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

◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は13名であります。小松議員から遅刻の申し出があります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、１番、岡崎議員、２番、越前谷議

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、５番、千葉議員から１番岡崎議員の４名を予定しております。 

初めに、５番、千葉議員の質問を許します。 

５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） おはようございます。 

選挙が終わりまして、間もなく２カ月が経とうとしております。真屋町長におかれまして

は、３期目ということでございまして、お祝いを申し上げたいと思います。より以上のご活

躍、そのご尽力をお願い申し上げたいと思うところでございます。 

さて、今回の選挙におきましては、町長も公約など、執行方針も書かれておりますけれど

も、今後の町のありようを提言されております。 

その中で、今回いただいたはがきですとか公約の中に、ちょっと読ませていただくと「私

は平成22年に町長に就任して以来、財政健全化を最優先課題として、観光と農業、漁業を柱

にさまざまな行政課題に取り組んでまいりました。しかしながら、残された課題も多く、町

政運営の総決算として、これらの解決に向けて全力で尽くしてまいります」という文言がご

ざいました。これにつきまして、「残された課題も多く」と載っていますけれども、町長の

今の思いの中で、この多くの課題とはどのようなものか、まずもってお聞きしておきたいな

と思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） １期目でございますけれども、財政の早期健全化団体の指定を受け、

これを一刻も早く脱却しなければならない。そのためには、町職員が一体となって、さらに

は町民の皆様のご協力とご理解がなければなかなか先に進まない。そういう中で、これは本

当に町民の皆様の深いご理解とご協力のたまもの、そして、町職員の努力もございまして、

１年前倒しの平成23年度決算で、この早期健全化団体から脱却することができた。がしかし、
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事業を起こすにしても、実質公債費比率が非常に高い状態ということから、18％を切らなけ

れば、なかなか国のほうから有利な起債措置を受けて事業を展開するにも事業ができない。

そういう状況から、１期目の平成22年から平成25年までは、町民の皆様にも非常につらい思

いをさせてしまっていたなという感がございます。 

ただ、その間、やはり町が少しでも、一歩でも二歩でも前進しなければならない。そうい

う観点の中で、限られた財源の中ではございましたけれども、町に元気を出していかなけれ

ばならないということから、町の基幹産業でございます観光、そして農業、漁業、特に観光

におきましては、2011年３月に発生いたしました東日本大震災がありまして、観光業者も相

当打撃を受けたと。特に、お客様が来ていただかなければ、観光地洞爺湖は成り立たないと

いうこともございまして、ある意味、政策的にはいろいろな政策を打たせていただきました。

当時、観光客が来てくれない。このままでは本当に大変だということから、国の低利の融資

を受け、そのときには町のほうでも利子補給をさせていただいたかなというふうに思ってお

ります。 

そして、平成26年度以降は、何としても町に潤い、さらには各産業の発展ということで、

特に今度は、観光はもちろんでございますけれども、農業においては、長芋の選別機、ある

いは小麦乾燥機、あるいは、今回やらせていただきましたジャガイモの貯蔵施設、あるいは

選別機、これによって生産量が拡大していく、収益にもつながってくるという思いで、農業

政策にも力を注がせていただいたところでございます。あわせて、漁業のほうにおきまして

は、大磯分区の早期完成並びにそれを結ぶアクセス、臨港道路、そして、それに伴う町道の

海岸通りとの一体化、これも何とか昨年11月には通行することができるようになった。１期

目の終わりから２期目にかけては、洞爺地区の再整備ということで、通学路、特に歩道の整

備等々、こちらのほうにも力を注がせていただきました。 

その間、町内では、いろいろな各種団体の皆様のご努力によって、町の中がそれぞれ力を

出す芽が出てきていたなという感がいたします。前段の議員さんの質問の中にもありました

けれども、洞爺湖芸術館の問題。こちらのほうも指定管理者ということで今までお願いして

いたわけでございますが、年々、その集客能力も上がってきた。がしかし、残念ながら、も

うこれが限界だということで、町のほうに移管をしたい。町のほうに来たから、すぐにその

数値を上げられるかというと、なかなか厳しい問題もございます。今すぐには達成できない

にしても、何としてもそれに近づける数値、あるいは、それ以上の数値を目指していかなけ

ればならないなというふうに思っております。 

そんな中、やはり限られた財源の中で、いかに町を豊かに、そして、長く住み続けられる

町にしていくか。これは最も重要な課題だというふうに思っております。 

今、基金も何とか30億円程度の状況になってまいりましたが、借りておる起債も相当の残

額を抱えております。一般会計でも繰上償還などにより相当数の償還をしてきたところでご

ざいますが、まだまだ多額の償還残高が残っている。あわせて、企業会計、特別会計におい

ても、一般会計から繰り出しをしなければならない。下水道会計においては、年に約４億円
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近くの金を繰り出さなければならない。本来であったら、この借金がなければ投資的事業が

たくさんできるわけでございますけれども、それもなかなかできない。なかなか厳しい状況

の中で、やはり財政を基軸としてこれからも行政運営をしていかなければならない。 

その中で、１期、２期は、それぞれの部署で努力をしてきたところでございますが、３期

目につきましては、何としても本町地区、こちらのほうの開発が一番遅れていたかなという

ふうにも思っております。よく町民の皆様がこれまで我慢し、真屋町政を支えてくださって

いたのかなと。本当に頭の下がる思いでございまして、いよいよ平成30年度から本町地区の

生活道路の整備ということに着手、ようやっとできるような状況になってきているかなとい

うふうに思っております。 

そんな中、平成30年度予算の中でも、本町地区の道路整備に多額の費用を投入させていた

だいておりますが、これだけでは全然足りるものではないと思っております。その都度、や

はり見直しをかけ、住民の皆様、そして、議会議員との意見交換をしながら、やはり本町地

区の充実に努めていかなければならないかなというふうに思っております。 

また、我が町の高齢化比率も非常に高くなってきているのが現状でございます。何年か前

までは40％にまだ届かないかなというところでございましたが、高齢化率も今現在40.9％に

なっているようでございます。そんな中、町内の方もやはり足腰が大分弱っている。 

また、当町には、おかげさまでインバウンドのお客様が平成25年度以降、非常に、微増で

はございますけれども、よく来ていただいておるということから、洞爺駅のバリアフリー化、

これは前の議会からも再三にわたり、これを早く整備したほうがいいのではないだろうかと

いうお言葉もいただいておりました。それに向けて、今、各関係機関のほうと調整をさせて

いただいております。財源の少ない町ですから、やはり有効な財源を利用して、そしてこれ

が実現できないだろうか、それに今奮闘しているところでございます。 

さらには、どこの地区もそうでございますが、やっぱり空き店舗が非常に多くなっている

ということから、地域の商店街活性化、これらにつけても、やはりしっかり取り組んでいか

なければならないなというふうに思っているところでございます。 

また、当町だけでなく全国的に、特に小さい町になればなるほど、人口減少あるいは少子

高齢化、高齢化率が非常に高くなっている。これは私どもの町だけでは済まされる問題では

ないわけでございますが、それに対する子育て対策、あるいは福祉対策、こちらのほうにも

本当に何とかできる限りの予算措置をしながら、何とかこの町に住んでよかったと思われる

ような施策を講じていかなければならないだろうというふうに考えているところでございま

して、３期目につきましては、まずは、本町地区の遅れていた整備、そして、住民の皆様が

この地域に住んでよかったと思われるような施策に取り組んで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） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 大変詳しく、長い時間を使っていただきました。ありがとうございま

した。 
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私も、今の言われるとおりの対策、また施策をこの４年間実施していただければと。私ど

も議会としましても、任期はあと１年でありますけれども、しっかりと見ながら、応援もし

ながら、また指摘もさせてもらいながら、進めてまいりたいというふうに思っております。 

今回、質問要旨ということで４点出させてもらいましたけれども、私が以前から懸案に

思っていた事項でございます。また、方向性は示されているけれども、不透明な部分が多い、

そういうようなところの諸問題について一般質問にとり上げさせていただきました。 

１番目でございますけれども、洞爺駅前のにぎわいとＪＲ洞爺駅のバリアフリー化につい

てということで、バリアフリー化については若干さわっていただきました。その前にまず、

洞爺駅のにぎわいということについてお聞きしたいと思います。 

洞爺駅をおりますと、最近、外国の方も多いということでございます。うちも国道沿いに

ちょっと、伊達寄りに住んでおりますけれども、あそこまで歩いてこられる方もいっぱいい

らっしゃる。最近聞きますと、神社、参道ですか、虻田神社、町のほうも記憶されておりま

すけれども、あそこを上ったり、神社のほうへも行く方もいらっしゃるというふうに聞いて

おります。ただ、本町地区は、やはりそういった資源は少ないのが現実だろうというふうに

思っております。 

以前、洞爺駅を下りますと、「前に見えるのが洞爺湖かい」というふうに言われたことも

あったというふうに私は聞いておりますけれども、駅をおりて駅前大通り線、あの辺のとこ

ろのにぎわいがやっぱり少ないのかなというふうに思っています。今回、その辺のところで

執行方針にＪＲ駅前のにぎわいと出していただいたのかなと思いますけれども、その辺のと

ころのご説明をお願いしたいと思います。 

○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） 洞爺駅前のにぎわいということでのご質問でございます。 

