,919円となっております。基金の創設時は積み立て

利息による果実運用として活用しておりましたが、現行では低金利に伴い、元金を活用した

運用となっております。 

  基金の管理、運用につきましては、各種関係団体、関係行政機関で構成する基金運営委員

会が行っており、事務局については社会教育課が担っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 



- 41 - 

○４番（今野幸子君） 実際に遠征などに行かれている子供たちに対して、具体的に大体どの

くらい支払っているかというところまでちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 29年度の基金の交付状況でございますけれども、全体で19件

となってございます。金額につきましては、合計で87万5,919円。19件の内訳でございます

けれども、全国大会が10件、全道大会が８件、あと事業費の助成、いわゆる例年行っている

スポーツまつり、こちらのほう１件となってございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私の今手元に、スポーツをさせている保護者からの悲痛な声が届いて

います。町長さんにも届いていると思いますが、ここでちょっと紹介させていただきたいと

思います。 

 拝啓。すがすがしい初夏を迎え、町長様におかれましては、なお一層ご活躍のことと拝

察いたしております。おかげさまで私どもは洞爺湖町に生まれ、豊かな自然の中、伸び伸

びと子育てができる環境で生活をさせていただいております。 

そんな中、私どもの中学生になる息子が小学生のころから野球にのめり込み、甲子園で

の活躍を夢に日々練習に明け暮れています。現在は洞爺湖リトルシニアという、中学校の

部活動ではなく、洞爺湖町の町で活動している公式のクラブチームに所属しております。

日ごろよりの監督、コーチなどの熱心な指導、周りの方々からの温かいサポートにより、

昨年秋、全道大会を勝ち抜くことができ、この春、初めて大阪で行われました全国選抜リ

トルシニア大会という全国大会に出場することができました。 

しかし、子供たちの喜びもつかの間、実際のところ、全国大会ともなると往復の移動費、

開会式前からの最低４泊の宿泊費、現地での大型バス代、指導者たちの遠征費の負担、同

行する家族（これは同行しなければならない家族です）の旅行費などを含めると、各家庭

の負担は想像以上でした。同じチームに属する近隣市町に住むチームメートの家族は、全

国大会にかかるその費用の大半が市町での助成金で賄えます。当然同じチーム内でも、こ

れから向かう大会への温度差を感じざるを得ない状況です。さらに試合当日における雨で

の順延、１回戦を勝った場合、飛行機でのキャンセル代、宿泊費の追加分、これを考慮す

ると、一部の家庭からは、延泊する場合うちの子だけ帰してほしいという声が上がるほど

でした。不幸中の幸いと申しますか、雨での順延もなく、１回戦で負けてしまい、みんな

そろって帰ってくることができましたが、中学生にもなるともう自分の家庭のこと、仲間

の家庭のこと、周りの状況がしっかりとわかってくる時期です。子を持つ親として、今は

生まれ育ったこの町で何かに夢中になり、ただ真っ直ぐに過ごしてほしい、切に願ってお

ります。 

そして、いろいろな思いがあるにもかかわらず、子供たちは現在、一番の集大成に当た

るリトルシニア日本選手権大会という大会の全道大会の予選リーグを全勝で１位通過し、

８月に開催される全国大会への出場が濃厚となっている状況です。春の全国大会では、大
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会での出費などを考慮しても、次の大会はさらに厳しくなると予想されます。また、３年

生にとっては最後の全国大会となり、ただ純粋に白球を追ってほしいとの思いから、大変

恐縮ではございますが、早急に遠征費の助成額を近隣市町と差異のない範囲に引き上げて

検討、取りはからっていただきたく、署名を添えて要望する次第です。 

これらの大舞台での活躍がこの子たちの進む未来へのさらなる可能性へとつながり、こ

れからの自信となってくれると信じております。また、この子たちの頑張る姿が私たち親

の喜びであり、生活する力の支えとなります。 

つきましては、大変お忙しいとは思いますが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

今、読ませてもらいましたチームにも、スポーツ振興基金から１人２万1,900円が支給さ

れています。また、チームが独自に募金を募り、その中から１人２万円をカバーしました。

それでも自己負担は10万1,000円ほどありました。文面にあったように勝ち進んだり、雨な

どで順延になって延泊する場合、うちの子だけ帰してほしい、こんなことが本当になったら、

傷つくのはその家庭の親子だけではなく、チームの子供たちはもちろん、その子供たちの親

やその子を取り巻く人たちまで心に深く傷を負わせてしまうことになるのではないでしょう

か。このチームが全国大会に行けるかどうかはまだわかりませんが、どこのチームが勝ち進

んでも、また、何のスポーツであっても、同じようなことが考えられます。 

近隣市町のスポーツ基金の支援の状況と、洞爺湖町の中学校の部費、部活動への支援状況

を教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 初めに、中学校の生徒の部活への加入状況でございますが、町内