議員おっしゃるとおり、当駅を利用した外国人は多くいらっしゃいまして、洞爺駅周辺を

散策しているのも見受けられます。 

観光振興課としましては、洞爺湖のにぎわいをつくり出すという部分で、現在、洞爺駅周

辺の美化事業として、花と緑のまちづくり推進委員会というのがございまして、その中のす

みれの会という皆さんが、こちらのほうの花壇に花を植樹したり、また、雑草取りや水やり

などをしております。また、駅周辺の街路灯８基には、ハンギングバスケットで花を飾らせ

ていただいております。今年度、予算もついているところでありますけれども、今、議員が

おっしゃいました洞爺駅から浜通りに面する街路灯４基にもハンギングバスケットで飾るこ

ととしております。 

多くの観光客を迎える洞爺駅周辺では、やはり列車を待つ方が多くいらっしゃいまして、

先ほど言ったように駅周辺を散策しているところであります。また、食事などもとられてい

る状況であります。海のほうを歩かれる方も多くいらっしゃいますので、よりよい環境を進

めてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 
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○５番（千葉 薫君） にぎわい、以前、大分昔になりますけれども、拡幅の折、当時の商工

会ですとかいろいろな関係者が集まりまして、あそこにいろいろなものをつくったらどうだ

というふうなのがありましたけれども、今となっては、個人の家が並ぶだけでありますから、

なかなかあそこをにぎわいといいますか、実際、商業施設ですとか、何かイベントをつくる

ようなことはできるかというと、なかなか難しいのだろうなというふうに思っています。 

  ただ、駅前を下りて歩いて、バスケットに花が置いてある、にぎわいがある、それは寂し

いなと実は思います。そこから１本越えて海岸通りにぶつかりますけれども、その先ですね、

この間、見させてもらいましたら、大きな看板が立っていまして、密漁禁止と、ホタテ、ア

ワビ。何だろうと。そんなイメージ悪いのかなと。外国の方は読めないかもしれませんけれ

ども。草ぼうぼうで、前浜に下りることができないと。やはり洞爺駅に下りて、観光地で、

時間もある。待つとなるとどこか歩こうかと。そうしたら、駅前がきれいだなとなると歩く

と思うのですよね。花がいっぱい飾られているのだけれども、その先が何もないと、行きど

まり。その先ですね、そこに海水浴場をつくるとか、そんなことを要望するわけではないの

ですけれども、やはり草を取ってもらって、椅子の一つも置いてもらえれば、きれいな夕日

が見えたり、安らぐことができるのではなかろうかなと思ったりもします。その辺の検討は

されたかどうか、ちょっと、昔はよくあった話なのです。大通り線。駅前大通りを通って、

何かあの辺、本当によくしたいと。でも、今はほとんど聞かなくなったのですけれども、実

態を見ると草ぼうぼうで、ちょっと情けない感じがするので、その辺のところをお聞きした

いと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 議員おっしゃるとおり、あの周辺に関しては、いろいろと整備

の計画があったようであります。 

  一つありますのは、海岸通りに向けての部分に関しては、雑草の部分とか、ちょうど花壇

があるのですけれども、そうした部分は商工会のほうで協力していただいて、時期を見なが

ら、草取りをしていただいているところであります。 

  また、昨年11月には、海岸通りとして、大磯分区まで道路が整備できたところであります。

今年度中、そちらを歩いた方々が海の景色を見ながらゆっくりできるベンチなどを今後整備

していく予定としております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） ベンチを置いてもらうのは結構だろうなと思います。ただ、もう一歩

先に進んで検討してもらいたいなというのは、海岸通りを越した先ですね。ちょっと砂浜に

下りられる感じ。洞爺湖とはちょっと違う、洞爺湖はもう目立っていますから洞爺湖という

イメージなのでしょうけれども、こちら海岸、海に面していますので、噴火湾という。何か

それにも親しんでもらえないかなという、ちょっとしたことなのですけれども、大きなもの

をつくるのではなく、そんなものをちょっと検討してもらいたいというふうに提案したいの
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ですが、ちょっとお答えもらえませんか。 

○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） 歩道から海岸の砂浜に下りていくところ、いろいろな雑草があ

るのを確認しております。その部分も今後、草取りして、やはり浜辺に歩いて行けるような

部分の整備をしていきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） それでは次に、ＪＲ洞爺駅のバリアフリー化についてお伺いしたいと

思います。 

  私、これ、去年の３月に一般質問しております。その折には、執行方針にバリアフリーの

ことが前年載っていたのに、去年は載っていませんよという話で、しかも入っていませんと

いう話をさせてもらいました。その折にも、長万部から上がっていく新幹線、あとの特急が

そちらから室蘭、苫小牧を回っていくわけですけれども、ほかの主要都市はといいますか、

ほとんどエレベーターがつくというような見込みがありました。実際そういうふうに進んで

いると思います。ただ、３月の一般質問の中では、難しいのだと、お金がかかるのだという

お話をされたというふうに思います。予算がないと。そのためにＪＲと関係機関と検討を重

ね、協議を進めていくというお答えだったというふうに思っています。 

それが今回、大変町長は前向きなお話で、進めるというお話がございました。公約であり

ますから、進めるのだなというふうに思っています。その辺のところを、こういうふうに進

んだ環境をお教え願いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺駅のバリアフリー化でございますが、議員もご承知のとおり、今、

ＪＲ北海道は非常に財政的に厳しいような状況下に置かれております。この間の新聞紙上で

もございましたけれども、どうも運賃の値上げを検討しているだとかという記事もあったよ

うでございます。昨日も、この間、国の国交省の鉄道局長さん、あるいは知事、そしてＪＲ、

さらには北海道市長会、さらには北海道町村会、いろいろな方々との懇談があったようにも

聞いております。ＪＲのほうとしては、もう本当に厳しい状況の中で、なかなか自分たちの

手に負えないものなのだというお話が依然としてあります。 

そんな中、私どもの町も、財源対策がきちっとできなければ、なかなか先に進められない。

そういう検討時期を踏まえておりまして、そのためには、合併特例債が何とかあと５年、せ

めて５年延長していただけないだろうか、そういう取り組みも並行してやっていたわけでご

ざいますけれども、今年の４月に国会が通りまして、合併特例債、私どもの町も平成32年度

までの期限でございましたけれども、それが37年まで延長になるということが確定したとこ

ろでございまして、この合併特例債を何とか利用させていただければ、この洞爺駅のバリア

フリー化、これも夢ではないなというふうなことから、今、国、あるいは北海道、そして北

海道運輸局、一番大もとのＪＲ北海道さんのほうと協議をさせていただいている、今その段

階でございます。 
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○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 町長が公約に出されたというふうに皆さんもご存じだと思いますけれ

ども、任期４年ということでございます。スケジュールというのですかね、町長はこの４年

を集大成とするというようなお話もございましたけれども、４年をかけるのか、それとも、

その後に引き継ぐのか。こういったことはやっぱり今、後ほど話しますけれども、中島の博

物館でも、まず計画を立てて、実施計画をして整備する、３年かかるわけですね。こういっ

たものは大きなものになると、やっぱり年数をかけて事前にやらなければいけないと思うの

ですけれども、そのバリアフリー化、具体的に言うとエレベーター化ですね。これは実際ど

のようなスケジュールで進めるつもりなのか。そして、この金額はどのように捉えて今のお

話ができるのか、お話をお伺いしたいと思います。 

○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） ＪＲ洞爺駅構内のエレベーター整備につきましては、室蘭地

方総合開発期成会として、これまで要望を実施しており、あわせてＪＲ北海道との個別協議

も進めております。ＪＲ北海道からは、エレベーター整備にかかわるＪＲとしての費用負担

は難しいとの回答を受けており、ＪＲ負担部分を道庁が負担することでエレベーター整備に

対して前向きな回答を受けております。 

  現在、ＪＲ北海道において既存の跨線橋活用も含めた整備案の検討並びに概算費用額の算

定を行っており、今月にはその回答がいただけることとなっております。その回答を受け、

具体的な整備時期、維持管理等にかかわる詳細についてＪＲ北海道と協議を進めてまいりま

す。 

  なお、財源に関しましては、３分の１の国の補助金、交付金、並びに、残りは起債の活用

を予定しており、関係機関との協議も並行して行っているところでございます。 

  整備時期の現状といたしましては、2020年までに１日利用3,000人以上の駅に対して、駅

のバリアフリー化を早急に進めるといった国の方針もございますが、ＪＲ洞爺駅は、ＦＩＴ、

いわゆる海外からの個人旅行客の増加や、洞爺湖町の高齢化の状況からも、他の駅と比較し

てもその必要性が高いと認識しておりますので、交通の拠点として、観光客や住民の利便性

の向上に向け、積極的に早期整備に向けた調整をしてまいります。 

  なお、事業費の関係でございますけれども、現在、ＪＲ北海道において算定いただいてい

るところでございますけれども、洞爺湖町としては、ＪＲ北海道が実施したエレベーターの

他の駅の事例といたしまして、跨線橋を活用した場合については総事業費が２億円から３億

円、また、跨線橋まで新設した工事に関しましては４億円から５億円の総工事費がかかるも

のと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 跨線橋を使った場合は２億円から３億円、新設すれば４億円から５億

円ということで、３分の１は交付金が出ると。ですから、３分の２は自分のところで賄わな

ければいけないということですから、３億円かかれば２億円はうちから出ると。４億円かか
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れば、ちょっと計算できませんけれども、１億何千万か出るというような計算で今考えてい

られるというふうに捉えてよろしいですね。 

スケジュールのほうも、６月にＪＲと打ち合わせて、その辺のところ、具体的に出てきた

ら進めるということで、その辺のところはまた議会のほうにもお知らせいただくようにお願

いをしておきたいと思います。 

町長の今の公約でございますので、大変強い意思で積極的に取り組んでいただけるのだろ

うというふうに思っています。町民の方も喜びますし、観光客も喜びますし、今は亡き七戸

議員も早々に取り上げた課題でございます。ぜひ実現に向かってよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。 