中学校の運動系及び文化系合計で119名となってございまして、全体で72.6％の部活への加

入となっているところでございます。 

  次に、部活に関する平成30年度の予算措置状況でございますが、２校合わせての額でござ

います。総額で186万1,000円、現在措置している状況でございます。内訳でございますが、

まず、部活動補助金ということで、１部１万5,000円で、13部ございますので19万5,000円。

それから、中体連参加報償金で11万7,000円。これは中体連参加の登録料を全額町から補助

しているところでございます。それから、部活動用の消耗品費で15万4,000円。それから、

吹奏楽部楽器修繕料等で46万5,000円。それから、部活動バス借上料75万円。これは虻中で

ございますが、洞中はスクールバス活用でございますので、虻中のバス借上料75万円。それ

から、全道・全国大会出場助成報償金18万円。これは出場になった場合に内規に基づいて助

成をするということで、当初18万円と。足りなければ、補正としてもしっかりと助成をする

という形でございます。当初予算で186万1,000円の措置でございます。 

  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） 今月13日にスポーツ団体が町のほうに要望書を提出されて、
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私も対応させていただいた経緯がございます。 

  スポーツ全体の話になりますけれども、スポーツ少年団や個人競技に伴います全道大会や

全国大会への出場が決定した場合には、指導者または保護者の方がスポーツ振興基金による

遠征費の助成手続のために来庁されますところから、大会の経過や試合状況などをお聞きす

る機会はございます。 

  各スポーツ競技におけます大会数は数多く、出場ごとの費用負担も増えている現状にござ

います。特に全道大会や全国大会の出場が決定した場合となると、喜ばしい反面、会場が遠

方となるほどに保護者の費用負担増という現状にもございます。 

  こうした現状を踏まえ、さきに行われました運営委員会におきまして、子供たちの健全育

成やスポーツの振興に向け、遠征費の助成のあり方や内容の見直しを行うよう既に確認をし

ておりますので、事務局といたしましても、早い段階で検討いただくよう取り進めるととも

に、今後も各種スポーツ団体などの育成や活動支援を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 内容というのは、支援をされる対象を含めてですか。今、現在、洞爺

湖町では、旅費のみのことを考えていると思うのですが、支援の対象となる内容はどういう

ものを考えていますか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 改正案については、ただいま取りまとめをしているところで

ございますけれども、スポーツ振興基金の規定の中身については、全面的に見直して、今、

取りまとめをしているというところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私がちょっと調べたところによると、支援が受けられない地域、洞爺

湖です。支援が受けられない地域として、長万部町、この近隣ですね、黒松内町、蘭越町、

ニセコ町、真狩村、留寿都村、室蘭市、登別市と多くあります。伊達市では、150キロ以内

とされています。壮瞥町では、登別市、室蘭市より西地域の胆振管内とされています。豊浦

町、真狩村においては、そういう制限はありません。 

道内の大会においては、ほかの町村において多少の制限があります。ところが、支援対象

とされる範囲が随分と違ってまいります。それが道外の大会においては、その差が格段と広

がっています。洞爺湖町は、規定内での旅費計算の、まず大体、旅費の半額くらいかなとい

う程度の金額です。それに対して近隣市町村は、旅費、その中に入るのは特急券、急行券は

もちろん、船、飛行機、乗り継ぎのバス、市電なども含まれ、往復の実質かかった費用の全

額。また、そのほかにも自家用車の送迎費用も算出されています。借り上げのバスやレンタ

カー、運転手さんの宿泊代、食事代、駐車料金や有料道路の料金に至るまで実質、大体が全

額です。もちろん宿泊費や参加費、食事代、その項目により上限はありますが、基本的に実

質ほぼ全額負担していただいております。 

また、中学校の部活動においても、昨年の中学校吹奏楽部の全道コンクールのとき、交通
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費、食費、練習会場費、宿泊費、楽器運送費、参加料、合計46万3,390円のうちの３分の２、