では、２番目の洞爺いこいの家周辺の町有地を活用した振興策ということでお聞きしたい

と思います。 

こちらの文言も執行方針に出ていたものをそのまま書かせていただきました。これは何か

なということなのですけれども、中国の大企業が静岡、伊豆ですか、にもホテルを所有して

いる、富裕層を相手にしたホテルだと。それがここの一画を、たしか４億円ということだっ

たと思います。これも一昨年の12月だったと思います。全員協議会に町長がお話しなされて、

進むのだなと思いましたし、その後のところもまた協議会等にお話しされ、また、町民の方

にも説明をされたという経緯があります。そして、去年の12月にも、同僚の大西議員からも

一般質問が出されておりまして、順調に進んでいるというお話でございました。 

ただ、私思いますのに、もう６月ですから、それと同じように、聞くうわさでは、壮瞥町

にもやはり同じ企業が入っていて、そこを買っていると。順番的にはそちらが先で、その次

がこちらだという話も聞いております。その辺の経緯もちょっとはっきりわからないので、

その辺のところからちょっと詳しく教えていただけませんか。 

○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） 台湾の方がオーナーでございますが、小葉投資開発株式会

社でございます。 

現在、議員おっしゃるとおり、壮瞥町でのホテル建設計画を優先しているというお話を

伺っております。洞爺地区の計画につきましては、現時点におきましては、やはりその計画

を優先しているということにおきましては、洞爺地区におきましてはもう少し時間を要する

ものかなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 壮瞥町に買われている土地を優先的にやるだろうという話も今されて

いましたけれども、その土地すら、更地になっているけれども進んでいないというお話もご

ざいます。その次となるといつになるのだろうと。前回、全員協議会の折、町長にお聞きし

たら、できるだけ早く結べるものなら結びたいという話もあったように覚えております。で

すが、ここに至っては、町民の方に説明して、代わりのお風呂はどこがいい、ここがいいと

いうお話しされている洞爺の方もいらっしゃいます。町営の浴場になりますものですから、
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その節には立派なものを造ったほうがいいよねと言われたりするのですけれども、その後、

私どもの町に入ってこないものですから、どうするのだろうと。どんな日程で、どんなスケ

ジュールで、どこまで待つのかなということも不安になってきます。いこい荘ですか、いこ

いの家ですか、これはまず、老朽化、この辺はどうなのでしょうか。まず、その辺をちょっ

と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） 東京にございます小葉投資開発株式会社、これは投資会社でございま

して、主に仕事は設計、あるいは、日本国が、中国に当時、科学兵器工場、軍事工場、これ

を持っていたのが相当数あるようでございます。日本政府と中国政府との間で、それを日本

政府が全て整理するというふうなことが決まっているようでございまして、その設計を日本

政府のほうから今小葉投資開発株式会社が受けて、設計をし、その中身の軍事工場の解体物

等々の整理を日本の大手企業がその建物の中でしていくと。主にそういうふうな仕事をやっ

ている小葉投資開発株式会社だというふうに聞いております。 

  今回、洞爺あるいは壮瞥のほうにお話があったのは、実は台湾にシビルグループという会

社がございまして、そのシビルグループも言うなれば投資会社でございます。投資した方々

から投資額を受けて、それでホテルなりなんなりを建設しながら、それを配当でお返しして

いくというふうな会社だというふうに聞いておりますが、私どもの町にいこいの家あるいは

サンシャイン跡地に何とかホテルを建設したいというお話がありまして、私どものほうとい

たしましても、議会にもお話をさせていただいたところでございますし、議員の皆様から地

域住民の方とのコンセンサスをしっかりとってほしいというご要望もありまして、地域住民

説明会等々をやらせていただいたところでございます。当時、地域住民の方々には、やはり

外国資本ということで、非常に不安視される方々もおりました。会合の中では非常に難しい

問題も飛び出され、その都度、小葉投資開発株式会社のほうにも、私どもが今置かれている

立場、そして、こういうふうに説明しているということをお話しさせていただいておりまし

た。そんな中で、小葉投資開発株式会社のほうでは、時間をかけてでも何とかいいものを、

そして、地域の振興策となるようなものを整備し、地域と一体となった施設運営をしていき

たいというお話をいただいておりました。 

そのときに、小葉投資開発株式会社のほうでは、もう既に、私どもの話が来る前に、壮瞥

町さんのほうの、いわゆる行政区の中の用地を取得していた部分がございました。そこの用

地の取得に関しては、私どもは全く関与していないし、話がわからなかったわけでございま

すけれども、いろいろそこの開発に当たって、クリアしなければならない問題等々も多々

あったように聞いております。そのクリアしなければならない問題が一つ一つ解決できたと

いうことで、今回、さきにそちらのほうを建設して、何か聞いておりますところによると、

2020年ころまでに完成をさせたいということで聞いておりましたが、何かまだ工事が始まっ

ていないようですから、もうちょっとかかるのかなという思いもありますけれども、まずは

それを完成させて、しっかりした会社なのですよということを洞爺地区の皆様方にもご理解
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をしていただいて、その上で何とか洞爺地区に整備をしていきたいということで話を伺って

いるところでございます。 

また、私どもも、今お話の出ましたいこいの家、こちらのほうにつきましては、相当の年

月も経っております。特に上物については、その都度、補修あるいは大規模改修等々も実施

してきたところでございますが、建物の下の配管等については相当老朽化が激しくなってき

ているというふうなお話も聞いております。そんな中で、できれば早い時期に、いこいの家

の問題だけでも解決できないかなというふうに思っております。そのときに、また住民説明

会等々もこれから開かなければならないなというふうに思います。 

何はともあれ、やるにしても、やはり財源が必要になってまいります。その財源対策を

しっかり構築しなくてはいけないかなと。今、小葉さんのほうとお話をさせていただいてい

るのは、残念ながらまた壮瞥の工事が始まっていない状況でございますけれども、何とか本

契約でなくても、覚書程度のものができないかということで協議をさせていただいておりま

して、その覚書ができそうになった段階では、また議会のほうとも協議をしなければならな

いなというふうに思っておりますが、今現状は、今そういうふうな状況であるということで

ご認識をお願いしたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） いこいの家は相当古いということで町も捉えているということでござ

います。そして、いつの日か、やはり代替、代わるものを洞爺地区に建てると。それは今回

の買収とはリンクしないのだというようなお話で捉えてよろしいですか。早期に浴場を造り

たいと、そういうふうに今町長はおっしゃったのかどうか、ちょっと確認させてください。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺の住民説明会をしていたときに、特にお話があったのは、まず、

浴場を先に建設してほしい。そして、浴場は、今現在も使っている。それが契約と同時に解

体されて浴場が使えなくなると、下手したら１年、２年使えない状態になってしまう。その

代替の浴場をどこかに求めていかなければならないわけでございますけれども、まずは、先

に浴場を建設していただかなければ、洞爺の振興策にはつながってこないかなと。それが多

くの方のご意見でございましたので、町のほうはそういうふうに捉えております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） ですと、小葉との契約、そういった町長がお話しされた４億円だと思

うのですけれども、そういった話は間違いなく、去年12月も大西議員が一般質問して、順調

にいっているとお話しされましたけれども、それはそう捉えてよろしいのだろうというふう

に認識してよろしいですね。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町としては、今、鋭意そういうふうな方向で進んでいるとこ

ろでございます。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 
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○５番（千葉 薫君） 町長の発言からそういう話が出ると、また地域の皆さんも安心される

だろうと思います。いつ買収されるかわかりませんけれども、いこいの家はもう満度にきて

いるのだろうというふうに思いますので、その辺の計画も立ち上がっていくのかなというふ

うに思います。町長の任期のうちにぜひ立派な、ほかの洞爺温泉の方々も、あそこに立派な

温泉があるのだなと、私、このホテルに泊まっているけれども、向こうから、風呂に入って、

こういった中島を見てみたいなどという方もいらっしゃるかもしれない。造るのであれば、

そんな立派な浴場をつくってもらいたいなというふうに要望しておきたいと思います。 

  それでは、洞爺湖中島の森林博物館についてということでお聞きさせていただきます。 

私、この一般質問を前回させていただいて、大変古くて、観光客の方も見るに忍びないと

言われるぐらい残念な施設だなというふうに思っています。それが今回、32年に一応整備さ

れるということで、今年から予算をつけて、来年は実施計画というような話も聞いておりま

す。 

そういったことを聞いておりますけれども、やはりせっかくつくるのであれば、北海道に

来たら洞爺湖の中島へ行って、あの施設を見なければだめだよと。北海道、日本に来たらで

すかね、ちょっと大げさかもしれませんけれども、洞爺湖に来たら、北海道に来たらと、そ

ういった施設にすべきだなというふうに私は思っています。そういう中で、町長の今回の執

行方針に出ているのは、「観光施設やスポーツ施設を充実し、魅力を高めてまいります」と

しか載っていないというのは残念でなりません。この森林博物館、どの程度の規模のものを

おつくりになるのか、町長の腹の中をお聞きしたいと思います。 

○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） 森林博物館のことであります。 

  まず、現状をお話ししていきたいと思います。 

  洞爺湖森林博物館は、昭和30年５月に完成し、63年経過しております。当初は函館営林署

が管理しておりましたが、昭和43年、旧虻田町に管理を移管されております。昭和43年には

49万5,000人の入りこみもありましたが、このときがピークでありまして、年々減少してき

ているところでございます。昭和57年には全面改築をしておりまして、その後も数回にわた

り改修をしておりますが、建物の老朽化及び展示物の劣化は著しいところでございます。 

  そうした中、これからの森林博物館としてどのようなものがよいかを平成28年度より、環

境省、胆振総合振興局、酪農学園大学や町内の関係者の方々と洞爺湖森林博物館あり方検討

会議を開催して話し合いをしてきたところでございます。そのお話の中では、いろいろな意

見をいただいておりますが、方向性としては、建物については、コンパクトなものとして、

ジオパークである洞爺湖の自然景観をしっかり保全している場所を見せる場所として、中島

の森を通じる施設であればという意見が多くあります。また、施設だけではなく、湖畔で

ゆっくり過ごせるスペースをつくり、長期滞在につなげていける場所にしていければとの考

えもあります。 

  現在、多くの外国人が洞爺湖を訪れておりますが、北海道の自然を求めてくる方が多くい
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らっしゃいます。支笏洞爺国立公園洞爺湖として、中島には、自然の中で散策をすることが