これは規定どおりだと思いますね。規定どおり３分の２の30万8,927円が町から支給されて

いました。残りの３分の１は、保護者からの集めた部費で賄っています。 

虻田中学校では、町の支援だけでは足りず、体育文化後援会費として、保護者の方から、

年間2,500円を集めています。それでも足りずに、部活加入者の保護者からは、さらに部費

として3,000円、合計5,500円が集められています。集めなければならない状況になっていま

す。このほか、近隣での演奏会や練習など、そういった移動の保護者の自家用車に頼らざる

を得ない状況です。 

また、洞爺中学校におきましても、やはり今の町の支援だけでは足りずに、部費として年

間１人3,000円、ソフトテニス部1,000円を保護者から集めています。吹奏楽部が3,000円で

す。移動においては、ミニ合宿などの移動は公用車を使用することができていますが、部活

動にはいろいろなユニホーム代、おそろいのＴシャツなど、そのほかもろもろかかっていま

す。部活に入部するということは、お金がかかる、この現状をどう考えておられますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 中学校の生徒が部活動に入るという状況でございますけれども、

中学校でございますので、当然義務教育という中での活動の一環ということでございます。

ただし、授業と違いまして、部活が異なることは、これは生徒が選択できるというところで

ございますので、生徒数が減ってございますが、団体活動が難しいという状況の中ではござ

いますが、好きな部活に入ることができる、選択ですね、また入らないことができるという

ような状況の中での活動になっていっているというところでの理解をしてございます。可能

な限り私どもの子供たちは、文化部なり運動部なりに入ってしっかりとやりたいことをやっ

ていただいているのではないかということで考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 義務教育の一環として行われている中学校の部活動、それは大人に

なっても大事な青春の思い出の一つとなると思います。また、それがきっかけで将来の道に

つながる人もいるかもしれません。そのような部活動に、もしも経済的な理由で入部するこ

とができない子がいたとするならば、それはとても悲しいことです。まして、そのことを簡

単に口に出して言える人はなかなかおりません。 

  洞爺湖では、子供の貧困率が4.5人に１人という、とても高い現状にあります。そのこと

を念頭に置いて考えなければならないと思うのですが、どうなのでしょうか。泣く子をつく

らない、苦しむ親を見捨てないことのようにしてほしい。そのことについてちょっともう一

言、お願いします。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 先ほど申したとおり、選択制ということでございますので、入る

入らないはありますけれども、ただし、経済的に苦しい等ある場合は、就学援助等で部活動

費の支援と。当然制度等もありますので、それぞれ自己負担とか、部費とかのことはあるで
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しょうけれども、支援体制といいますか、制度そのものはあるというふうに理解してござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） その制度があるということは、各家庭のお母さんやお父さんは知って

いるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 例えば、生活保護世帯であれば、実際にそういう援助が出ていま

すので、承知していると思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 生活保護や何かを受けていないでやっている人はたくさんいると思う

のです。また、受けられないでやっている人もたくさんいると思うので。その中での制度の

知らせ、情報を提供しているというのは、どこまで情報を知らせているかというのを知りた

いです。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） ちょっと今、申しわけございません。質問の意味が私も理解でき

ていないのですが、例えば、生活保護の関係であれば、こういう制度がありますので申請し

てくださいということで各家庭に内容をお渡ししていますので、全世帯、ご理解はいただい

ていると思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） まちづくり総合計画の中で、「心身の健全な育成、気軽に誰もが楽し

める環境づくりが必要です」と書かれています。真屋町長の町政執行方針では、「子育て支

援においては、子供の笑顔が広がる町となるように、行政のみならず、保護者や地域住民一

体となって支えていく取り組みを推進しております」と言われています。また、洞爺湖町合

併10周年記念の未来志向、その中においては「町民の皆さんが洞爺湖町に住んでいてよかっ

たと言ってもらえるような、希望に満ちた住みよい洞爺湖町を目指し、一層の飛躍を期して

いきていきたいと考えています」と書かれています。私の思いと同じで、とてもうれしく思

います。その考えの上での中学校の部活動支援とスポーツ振興基金の改善計画がありました

ら、聞かせてください。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 先ほど議員のほうから、リトルシニアチームからの要望書の内容を

読んでいただきました。これに関しましては、私と町長とで、先日、代表の方が役場に見え

られましてお受けしてございます。 

その中では、先ほど課長のほうからも答弁してございますけれども、スポーツ振興基金運

営委員会という、実際の基金をどういうふうに運営していこうかという組織があるのですけ

れども、その組織の中で既にこれを見直していこうという話になってございます。その作業

をできるだけ早く進めたいなと思ってございます。 
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これについては、確かにリトルシニアだけではなくて、議員おっしゃったように町内のス

ポーツ団体、スポーツ少年団等も含めて、全てに通用してくるものだと思ってございますの

で、今の基準、確かに隣の町と比べると非常に低いです。間違いなく。ただ、隣の市と比べ

るとほとんど変わらないというような状況もございます。では、どういうふうにしていくの

かということでございます。私どもは、やはりこの基準を引き上げていって、できるだけ応

援したいなと思ってございます。 

先ほど義務教育というお話もございましたけれども、義務教育は無償とするという基本原

則があります。ただ、これにつきましては、最高裁の判例上では、授業を受ける、その対価

を無償とするという判例になっているのですね。ご存じだと思います。教科書等につきまし

ては、また別な法律をつくって無償とするというような形にしてございまして、全てが義務

教育だから、教育に係るものが無償ということはなっていないというふうな。ただ、私ども、

スポーツも文化も含めてなのですけれども、義務教育さらに、これらに係る教育活動につき

ましては、本当に保護者の負担もかなり大きくなってきているのかなというふうに思ってご

ざいますので、極力その負担を少なくするような方向で、今、その助成について、政策的に

ちょっと進めていきたいなというふうに思ってございます。 

すぐ来週、再来週というわけにはいきませんけれども、できるだけ早いうちに案をつくっ

て、運営委員会の中でもんでもらって、皆様のほうにお知らせして、助成をしていくという

形にしていきたいなと思ってございます。ちょっとお時間をいただければなと思ってござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 豊浦町と比べたらちょっと違い過ぎるけれど、伊達市だったら大した

変わりないという、今そういう返答がありましたけれども、全国大会においては、段差の違

いがあります。洞爺湖町では、本当に旅費の片道分、伊達市においては地下鉄、バス、ＪＲ

運賃全額、空港券、まるで自家用車、１台４名までの計算で往復距離掛ける37円の割合で出

ています。借り上げバス、レンタカー、運転手、そういったものにも出ています。全員の宿

泊代の実費、参加料実費、実費全額となっています。全国大会においては段差の違いがあり

ます。それを踏まえて、どうかよろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 大変申しわけございません。ちょっと私が持っている資料では、全

国大会であっても、確かにそういう基準で行くのですが、限度が１人２万円というふうに

ちょっと押さえていたものですから、そういう話になってしまって、大変申しわけございま

せん。再度確認させていただきたいと思っております。 

  いずれにしましても、今の現状よりは保護者負担を少なくするような方向はしっかりと押

さえていきたいと思ってございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 本当に親の負担をできるだけ、できるだけ、本当にできるだけ減らし
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てほしい。もう心底からお願いします。 

  また、要望書の中にもありましたが、８月の全国大会に間に合うような、できればスピー

ドある改善、それと実行、それを重ねてお願いしたいと思います。 

  また、中学校の部活動においても同じく、来年度からはやりますよではなくて、できるだ

け早い時期に実行できるような改善策をし、実行に移していただきたいと思いますが、その

点はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） できるだけ早く作業を進めたいと思ってございます。 

  もう既に中体連、高体連の時期でもございます。全道、全国という大会。全国は大体夏休

みになるのかなと思ってございますけれども、もしそれに間に合わないということであって

も、さかのぼって追加で支給するようなことも検討させていただきたいなと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いします。 

  続きまして、芸術館の対応について質問させていただきます。 

  現在、指導管理を受けている友の会の皆さんの働きには目を見張るものがあります。年に

数回の特別展や展示企画、コンサートやさまざまなイベントを盛り込んだ企画は、洞爺湖芸

術館の知名度を上げてきました。 

  ３月議会で立野議員が取り上げていると思います。芸術館をどのような施設として、この

洞爺湖地域で活用していくのかという立野議員の質問に対し、町長さんは「芸術館というこ

とになるとちょっと重たい。重たいというよりは、それ相応の対応をしなければならない。

こんな重たく考えなくても、もっと楽に定義にとらわれず」などなどと答えられていました。

ちょっと軽い展示室のように捉えられていたのだと思います。でも、その気楽に思っていた

芸術館が、友の会の働きで本当の意味で芸術館らしくなってきた。集客もどんどん増えてき

ています。 

真屋町長さんは、町政執行方針の中で「誇れる地域特性を生かしたまちづくり」と称して、

次のように芸術館を取り上げています。「洞爺地区においては、洞爺湖芸術館の来客数が指

定管理者である洞爺湖芸術館の友の会の努力により、平成29年度に初めて4,000人を突破、

今年度は施設開設10周年を記念した特別展の開催など、さらなる芸術文化の情報発信に努め

ることとしております」。この言葉は、重く思っていた芸術館が今は誇りと思える、さらな

る芸術文化の情報発信に努めるというふうに捉えてよろしいのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） やはり芸術館、洞爺地区というよりも、やっぱり洞爺湖町