でき、自然を知る場所として最適なところであります。 

今後、施設については、大きさとしては、現在370平米ほどありますけれども、考えとし

ては、200平米程度の部分で考えておりまして、森の中に入る入り口として、やはり施設だ

けではなく、中島全体を紹介していけるような、そういうような施設としての役目を果たす

ものであればと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 施設の内容は、小さくなる。それで人が来るかどうか。洞爺湖という

特殊性がありますよね、国立公園という。あそこに目立った色は建ててはいけないとか、そ

れはあそこでイベントみたいなことをしてはだめでしょうけれども、やっぱり人が集まって

こそ、やはりそういったものが生きるのだろうと思います。ジオパークというのはそういう

ものだというふうに私は思っていますので、そういったことを利用しながら、人に集まって

もらう工夫をするということが大事なのだろうと思います。 

小さくするというのは、予算がないからですか。 

○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） 現在の施設でありますけれども、展示施設の部分につきまして

は、一つは、パノラマを見せる場所があったのですけれども、その場所が今現在閉鎖してい

るところであります。また、森を紹介する部分のスペースが約２００平米ほど今ありますけ

れども、そちらの部分をしっかりと充実した施設にしていきたいと考えております。 

  また、施設で人を呼ぶという部分ではなく、先ほどもお話ししたとおり、現在、政府も国

立公園内の施設につきましては、国立公園からナショナルパークへという形で、しっかりと

森を見てもらう、また、自然を見てもらうという部分での政府の考え方がございます。そう

した中で、洞爺湖中島においては、森林としてすばらしい景観がありますので、そうしたも

のを紹介しているスペースという部分で、今の小さくする部分は縮小するという部分ではな

く、しっかり中島、またジオパークとして、11万年前に噴火したときの一番最初の始まりの

ところでもございますので、そうした部分をしっかりと見据えられる施設としてのスペース

の部分で２００平米という部分を考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 今、参与がお話しされていると、大体、姿、形が見えているのかなと

いうふうに思います。いろいろな方が集まって、これからまた詰めていくのだろうと思いま

すが、北海道、そういった自然の中に来て、そういったところを見たい、洞爺湖に来てそこ

を見たいというふうな気持ちになるかどうか、その辺のところがやっぱり大事なのだろうな

と私は思います。こういった施設というのは、公営住宅とか何とかと違って、こういったイ

ベントハウスではないですけれども、一回建ててしまったら、今回の森林博物館、50年も60

年もというか、そのままほっておきというか、もう変わりはない施設になってしまうと思い

ます。 
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ですから、こういったチャンスに、やはりもう少し工夫を凝らして、ぜひ寄ってみたいと

いう。だから、どんなことなのと私に言われたら困ります。困りますけれども、でも、やは

りそこはいろいろな、町長だってあちらこちらいろいろなところに行っていられると思いま

す。皆さんも多いかなと思います。私、本当に人が集まれる場所、ぜひ寄ってみたい、洞爺

湖の中島はこんなにすてきなのだと。それから、ジオパークのこともあってしかりでしょう

し、本当に自然環境ですね、いろいろなことを踏まえて、その辺のところ、いいのですけれ

ども、そうかなという感じ。具体的にまたでき上がったら提案してもらって、見せてもらう

ことになるのかなというふうに思いますけれども、本当に期待しているのです、これは。そ

れでぜひ、その辺のところを、次回かもしれませんけれども、今、この段階でもうちょっと

詳しく、金額も含めてお願いできませんか。 

○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） 先ほどもお話しいたしましたが、今、検討会のほうでいろいろ

と話をしていただいております。そうした部分で内容等また決まりましたら、形ができる前

に議会のほうにもご連絡を差し上げて、いろいろとご意見をいただければと思っております。 

  また、自然の中を見ていただくという部分で、その施設で完結するのではなく、中島全体

で完結していきたいという皆さんの考えもございます。その理由としては、洞爺湖町の遊覧

船になりますけれども、年間36万人の方が乗っているそうです。そうした中で、下りられて

いる方は６万2,000人おります。率としては約17％程度ですけれども、その中で中島の森林

博物館を見ていただいているのが9,138人という形で、14.6％の方しか、逆に下船されても

見てないと。そこには、中島の自然をそこでしっかりと紹介する部分がまだまだ足らないと

思っているところであります。施設が老朽化というのもありますけれども、やはり中島全体

を歩いていただく。近年、中島の散策をしていただいている方も多くなる中で、そこの入り

口という部分をしっかりと見せて、自然を紹介していける場所という形で考えています。当

然ですけれども、この形の部分に関しては、金額的には１億円ちょっとを今考えているとこ

ろですけれども、いろいろな意見をいただいた中で整備を考えているところなので、その後、

また決まりましたらご連絡を差し上げたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 結構です。とにかく、やっぱりいい施設をつくってもらいたいという

ことだけお願いしておきたいと思います。 

  では、４番目でございます。 

  町長もこのように言われておりますけれども、集大成の４年にしたいということでござい

ます。そのためには議会とのコミュニケーションが足りないと、これは私個人だけの感想に

なるかもしれませんけれども、やはり何か大きな事業、内々に、議会が始まる前にこんなこ

とがあるのだからこうだよという話をしろというわけではないです、別に。そんな議会を軽

視して、そういうふうな発言でこういったものを思っているのではなくて、やはり今言った

いこいの家ですとかは、そういった途中経過なり状況なりはきちんと、もう少し頻繁に連絡
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し合ってもいいのではないかと。お伝えいただいてもいいのではないかなということです。

これはこれだけに限りませんけれども、予算がかかるとか条例だとかという話ではありませ

んから、基本的に町の一大事、この方向性はどうするのだろうという、途中経過でも結構で

すけれども、私、それが足りないような気がするのです。今、議員さんおられるので何とも

言えませんけれども、私、そんな感じがするのですけれども、この私の感想について町長ど

う思われますか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま議会への情報不足とのご意見をいただき、今以上丁寧な説明

を行い、町と議会が一体となった開かれた行政運営に努めてまいりたいというふうに思って

おりますので、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻のほど、よろしくお願いしたというふう

に思っております。 

  ただ、町長自身は１人しかいないものですから、なかなか私も時間の制約があるわけでご

ざいますけれども、前にも何回もこれは話している話でありますが、私のほかに副町長、あ

るいは部長が今何人も増えました。それぞれそれなりの責任を持った職員でございますので、

こちらのほうにも今のお話、きちっと指示をさせていただきますので、町全体として、やは

り議会に丁寧な説明、あるいは協議をこれからも努めてまいりたいというふうにも思ってお

りますので、よろしくお願いしたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 全くそのとおりで、行政と議会は両輪だというふうによく言われてお

りますけれども、そこがうまく回っているときはいいのですが、歯車が狂うとやはりそこに

行き違いも出てくるのだろうというふうに思います。ですから、その辺の途中経過というの

をやはり、いろいろなことの説明、議会で議決したりなんかするのと違いますので、そこは

きちんとガラス張りにして議論をすると。それはそれで置いておいて、やはりその辺のとこ

ろはもう少し、町長の口からでも結構ですし、副町長を通しても結構ですけれども、ぜひお

願いをしたいと思います。簡単ですけれども、そんなことですね。 

  次ですけれども、職員とのかかわり方不足があるのではないかというふうに批判されてい

るのも町長はご存じだというふうに聞いております。聞いておりますというか、新聞に載っ

ているので、その辺のところも承知していてという話もあります。町長はまじめで実直な方

ですから、私と似てちょっと短気なところもあるので、なかなか伝わらないところもあるの

かもしれませんけれども、そういった批判に対して町長はどう受けとめられているのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私個人の話もそうでございますが、今まさに地方自治あるいは地方公

共団体におきましては、変換期を迎えているかなというふうに思う一人でございます。特に、

財政力の弱い自治体は、地方交付税が命綱でありますが、その地方交付税も年々減少傾向に

あります。今、端的に人口が減少している、そして、恐らく1,000人程度減少すると、５年
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に１回国勢調査がありますので、その国勢調査に基づき人口動態が出てくるわけでございま