の芸術館という形の中では、その中で重要な位置を占めていると思います。情報発信の機関

として、それは今後もそういう形の中で、やはり施設として運営をして、町民の皆様を初め、

また、交流人口の増加という部分の中でも、寄与していく施設だ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） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 今、町長さんの答弁と町政の執行方針の中で書かれた言葉を読み上げ

たわけですが、できれば、町長さん自身、私がこういうふうに受けとめてよろしいのですか

という答えを聞きたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖芸術館、前の洞爺村役場庁舎でございました。合併してこの町

をどうしていくのか、この建物をどうしていくのか、そのときにいろいろ洞爺地区の皆さん

のご意見を拝聴いたしました。当時、砂澤ビッキさんの木彫りの彫刻、あるいは並河萬里さ

んの写真集、そして、ビエンナーレ事業の展示物、そして、寄贈いただいた初版本等々を貯

蔵しておりまして、これを何とか展示できる施設がないだろうかと。 

旧洞爺村時代には、大がかりな施設を建設して、そこに皆様に見ていただけるような展示

場にできないかということがあったのですが、やはり財政事情等々があって貯蔵していたと。

それが合併を機に、あの建物の中で何かできないか。洞爺地区の皆さんといろいろ協議をし

ている中で、まず名前をつけようということになりました。それは洞爺地区の皆さんからい

ろいろ名前を寄せていただきまして、行政のほうとしては、最初は「森の地 湖の小さな美

術館」だとか、そういう類のことを考えていたわけでございますけれども、多くの町民の皆

さんが「芸術館」という名前にしていただけないだろうか。あわせて「洞爺湖」をつけ「洞

爺湖芸術館」、これが地域住民の皆様のご意見でございまして、当初は行政でその管理運営

をしておりました。ところが、なかなか集客に結びついていかない。そんな中、芸術館友の

会の立ち上がりがありまして、民間の方が、行政だけではなく民間の方も入って、我々もお

手伝いするからということで、入館者がだんだん増えてきたということから、指定管理者制

度をとって、その友の会の方々にあの芸術館を管理していただけないだろうかということに

なりまして、今日に来ている。 

今の指定管理者の方々、本当に一生懸命でして、とうとう29年度では入館者が4,000人を

超えたという中で、今、洞爺湖町の本当に、いわゆる芸術文化を発信する施設として大きな

位置を占めてきたところでございます。行政のほうとしても、ここまで育てていただいた芸

術館でございますから、たまたま平成30年度で、今お願いしておりました指定管理者の方々

がちょっともう体力的に難しいというお話もありまして、今回、平成31年度から町のほうに

お渡ししたい。今年度といいましょうか、恐らく今年度、11月中旬くらいまでの開館になろ

うかと思いますけれども、その後はしっかり行政としてそれを引き継いでいかなければなら

ないなというふうに感じておりまして、今まであそこまで育てていただいたもの、そして、

全道的に洞爺湖芸術館の名前が広がってきたこと、また、洞爺湖町の大切な財産の一つに

なってきているという観点から、私どもはやはり大事な財産だなというふうに感じていると

ころでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 同じように３月議会で、今後の対応の質問に対して、「洞爺湖芸術館



- 49 - 

のあるべき姿、これから進む方向、これまでの水準を下げることのない形で方向性をもって

いけるかどうか。そのための運営体制、必要なスタッフ、財源措置など、今後しっかりと早

急に進めてまいりたいと思っています」と答えられていますが、約３カ月経ちました。協議

はどのように進められていますか。お聞かせください。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） ３月議会の後、庁舎内で検討をさせていただいております。その

検討結果につきましては、先ほど町長も申したとおり、町の直営で運営をするということと、

洞爺地域に根差した芸術文化を活用した地域振興の観点から、教育委員会からの事務委任を

受けた庶務課が継続して所管し、運営をしていくということと、もう１点は、先ほど議員か

らスタッフのことが出ておりましたが、運営につきましては、専門的知識や芸術家などの人

脈を生かした施設運営が求められることから、美術の学芸員を１名採用し、専属事務職員を

１名配置することで準備を進めたいなというところで決まっております。 

なお、今後につきましても、今大変ご尽力をいただいています芸術館友の会、これは担当

課長としても非常に感謝をしているところでございますが、その方々に今後も指導、助言、

サポートをいただきながら運営してまいりたいなというふうに考えてございます。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 一つ、今現在、友の会の方が一生懸命、知名度を上げてくれたり、集