すが、1,000人減ると町の地方交付税が、普通交付税で恐らく２億円程度減るだろうと言わ

れております。そんな中、緊縮財政をしなければ、この窮地をしのげない自治体も増加傾向

にあるというふうなお話を聞いておるところでございます。 

  そんな中、地方公務員も、国が事業を展開するとき、通常でしたら、従来の一般的な補助

金制度、それにのっとって国から補助金をいただいて、そして裏起債を利用して、または自

前財源で事業展開する、これが通常でございましたけれども、今はその補助制度がちょっと

崩れてきている、そんなことから、国に対して地方がそれをやりたいときに、みずからが企

画、そして、みずからがそれをやっていくのだというふうな文書を国のほうと協議しなけれ

ばならない、こういうふうな制度、いわゆる交付金制度へと今確実に向かっているところで

ございます。 

  そんな中、職員との関係になりますが、やはり職員もそれぞれ日々、入って５年、10年

たってくるとそこそこのプロフェッショナルになるわけでございますが、さらに一歩上の次

元を見出していかなければ、職員の資質を高めていかなければ、なかなか追いついていけな

いという時代に突入しております。そんな中、私自身は、別段意識がないと。私はもともと

職員でしたから、職員の気質も知っているつもりでございますけれども、ともに働いていた

職員がそのような不快な感じ方をしていたということであれば、私自身の言葉が少し足りな

かったかなというところでもあり、私自身、不徳のいたすところということで反省をしなけ

ればならないというふうに思っているところでございます。 

  ただ、先ほども申しましたとおり、職員が今の持っている能力よりも一歩上の能力を持っ

ていかなければ、なかなか今厳しい時代に入ってきているということから、町長みずからが

叱咤激励をしなければならない、そういう時代に入ってきたところでございますけれども、

そこら辺は、言葉も含めて、今後十分、注意、反省をしていかなければならないなというふ

うに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） ちょっとこの新聞で見ますと、承知していると。「１期、２期目は正

直早く結果を出さなければいけないという焦りがあったと反省している。職員との融和を進

める」と答えていられます。この職員との融和はやはり大事だろうというふうに思います。

集大成の４年でありますから、ましてや今回、来年、再来年あたりですか、多くの方々が、

一応、卒業される方がいらっしゃると聞いています。その辺の引き継ぎですとか、やはり町

長の立場として職員の指導も必要でしょうし、また、役場自体の勤務体制もまた上げていく

ということも大事だというふうに思います。その辺のところ、別に両方とも成り立つような

気はするのですけれども、ただ、職員の方々の中にはやはり町長を恐れている方がいらっ

しゃると。それでは仕事にならないのかなと。その融和というのですか、町長が言われてい

る融和というのは、その辺のところは感情とか付き合いの中で、なかなか殻を破れないとこ

ろがあるのかもしれませんけれども、仕事ですから、お互いが本当に融和しないと町のため
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にならないと私は思いますので、その辺のところ、融和というのはどのような形で進めてい

られるのか、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） 他の町村の話になろうかと思いますけれども、例えば、北海道のある

市では、議会とあるいは首長との間で非常に摩擦がある、あるいは、首長と職員の中で摩擦

があるということでお話を伺っておりまして、こういうところは、正直言ってなかなか難し

いものがあるのだろうなというふうにも思っております。がしかし、私どもの町に限っては、

私の思う限りでは、職員は一生懸命やってくれているかなというふうに思っておりますので、

これは何回も議会でお話をさせていただいているところでございまして、ただ、それについ

ていけない職員がいるとすると、これはどこの町にもそういう方がいるかなというふうに

思っております。ただ、そういう方々をいかにすくい上げるかは、私一人の問題ではなくて、

職員仲間そのものが、やっぱりその人の厚情を上げていかなければならないのだろうという

ふうに思っております。やはりそういう組織づくりをしていかなければならないのだと。 

  ただ、そのときに、どうしても言わざるを得ないときがあります。当然、受けとめ方に

よっては、もう話したくないなだとか、あの人と一緒に仕事したくないなという思いを持つ

職員もいるかもしれません。だけれども、それを一つでも上げていってやるのが、私一人だ

けでなくて、副町長の責務でもあるし、部長が何人かおりますけれども、その部長の責務で

もあろうかなと。ただ、それを統括するのはやはり町長ですから、そこのところはしっかり

これからも対応していきたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 町長一人で仕事ができるわけではありませんし、本当に多くの職員の

方がおられて、うちの町が成り立っているということでございます。町長には大分ご苦労い

ただきますけれども、職員の方々が働きやすく、また、そういった能力を十分に発揮できる

ような組織づくり、まして今回、先ほど申しましたとおり、ことしもそうですけれども、来

年もまた数多くの方々が一応卒業されると、退職されるというふうに聞いております。その

辺の引き継ぎ、それを仲間として、先ほどそういったことを引き上げるのも仲間の力だと

おっしゃいましたが、そういったことも踏まえて、来年に向けて、ことしも来年もそうです

けれども、ほとんどそういった要職を占められている方がどんどん抜けていくということで

ございます。その辺のところの融和も兼ねて、もう少しわかりやすいというか、町民に発言

する場所でしょうから、その辺のところを、職員に対しての一言をお願いしていただければ、

これで終わりにしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 役場の職員は定年制度があります。その定年があれば、当然、次の者

に引き継いでいかなければならない。がために、やはり若い職員をしっかり育てていくのも

行政の考え方だというふうに私は認識しております。そんなことから、うまく交代ができる

ような体制づくりをこれからもしていかなければならないだろうなというふうに思っており
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ます。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） そういった発言をしていただいて、また町内から、また聞きたくない

耳ざわりな話が聞こえないようになることを祈りつつ、一般質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、５番、千葉議員の質問を終わります。 

  ここで休憩をいたします。再開を11時15分からといたします。 

                               （午前１１時０２分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午前１１時１５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

次に、８番、沼田議員の質問を許します。 

８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 沼田でございます。一般質問をさせていただくのも、考えてみたら２

年ぶりかなと。その間に頭の手術を２回やっておりますので、どこか飛んでしまうところが

あるかもしれませんが、大体、質問自体がもう二番煎じ、三番煎じの質問になってきている

なという思いをしながらおりますが、通告どおりやっていきたいと思います。 

大きなくくりとしては、平成30年町政執行方針についてということで考えておりますが、

そういう中で、既に５月補正を、６億6,700万円ほど補正しておりますが、この６億6,700万

円というのは、大体、大規模民間建築物に対する耐震補強工事が４億円ぐらいですから、あ

とはそんなに大きな補正をまだ組んで事業をやるというような状況にはないのだなというふ

うに思っております。 

１番目に、地域交通についてということを町長がまちづくりの一つの柱として、まず一番

先に掲げられております。そういう中で私が一番、ずっと取り組んできているというのもあ

りますし、言われ続けてきているというのもありまして、ここに書いてありますように巡回

バスのことですが、泉神社通りの対策についてはどうなっているのかなと。神社通りも半分

手前からは今はもう通っているのですよ。だけれども、一番奥、皆さんわからないだろうけ

れども、いわゆる入江川、入江川なんていったってどこだろうという方のほうが多いかもし

れませんが、いわゆる土石流対策の川なのですね。入江川って。あっちのほうがむしろ人が

いるのです。 

そういう中で、歯医者さんまで私は歩くのだと。帰り、途中に農協さんで買い物して、一

番最後にタクシーを呼んで帰るのよねと、こういうことを聞いている中で、実は私も今も

言ったような状況の中で、入江の病院で薬をもらって、先輩がいたので「乗っけて帰るよ」

と言ったら、「いいんだ、沼田君」と。「今な、バスが便利になってよ」、発電所のほうの
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方でしたが、「向こうへ行くバスに乗ったら、うちの前で停めてくれる」と言うわけさ。

「えっ」「乗るのは停留所だけれども、おりるのは自分のうちの前でも停めてくれる」と、

こう言う。「えっ、そうなんだ」。ちょっとしゃべってみたら、そういうような使い方がで

きるということで、それは大変便利になっているのだなという思いをしています。 

本当に、私のさらに上というと高速道路の下まで行きますので、あの辺の方々、俺より上

の人がいますから、間もなく時間の問題で車の運転もだめになるだろうと。そうするとバス

を利用する方々は当然出てくると。そういうことから、あちらのほうの交通はどう考えてい

るのかなということをまず一番先にお聞きしたいと思って取り上げました。よろしくお願い

します。 

○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） 現在の虻田地区コミュニティバスのルートにつきましては、

平成26年度に実施した地域公共交通の再編時にバスルートの変更を実施しております。ルー

ト変更にあわせて、線路の山側の地域では、バスルート上であれば、どこでも乗降ができる

自由乗降、そういったシステムを導入するなど、利便性の向上に努めているところでござい

ます。 

一方、要望のありました区間につきましては、今回改めて確認いたしましたが、現在の中

型バスの運行では、道路幅員も狭隘で、新規ルートとして活用できない状況となっておりま

す。町道の全てをバス運行の路線として活用できない状況もあり、住民の要望を全て運行

ルートに反映できない状況となっております。 

１便当たりの運行時間につきましても、ルート設定等に関しまして住民ニーズ、そういっ

たアンケート調査、そういったニーズ調査を行いまして、運行ルートの設定をしているとこ

ろでございます。また、運行の費用も増大しないよう、そういった費用を現状維持しながら、

持続可能な公共交通確保に努めているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 今聞くと、運行ができない。いわゆる幅が狭くてできないということ

なのかなということですけれども、要するに、そうすると、私から言わせると、バス自体は

通れるのだけれども、相互交通ができないということで捉えているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） ご指摘の町道泉・入江線でございますけれども、現状の道路

幅員、舗装幅員ですけれども、４メートルから５メートルと非常に狭い部分がございます。

安全運行の観点から、車両の相互交通ができないという点がございまして、バスルートの設

定が難しいと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） あれを新しく大きな道路にしろとなると結構な金額がかかりますから、