客力もだんだん高くなってきた中、その水準を下げないような方向性を考えておりますか。

その点についてもちょっとお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） やはり今までご尽力いただいた友の会の方々の水準を守り

たい。ただ、その中でも、今後、町が引き継いだ中では、今までやってこられた展覧会だと

かコンサートだとか、なかなかその辺は、すぐそこまでの水準にもっていくというのはなか

なかちょっと難しい部分がございますが、やはり今4,000人を突破しているという部分の中

には、一日でも早くそこに追いつけるような形の中で、我々も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） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） すぐにはその水準にもっていくのは難しいかなということなのですが、

そこへもっていくのがなぜ難しいと感じるのか。また、その理由ですね、その理由を解決し

ていく、そういった方法、その考えをもとに、そして、友の会の情報提供やアドバイスを受

けながら、一層の前進に向けていく。最初から下がるのはないかという前提のもとではなく

て、下げないという前提で考えていく方向性はありますか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 今現在、学芸員を公募している中において、10月からとい

うことで今計画はしておりますが、その中で、今年は10周年という形の中で催し物が特に多
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いのですけれども、例年のベースにもったとしても、その中で引き継ぎを受けて、今、友の

会の持っている各芸術家に対する人脈というか、その辺も一応サポートはいただくのですけ

れども、そういう部分もやはり今後運営する中においては、その辺をいろいろご教示願いな

がらやっていく部分の中では、一朝一夕にすぐそこまでになるというのは非常に難しい部分

があるのかなというふうに考えております。ただ、その中でも、やはり努力をしながら、一

日でも早く、先ほど申し上げましたとおり、追いつ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） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 済みません。もう一つ、３月議会での答弁で「不足する事業費につい

ては協議をして予算化、要求額を満度に」という答えがありました。でも、実際話を聞くと、

入館料の収入や友の会の会費の積み立てだけでは足りず、招待作家への旅費や宿泊代、食事

代、謝礼すら満足に出せていない。作家さんの理解を得られながら今の現状を保っている状

況です。 

  このような状況でありながら、どのような協議をしていたのか。官民連携の施設運営を

図ってきたとしながら、その内容の状況を把握していない、されていない、これはなぜなの

でしょうか。このような対応の仕方では、今度、たとえ新しい学芸員さんや職員が来たとし

ても、その学芸員さんらの意欲が失っていきはしないかととても心配になります。 

ここをちょっと考えて、今までより一層、今度は町が直営するということですので、それ

に対しても、例えば、芸術館の来客者が多いのは土日、祝日、そういった日が主です。芸術

館は教育普及機関とも同じように、でも、サービス業としての一面も持ち合わせていると思

います。集客の一番多い休日を閉館にするわけにはいかないと思われますが、その点はどう

お考えですか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 先ほど予算のお話がありましたが、芸術館、今、指定管理

者でございますが、その中とは月に一度、打ち合わせ会議をやっております。その中で、平

成30年度予算につきましても事前に打ち合わせを行いまして、町当局に予算要求をしている

ところでございます。その中で平成30年度におきましても、29年度もそうなのですけれども、

その中で私どものほうについて、今の指定管理者のほうから予算に対して、壊れたり修繕が

突発的に発生した場合については、補正で対応させてもらっていますが、当初の予算の中で

足りないとか、そういうことを言われた記憶ははっきり言ってございません。また、毎月１

回の打ち合わせ会議においても、そのときにここの予算が、一時建物が壊れているよとか、

その辺の中ですぐ対応してくださいという場合については、早急に必要な場合については、

予備費の対応をしたり、あとは補正で対応できるものは対応した中で、今までそういう中で

は、要求されたものについては、満度に予算をつけているものと私は思っております。 

  また、休日という部分につきましては、これも２名体制とか、そのほかにまた受付の方と

か、そういう部分もございますが、これについては、ローテーションを組みながら、その辺

は対応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） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 要求された額を払うではなくて、もう少し町も主体的になってかか