今それをごちゃごちゃ言ってもしようがないかなと思っているところですが、結構な待避所

をつくってございますから、全くできないという可能性はないなというふうな思いはしてい
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ますが、これはまた別なときに。 

それで次に２番目ですが、ごみの適正処理について、そして、今後、プラスチックのごみ

はと、こういうふうになっておりますが、実は私も、石川町の議員を１期やらせていただき

まして、私がやっていたころの、あの石川町の処理場は、要するに、プラスチックごみの高

温焼却によってダイオキシンを出さないというための施設だったというふうに私は思ってい

るのです。ところが、今度、それをやめて別な施設にするということを今発表しているはず

です。 

何を言いたいかというと、もうプラスチックごみは世界中に余っていると。日本のビル街

なんかでももう、東京あたりの一部地域では、プラスチックごみは集めないと。それから、

イギリス政府に至っては、１回切りの使い切りのプラスチック容器の使い方はやめようと。

そういうようなことをやっているということはテレビで見たのですね。そのときのテレビは、

中国が今までずっと買い続けてきてくれたと。ところが、もう中国も要らないのだと。それ

で、買わないから、海を漂って日本まで流れ着いてきていると。実際にとんでもない量が流

れてきていると。そういうようなテレビの報道がありました。えっと。そうしたら今度どう

するんだよと。それで、東京あたりでもビル街で出てくるプラスチック容器を受け取らなく

なってきていると。 

そういうことからいくと、うちの町だって観光地ですから、プラスチック、いわゆるそう

いう容器というのはたくさん出てくるはずです。ですから、今はどんな状況になっていて、

今後どんな状況になるのかなということでございまして、それ以上のだからどうするかと、

こうしたら分解できるよなんて、そんな話ではなくて、まだまだ集められる状況にあるのか、

そこそこの自治体では集めなくなってきているというのも聞いているのですが、その辺はど

うでしょうかということです。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ご質問いただきましたプラスチックごみの件でございます。 

  まず、今の現状でございますけれども、既存の広域処理施設におきまして、プラスチック

ごみにつきましては可燃ごみとして焼却処分している状況となってございます。 

  状況としまして、29年度の実績でございますけれども、洞爺湖町から排出されますごみ量

が年間で5,058トン出てございまして、そのうち広域の搬出量につきましては、3,719トンと

なってございます。 

  ごみ処理施設の更新でございますけれども、平成28年度に実施しました西胆振地域廃棄物

広域処理施設整備比較検討におきましては、既存施設を延命化するよりも新しい施設に更新

するほうが有利であると判断されまして、現在は、新施設への更新に向けた基本計画の策定

及び生活環境影響調査が進められている状況となってございます。 

議員ご質問の今後の更新施設におけるごみ処理において、プラスチックごみの受け入れ処

理がこれまでどおり可能かどうかという点だと思うのですけれども、平成28年度の比較検討

段階での更新施設の中で示されておりました、３施設示されてございましたけれども、いず
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れもプラスチックごみの焼却が可能な施設が選択された中で検討が進められていた状況と

なってございます。 

ただ、先ほども申し上げましたとおり、今現在、基本計画の策定が進められている段階で

ございますので、実際にどのような施設が計画されるかにつきましては、今後の計画次第で

ございますので、今後の計画が進む過程におきましては、議員がご指摘の点につきまして注

視しながら、必要であれば、可燃焼却について意見してまいりたいと考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） わかりました。そういう問題は時代時代でどんどんどんどん変わって

いって、今は、プラスチックは要らないという時代に入ってしまったのだなというふうに思

います。町長が執行方針の４ページで、ごみの適正処理についてということで述べていまし

たので、ちょっとその辺が気にかかったのでしました。 

  それから、町長は選挙のためにたくさん歩いていて、いろいろな話を聞いたと思いますが、

言葉としてはいっぱい執行方針に出ているのですが、実は具体的なものが見えないというふ

うに町民に聞かれるものですから、私もしているところですが、要するにもう少し具体策を、

はっきりこういうものをこうしたいということを今後発表する気があるのでしょうかという

よりも、あったほうが町民にわかりやすいのではないだろうかと私は思うのですが、町長が

つくられた町政執行方針、別に悪いわけではないですけれども、どうも言葉でだけ、言葉を

並べられているだけですから、実際にこれどうなんだよと。 

  具体的に一つ質問しますが、水なんかについては、町長は褒められているでしょう。

ちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 今、水の話がありましたけれども、28年度につくりました

ペットボトル事業、大変評判よくて、皆さんにお配りしている事業と、その前、26年度でし

たか、洪水対策を実施しまして、これは虻田の本町地区の水が、年々硬度が上がっていて、

それの対策として洞爺湖の水をこちらのほうに持ってきて、大変飲みやすい軟水の水を本町

地区のほうにも供給しているということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 実は、土曜日の日も町長車で、札幌とうや湖会に一緒させてもらった

のですが、何年か前に、町長と札幌とうや湖会から帰ってくるときに、一生懸命水を探して

いるのだけれども、水がないのだよねと。実は、私の親父の実家のところの水もうちの町の

水道水でした。それから、私の近くにもわざわざ井戸を掘ったのですが、やっぱり硬水濃度

が高くてうまくないと。転勤してきた人なんかは、たった２年で湯沸かし器が壊れてしまっ

たといって苦情を言っていた人がいます。それが非常になくなって、水ならいっぱいあるで

しょうと。今は70万の交流人口がインバウンドや何かの関係で戻ってきているといいますが、

当時、多分、町長と議論したときは、40万を切るのではないかというころだったなというふ
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うに思いますが、水ならいっぱいあるでしょうと。だって、月浦の浄水場は、洞爺湖に100

万人が来ても大丈夫なだけの浄水場をつくったはずだと。だから、来ていないのだから、あ

るはずだということで、結果として、運んでくるのにどれだけ金がかかるかという議論もし

たけれども、後で聞いたら、トンネルの中にちゃんと配管があったということで、あっとい

う間に洞爺湖の水を持ってきて、皆さんに供給できる状態になったという記憶が私にはある

のです。 

  そういうことで、水は大変喜んでもらっていますが、その中で、この水、売れないのかと

いったら、売れるのだそうですね。そういうことを聞いたことがあるのですが、その辺はな

ぜ売れないのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 今、お水の販売のお話があったと思うのですが、議員おっ

しゃっているのは、多分、ペットボトル水を販売するというお話であったかと思いますが、

今回28年度でつくったのは、国からの交付金、100％の交付金を受けておりましてつくった

水でございますので、これは販売はできませんということで前にも説明しております。これ

以降、水道事業でまた同じようにペットボトル水をつくって販売する計画はないのかという

ことのご質問だと思いますけれども、ペットボトル水、水道水を原料としてペットボトル水

をつくっている市町村もございまして、実際に販売しているところもあります。苫小牧市な

んかは、たしか水道水からペットボトル水にして販売しているということもございます。 

洞爺湖町のほうで今現在のところ、水道水からペットボトル水をつくって販売するという

ところまではちょっと、今のところまだ考えておりません。前回の試算で、７万2,000本ぐ

らいつくるのに600万円ぐらいの経費もかかるということで、それを賞味期限が２年間とい

うことでつくりましたけれども、これを販売ルートにのせて販売するというのは、ちょっと

なかなか、今現在の検討段階ではちょっと難しいのかなということで、そこまでの検討は今

現在はしておりません。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） わかりました。 

  そういう中で、先日、経済常任委員会がございまして、噴水公園へ行きました。そうする

と、あそこでキャンプする人がいて、水道水を大量に使われるということで、蛇口を外した

というようなことが、そんなふうなことを言ったなとは後で思ったのですが、私はそうでは

なくて、100円コインを入れたら使えるだけの蛇口でもいいから、そういう形でおいしい水

をどんどん飲んでもらったらいいのではないのかなと。 

  水道業者に聞きますと、うちと同じ問題が登別さんで起きていると。それから苫小牧のほ

うにも、いわゆる樽前の地層から出てくる水がやっぱり硬水なのですね。いわゆる温泉のガ

スが上がってきて水を悪くしていると。私も74年、この水を飲んできて生きているのですか

ら、死ぬということはないのだけれども、やっぱりやかんにべたっとつくのですね。 

  ですから、私自身も、そうやって水を売ってくれたら、何も真狩まで水を汲みに行かなく
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てもいいのになと。私は正直言いますと、そういう水なものですから、真狩まで水を汲みに

月に１回行っていたのです。今度、車をちっちゃくしましたから、行くのが面倒くさいから、

やめるかという中で、水を売ってくれてもいいだろうなと。100円コインを入れれば、その

分だけ流量計をつけてくれれば、羊蹄山の水を汲みに行かなくても十分おいしい水だという

ことは承知しているのですよ。私、今飲んでいますし、何回かあれしていますから。そうい

うことは可能ではないのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 今ご質問のありました、100円コインを入れて水道水を買う

という、例えば町の中で、そういったことが可能ではないかというご質問だったのですけれ

ども、基本的に水道水というのは、塩素を入れて、各蛇口から供給しているわけなのですけ

れども、議員おっしゃっている公園でどういう状況になっているのか、私、ちょっとはっき

り確認できていなかったのですが、飲み水ぐらいでしたら、例えば水飲み蛇口みたいなのが

あって飲めるところも結構、これはお金を入れてではなくて、無料で飲めるところもあると

ころでございますので、そういった形で対応できたらなとは思います。 

○議長（佐々木良一君） 経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 水の関係でございますが、改めて、ちょっと総括してお話しさ

せていただきますと、平成26年12月24日に硬水が、この本町地区変わって、大変町民に喜ば

れている状況でございますが、先ほど課長から説明があったのは、つくったのは創生事業と

いうことで、100％の補助なので売ることができないで皆さんに提供させていただいている

と。今のご提案は、今度は自分たちでつくって売ることはできないかということかとは思い

ます。私ども、実は一度、その勉強をさせていただいていて、室蘭市なんかもペットボトル

をつくってはいるのですが、１つのペットボトルをつくるのに、100円のものをつくるのに

65円以上かかるというような、一度試算をしたことはございます。それで、先ほど説明が

あったように２年間の中で売らなければいけないということで、それに対する生産性を考え

ますと、他の市町村でつくっているのもその生産性を求めているのではなくて、水のＰＲの

ためにペットボトルをつくっている市町村が多いのですが、さすがにうちの町のようなとこ

ろで、その生産性を求めてつくるというのは大変厳しいというふうに私ども考えております

ので、なかなか、町民の皆さんは今の水道を使っていただいて、大変おいしい水を飲んでい

ただいていると思っておるのですが、議員が言われているのは、観光客に対しても提供でき

るようにということかもしれませんけれども、そういう意味でちょっと今言ったような大変

厳しい、損得勘定だけではないかもしれませんけれども、そういう意味では、一度厳しいと

いうような結論を出した経過もございます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 沼田議員、できるだけ通告に沿って質問を続行してください。 

８番、沼田議員。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 
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○８番（沼田松夫君） 要するに、ペットボトル化して売るというのは、最終的に利益が出な

とだめですから、さらに補助金の関係や何かがあってということでしょうから、それはそれ

でいいのですが、私が言いたかったのは、実際にまだ私は、仕事で使う水は既に町の水道を

引いてあるのです。ただ、自分が飲む水は、まだ、正直言って、親父がつくった井戸で生活

していると。私どもの地区や何かもそうでしょうけれども、かなりの地区でまだ町の水道を

引いていないという方が意外といるのだなと思うぐらい、先ほど私は真狩の水を汲みに行く

と言いましたが、黒松内にくみに行かれている人もいるようですし、そういう中で、地元で

そういう、さっき言ったように100円を入れればこれだけ出るよというようなことでやれる

方法はないのかなということでございまして、今すぐ結論を出せとか、そういうことではご

ざいませんで、議長から今通告どおりと言われましたから、いわゆる誇れるまちづくりとい

う中でいろいろなことを町長がおっしゃっているのですが、この水なんかだって非常におい

しいという評判なのですね。ですから、まだ飲めない町民がかなりの数いるはずで、水道水

をまだ引っ張っていない人がどのぐらいいるのでしょうか。わかりますでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 水道の使っている状況なのですけれども、大部分の方は水道

水を使っていただいているのですが、洞爺の高台のほうなんかでは、昔からまだ井戸を使っ

て、井戸水で生活している方もいらっしゃいます。きっと洞爺の地区はいい大地に恵まれて

いますので、いい井戸水がくみ上げられるのかなというふうに思っていますけれども、

ちょっと井戸水については、水道課のほうでは把握しておりませんで、各個人で北海道のほ

うに届け出をして使っている状況でございますので、ちょっと詳細なデータはないことから、

後でちょっと調べて議員のほうにお伝えしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町の硬水対策事業、ちょっと私のほうも補足させていただきた

いというふうに思うのですが、2000年噴火災害で、昭和52年に有珠山が大噴火を起こしたと。

そのときに温泉にありました浄水場が壊滅状態になってしまった。そんなことから、せっか

く水がめの洞爺湖がありますので、新しい浄水場を今後のためにしっかりつくる必要がある

だろう。昭和52年から噴火災害を受けた後、実は、泉の浄水場ができ上がりました。そのと

きに当町の水道料金は全道から見ても非常に安い状況がございました。当時、建てた建物は

結構大きな建物でして、ろ過していくのにも相当数の砂も入れた等々の関係で非常に高い施

設になってしまいました。それがために１年、２年、３年、建設されてから毎年のように水

道料金を上げなければならないという時代もございました。がしかし、そこそこの水をいた

だいていた。 

  ところが、それから23年たった平成12年、そこでまた有珠山が噴火いたしました。西山付

近から火口が上がり、金比羅山付近からも噴火口が形成された。以前つくった泉の浄水場が

全く使えない状態になってしまったが、本町地区の水を、当時は仮設の浄水場を温泉のほう

につくらせていただいて、本格的な浄水場をつくらなければならない。より安全な月浦地区
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のほうに浄水場をつくりました。それでも当時、観光客の皆様もこれからも来るであろう計

算のもとに建てたわけでございますが、本町地区においては、新たにどこか井戸を掘って、

水道をくみ上げなければならないだろうということもございました。 

  そんなわけで、本町地区の水道水については、ちょうど入江地区の、ややもすると泉に近

いところに井戸を掘りまして、そこから汲み上げ浄水をつくりました。ところが、最初のう

ちはよかったのですが、年々カルシウム分が高くなってきてしまった。議員ご指摘のように、

水では無色透明なのですが、それをお湯に沸かすとカルシウム分が白く見えてくる。例えば

やかん、それから温水器、あるいはアイロン、いろいろなところに弊害を起こしてきた。そ

れで、何としてもやはり硬水対策事業をしなければならない。がしかし、残念ながら、私ど

もの町は財政の早期健全化団体の指定を受けていた。受けていたけれども、それは平成23年

で脱却できたのですが、私どもの町単独ではなかなかできない。多額の費用がかかるので。

それで、何とか有利な起債措置を受けられる、その起債が受けられるようになったのがよう

やっと平成26年でございました。平成26年に、たしか議会の議決もいただいたわけでござい

ますが、今までやりたくてもやれなかった事業、その第１番目で本町地区の硬水対策事業に

取りかかりたい。折しも平成25年に水道に対する国の補助が新しくできました。それにうま

くのっからせていただいて、平成26年度に事業を実施させていただいた。そこまでが今まで

の経緯でございました。 

  そして、その後、地方創生の関係で、私どもの町も、町でやっぱり宣伝できる水をつくろ

うよということで、７万本の水を約600万かけて整備させていただきました。これは町のＰ

Ｒを兼ねて、洞爺の水を利用させていただきました。洞爺の水は確かに本当においしい水で、

今でもおいしい水でございます。 

  本町地区で今なお井戸を使っていらっしゃる方というのは、本当に数少なくなってきてい

るかなというふうに思っておりますが、その洞爺地区でも、水を仮に販売してということに

なりますと、なかなか費用対効果の関係がありまして、今現在、洞爺のほうで温泉を売って

おります。こちらのほうにつきましても、宣伝を兼ねて売らせていただいているわけでござ

いますが、なかなかやっぱり収支のバランスはとれていないというのが現状でございます。 

  そんなことで、検討はこれからしてみたいと思いますけれども、やはり費用対効果の部分

を考えていかなければならないのかなというふうにも思っております。 

それと、自分のところで井戸を掘って、そして飲まれている方もそうでございますが、議

員もご承知のことだと思いますけれども、たしか保健所さんの検査があったかなというふう

にも思っております。そこら辺がクリアできなければ、決して、硬水だから飲んで体に害が

あるというわけではなくて、日本の法律では、１リットル当たりに300ミリグラムのカルシ

ウム成分が、それ以上のものがあると硬水として、飲料水には適さないというふうに言われ

ておりますが、ヨーロッパあるいは中国のほうでは、現実にそれより高い硬水を飲んでおら

れる方もいらっしゃるようでございます。そんな中、それを飲んではだめだというのも

ちょっとあれなのですが、なかなか、やはり皆様には、飲んでおいしいと思われる軟水と言
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われている水、これを行政のほうとしては提供していくのが責務なのかなと。加えて、売る

水については、やはりいろいろなものを比較検討していかなければ、なかなか売れる水につ

いては、今の段階では難しいのかなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） もう水のことについてはやめますが、誇れる地域特性のまちづくりと

いう中で、やっぱり水なんかもそうだろうというふうに思いますが、そんなのでちょっと話

をしましたが。 

４番目に入りますが、競争力のある地域に根ざした元気産業のまちづくりというのは、具

体的にどんなことを考えられているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭広君） 農業振興の関係でございます。 

  ＪＡとうや湖のクリーン農業の取り組みは、食に対する一般的な取り組みであります安

全・安心、信頼のおける品質の高い農産物の確固たる裏づけとして、全て第三者の認証取得

を実践することにより確保する取り組みでございます。 

  一般消費者に対しましては、安全は北海道の「YES！clean」表示認証の取得、それからエ

コファーマーの取得への取り組み、その裏づけとして、農産物の農業生産工程管理を行いま

す国際的なグローバルＧＡＰ認証の取得により確保しているところでございます。 

  この双方の認証を維持することにより、産地として消費者や取引先に対しまして信頼を確

保しまして、他産地との差別化を図る取り組みを続けているところでございます。その基本

となります土づくりの重要な土壌分析を行いながら、農産物の品質向上と販路拡大につなが

り、農業経営の安定が図られるものと考え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） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 産業振興の水産関係についてでございます。 