わっていく。協議の中で、例えば、さっき言ったような招待客、来ていただいている、そう

いった方々に出せていないというのは、多分知っていたのではないでしょうか。 

  ちょっと先日、ビッキさんなる人の奥さんにも会っていろいろお話ししたのですけれども、

そういうのは多分知っているのではないかなと思われるような発言がありましたので。また、

いろいろな協議をした上で予算化している、その予算化という中身は、町も入ってやってい

るのですよね。ただ任せて、はい、予算化が来ました、だから、これだけ出しますではなく

て、実際に加わってやっている協議であれば中身がわかると思うのですが、どうでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 町の予算要求というのは、大体11月いっぱいまでに上げる

という形の中で例年来ております。その中では、来年度の予算要求が始まるということにな

ると、９月ぐらいから友の会のほうに、今年かかる分の予算をちょっと出していただけませ

んかという形の中で出てきたものを、双方で協議しながら行っております。 

  その中で、議員おっしゃるように、町が出せないから、そっちのほうで出せというような、

ちょっと私はそういうふうにとったのですけれども、別にそういうお話をさせてもらって予

算をつくっているという部分は、私どもはないと思います。それは今の館長ともその辺につ

いては十分話をしております。 

ただ、友の会として独自に招待をしたときに、うちのほうとしては、画家さんは町ですけ

れども、それに付随して奥さんがついてくるとかというのは、それは町のほうとしては出せ

ませんよというようなことは一度言わせていただいたことがありますけれども、ひょっとし

たら、そういう部分について友の会で持たれている部分があるのかなというふうなことが、

ちょっと想像なのですけれども、そういうことがちょっと思われるのかなと。 

ただ、一応、予算は、十分協議した中で予算を要求していっているということだけはご理

解願いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 町が出せないから、そっちで出してくれ、そういうことではなくて、

そういった招待客っていますよね、協議の中でそういうことに気づいてくれないのかな。そ

の協議の中で、そこまで協議ができないのかなということを聞きたかったのです。普通、い

ろいろな催しや展示会や、そういったものがあれば、当然そういうことは考えられると思う

のですが、そこまで書いて要求しないと出さないのか、それとも、その協議の中でそういう

話が出てこないのかということを聞きたかったのです。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 協議の中では、やはり画家さんがこちらに来るとか、そう

いう部分の話は十分しております。その中では、今年も一応予算の中では報償費という形で、

たしか50万円という形の中で予算はつけておりまして、その中で、報償費ということで画家
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さんが来られる旅費だとか謝礼だとか、そういう分については予算をしっかりつけておりま

す。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） ただ予算を出してもらったから出すという形ではなく、今度は町が直

接なるということですので、そういうこともなくなると思いますが。 

芸術館を町の振興のため、また、教育の場として生かすためにも、ぜひ、今度は交通の便

をちょっと考えていただきたいなと思います。 

  本町から温泉町に行き、乗りかえてまた洞爺へ行く。帰りも同じような形です。乗り継ぎ

の時間がかかり、本数も少なくて、誰かに乗せていってもらわないとなかなか行けない、そ

ういう状況があります。せめて土日、祝日、そのイベントがあるようなとき、そういうとき

にはシャトルバスなどを運行されると、芸術館の集客も上がるのではないでしょうか。また、

水の駅の集客も、町民同士の行き来も増えてくるのではないでしょうか。まして観光客も来

ます。観光客の利便的な足にもなると思います。その点に対して、この交通の便のことを

ちょっとお聞きしたいのですが、お考えがありますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 芸術館までの交通の関係でございます。 

  ちょっと詳細な資料を持ってございませんので、細かいお話はできませんけれども、洞爺

湖温泉から洞爺湖芸術館に行くためには、町として交通の要衝としております洞爺水の駅に

バス停がございます。そのバス停までは、洞爺湖温泉から壮瞥経由の東回り、また、西回り

としては月浦経由の西回り、それぞれの道南バスが民間事業者としてバスを運行していただ

いております。 

  便といたしましては、それぞれ３便ずつぐらいの往復ということになろうかと思いまして、

実際には、交通の便としては非常に少ない路線となっているところでございます。 

  また、この路線につきましては、生活維持路線として、洞爺湖町全体にはなりますけれど

も、おおむね1,200万円の町としての赤字補塡を行っている路線となっておりますことから、

その増便につきましては、なかなか難しいものがあろうかと思います。 

  いずれにいたしましても、町といたしましては、そういった観光施設の周遊ルートといた

しましては、既存の民間事業者としてのバスを利用いただくということになろうかと思いま

すので、これ以上の利便性の拡大については、現状、そういった費用面からも、含めて難し

いものではないかと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 今後においても、これを考える余地はありませんか。考慮する余地は

ありますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） こちらの洞爺地域までのバスにつきましては、学生、また生

活路線としての維持として町としても運行しております。現段階では、現在の運行に費用を
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投じて、これ以上の増便という考えは今のところないといった状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） できましたら、町の同じ洞爺湖町内で行き来が不便ということのない

ような方向づけで、どうにか考えていただきたいなと思っています。 

また、洞爺湖芸術館所蔵作品の購入金額の総額が約１億2,400万円程度と伺いました。

ビッキさんやビエンナーレ、先ほど言ったような方たちの作品がそろえられています。この

同じものは今後二度と世界中のどこへ行っても見ることのできない貴重な作品です。そんな

作品がこの洞爺湖町にあるのです。私たちの住むこの町にあるのです。このすばらしい作品

が数をそろえてあるなんて、これは大きな集客の力になると思います。これほどの作品を

持っていることをどのように受けとめておられますか。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） ご指摘のとおり、洞爺湖芸術館には、砂澤ビッキ氏の彫刻作品、

国際ビエンナーレ彫刻作品、並河萬里氏の写真作品及び文学の初版本など、貴重な作品など

を所蔵しております。いずれにつきましても、未来にわたって引き継いでいくべき町の貴重

な財産であるという認識でございまして、大切に保管していく一方で、今後とも多くの方々

に鑑賞し楽しんでいただきたいなというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） この価値ある芸術作品、町にとっても大きな財産です。これを眠らせ

ることなく、その価値を一層高めていくことこそが、将来的に文化芸術のまちの振興と教育

に寄与して、そして、経済的にもはね返ってくるものだと思います。この芸術作品の購入が

単なる無駄遣いに終わってしまうのか、それとも、文化芸術の発展、集客に結びつけていく

のかは、今後の芸術館の管理運営等の対応次第だと思っています。 

  先日、芸術館へ行ってきました。何度も行ったことはありますが、いつ行っても、あそこ

は気持ちがいいですね。湖があり、美しい自然があり、芸術館がある。何か夢やロマンを感

じるようなすてきな洞爺です。館内に入るとビッキさんの作品が展示されていました。大き

な作品から小さなものまで、感動する作品からふっと笑えるような楽しい温かなものまであ

りました。 

また、収蔵庫も見させてもらいました。中に入った瞬間、ふっとカビのにおいが鼻をつい

てきました。その中で、数多い書籍が棚にびっしりと並べられていました。広さがないため、

出し入れは大変そうです。外見は広そうに見えるのですが、中はさほど広くなく、収納には

ちょっと狭さを感じました。書籍や作品、これらにカビが生えないかどうか心配です。また、

壁１枚で仕切られた宿直室と書かれた部屋が、戸をあけるなり、トイレのにおいが充満して

きました。作品にまでこのにおいがつかなければいいのですが。この状態をどのように考え

ておりますか。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 
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○庶務課長（見付敬蔵君） 収蔵作品は、芸術館及び芸術館裏手の収蔵庫で保管管理をしてご

ざいます。先ほど議員さんお話しの宿直室と書かれたところでは、一応そこには作品は入れ

てございません。そこでは特別展のポスターをつくったりだとか、そういった作業部屋にし

ているところでございます。その宿直室の横、左手側の部屋に作品の一部を保管させていた

だいておりますが、確かに作品を管理する上では、一番大切なのは湿度管理ということで友

の会の方からもお聞きしておりますので、そこら辺については、今、設備的には不足してい

る部分なのかなというところで、今後、検討してまいりたいなというふうに考えてございま

す。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 今言いました宿直室が作業部屋として使われていると答えられました

けれども、とても作業室には使えない状態です。においはものすごいにおいですし、もう大

変な状況になっています。ちょっと一度見ていただけると助かります。 

せっかくの芸術作品が死んでしまわないように作品を守れる収蔵庫、そして換気や湿度、

今言ってくださった、そういった調整ができるように空調設備のある、出し入れや収納がし

やすいスペースのある収蔵庫を前向きに検討していただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 全体的な見直しとなると、財政的な部分も考慮しなければ

ならないという部分がございます。その中においては、やはり先ほど課長が申し上げました

とおり、まず、湿度対策をとれる部分の対応を考え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） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 今までと重複しますが、最後に、守れる収蔵庫、常駐できる学芸員さ

んとスタッフ、そして、何よりも夢が持てる芸術館の管理運営をさらにアップすることを重

ねてお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） これで、４番、今野議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時１４分） 
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