  まず、水産業については、基幹漁業でありますホタテ貝養殖業は、たび重なる台風、低気

圧による施設への被害ですとか、ホタテ貝の大量へい死の発生及びザラボヤを含む付着物の

発生により雑物処理費用の負担など、漁業経営は大変厳しい状況となっております。これら

の原因究明については、引き続き実施していくということで考えております。 

  また、ホタテ貝の価格は安定しているとはいえ、海外需要の変化などによっては、価格の

暴落等の懸念もあることから、国内マーケットの再構築が課題であるというふうに考えてお

ります。 

  現在、国内向けのホタテ貝については、青森県産が主流となっております。今後を見据え

た、噴火湾一体となった取り組みが必要であるというふうにも考えておりまして、これらの

取り組みも今後強化をしていかなければならないのかなというふうに考えておりまして、元

気で明るい未来のある漁業の振興に努めてまいりたいというふうに考えています。 

あと商工業の関係でございますが、購買力の流出を抑えるため、即効性のある住宅リフ
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ォーム支援事業や、ぐるっと洞爺湖プレゼント事業を実施いたします。また、地域に根差し

たショップ等の開業者に対して支援を行いまして、移住対策としても、若者が元気で希望の

持てる支援策として今後も実施し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） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 観光でございます。 

  洞爺湖町には年間70万人の観光客が来ておりますが、いろいろな観光地をめぐり、洞爺湖

温泉にお泊まりになっております。この地に宿泊していただくには、洞爺湖温泉だけではな

く、周辺の観光施設とともに連携をとり、集客に努めていかなければなりません。 

  その一つとしては、ユネスコ世界ジオパークに認定されている洞爺湖有珠山ジオパークの

地であります伊達市、豊浦町、壮瞥町とも連携をとり、地域の資源を活用していかなければ

なりません。 

また、2020年に開設します白老町のアイヌ象徴空間は、100万人の集客を目指して事業を

進めているところでもありますので、西胆振全域で連携をとり、ＰＲを行っているところで

ございます。 

また、2030年には、北海道新幹線が札幌まで開通することになります。ニセコ地域とも連

携をとっていかなければなりません。洞爺湖町単体ではなく、胆振を中心とした地域が連携

をとり、旅客誘致を行うことにより、他地域との差別化につながるものと考えております。 

ただ、その中でも、やはり洞爺湖町としてしっかりと魅力をつくり出していかなければい

けないと思っています。先ほどからお話しておりますように、農業、漁業、この地にはすば

らしい食がたくさんあります。そうしたものを活用していきながら、来られた観光客にやは

りこの地でなければという、しっかりとしたほかと差別化ができる地域の観光地として事業

を行っていかなければいけないと考えております。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） ありがとうございました。 

  そういう中で、いわゆる、私が大変心配しているのはホタテの貝毒の問題とか、最終的に

ホタテ、本当にどの程度の実入りがあるのかと。実質、収入が増えているのか減っているの

か。いわゆる、北海道に来るとホタテを食べたいという観光客がいっぱいいるのだけれども、

今安くて提供できる状況にはないわけですね。非常に北海道の沿岸が貝毒にまみれていると

いう言い方をしてはまずいのかもしれませんが、そういう報道も実際にあるわけです。です

から、そういう中で、そういう心配もあります。実際にどの程度のあれがあるのかなと。 

  それから、最後にもうやめますが、グローバルＧＡＰを認証してもらって、いい野菜をつ

くっていくのだと、こういうことでございましたが、それもよくわかるのですが、そのいい

野菜をどうやって提供しているのだと。本当に地元の町民ですら、グローバルＧＡＰという

のは何を言っているのかなということで、聞かれることもあります。そういう中で私は思う
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のだけれども、70万人の観光客が来て、朝、散歩なりランニングなりする方が結構いると思

います。その中で、あそこまで行って帰ってきたら、こっちでグローバルＧＡＰのおいしい

ジュースを自分で飲んでいけるとか、そういうようなことというのはできないものなのだろ

うかと。やっぱり観光客に魅力のある野菜づくりというのは何なのだろうかなということで、

私も長いこと洞爺湖温泉を見てきて、時代が変わるから仕方ないなという思いもありますけ

れども、決して、昔から見てどんどんうちの町が観光地としてよくなっているとだけは、私

は思えないのです。私も18から実際に品物を持って売って歩いて、買ってもらってあれして

きていますが。 

  そういうことで、もう私が聞きたいことは大体聞きました。そういう中で、ぜひ、できる

だけ早くやっていただきたいなと思っているのは、先ほど来から出ている洞爺駅のバリアフ

リー化。ぜひ、なるたけ早くやっていただくことによって、観光客も町民も喜ぶはずです。

私も二十歳からおつき合いいただいた七戸議員も、エレベーターに乗らないで向こうへ行っ

てしまいましたからあれですけれども、不謹慎なことを言うつもりはございませんが、彼も

非常に望んでいたことだと思いますので、その辺の決意のほどを聞いて、終わりにしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） ちょっと12時になりましたので、答弁を午後からといたしたいと思

いますが、よろしくお願いいたします。 

午後１時再開といたします。 

                                （午後 ０時０３分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に引き続き、会議を続けます。 

                                （午後 １時００分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

質問に対する答弁をお願いいたします。 

真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 沼田議員の質問に対してお答えをさせていただきたいと思いますが、

まずは、町政に携わる者として、その決意の一端とのことであります。 

  誇れる地域特性を活かしたまちづくりの一端といたしまして、ただいま、農家若手グルー

プによります「えんプロジェクト」というのが立ち上がりました。昨日でございますけれど

も、軽トラによる農産物の移動販売、これが虻田神社駐車場で行われたところでございます

が、これには役場の若手職員もお手伝いをさせていただいております。新鮮な野菜等を買い

求めてくださる方々、町民の皆様が多数お越しいただいたということでございましたが、何

か聞きますと、坂道を上ってくるときに、かなりきついところだよねという言葉もあったよ

うでございます。このグループの皆さん方、そこの場所に突出したわけではなく、今後いろ

いろ検討しながら、町内のどこかでこういうプロジェクトを開催していきたいというふうな
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ことも言っていただいておりますので、こういう地域の若い人方が一生懸命頑張るというも

のに対しましては、行政としてもこれから先、しっかり支援をしてまいりたいというふうに

考えております。 

  また、駅のバリアフリー化の関係でございますけれども、以前から議会でもいろいろご意

見を賜っております。私も今回、町の中に相当出て歩いて、いろいろな町民の皆様のご意見

をいただいたところでございますが、確かに駅がバリアフリー化になったら利用しやすくな

るよねと。本当に何とかしてほしいというお言葉をいただいたところでございます。 

  間もなくＪＲ北海道さんのほうからいろいろご提案、ご協議があろうかと思いますが、私

はやはり町の財政を支えるためには、しっかりした財政基盤が必要というふうに考えており

ます。町の持ち出しをできるだけ少なく、万が一出したにしても、それが後でフィードバッ

クされる、そういうふうなものをしっかり見据えながら、ＪＲさんのほうから提案あった内

容等を一回精査させていただいた後、後々、議会のほうともしっかりご協議をさせていただ

き、そして、これが本格稼働できるように努力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） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 私も２年ぶりに一般質問させていただきまして、それぞれの職員さん

がそれぞれに熱心なご答弁をいただきました。ありがとうございました。 

  私の言いたかったのは、結局のところは、もう少し見える化、町政の見える化、いわゆる

今言ったトラックで販売とかという、そういうようなまちづくりがもっと、町民に見えるよ

うなスタイルにならないのかなと思っていたところでございます。 

  この次のときには、また別な形の中で、もう少し私自身も見える形の中でご提案をさせて

いただきたいと思いますが、大変長いことありがとうございました。これで終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、８番、沼田議員の質問を終わります。 

次に、13番、五十嵐議員の質問を許します。 

13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 13番、五十嵐でございます。 

  今回は２件の質問をさせていただきます。 

  質問に先立ちまして、まず、町長選挙において当選をされました真屋町長に、改めてお祝

いを申し上げたいと思います。おめでとうございました。 

  そして、早いもので、既に３期目のスタートが切られて、もう２カ月が経過しようとして

いるところでございます。５月会議で表明された執行方針に基づいて、１期目、２期目の経

験をベースにしながらも、３期目は厳しい選挙であったことを踏まえて、むしろ新たな気持

ちを持って、新しい取り組みを含めて町政執行、行政運営をされていくものと、町民も含め

て多分期待をしているところなのではないかなと、こういうふうに思うところでございまし

て、そんなことも含めまして、町長選挙の公約と政治姿勢についてまず伺ってまいりたいと

思います。 
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  初めに、今回は三つ巴の選挙戦となり、住民の中で支持が分散したことから、町民の連帯

感に亀裂が生じたのではないかと。これは私だけがそう思っているのかもしれませんが、一

日でも早く、これから行政を執行していく上で、融和を図り、修復をしていく必要があるの

かなということで、その対応についてまず伺うところでございますけれども、今回始まりま

した初日の一般質問の中でも、町長は答弁をされておりましたが、議員辞職をして、２名の

方が町長選挙に挑戦をされたわけでございます。失礼な言い方になるかもしれませんが、あ

る意味、真屋町政の批判の受け皿として立ち上がられたということ、このことを答弁の中で

真屋町長は、多分、十分に酌み取られたのだと思います。むしろ勇気ある立候補したお二方

に対してリスペクトするという、そういう気持ちを表明されておりました。このことはやっ

ぱりとてもよかったのだなと。戦いは戦いですが、戦いが終わったら、それはやはりお互い

を尊敬する、尊重するという、この姿勢がやはり行政のリーダーとして当然といいますか、

あってしかるべきだったのだろうなということで、いい答弁をしていただいたのかなと、私

は個人的には感じたところでございます。 

  しかしながら、選挙というのは、敵、味方という厳しい戦いになるわけでございますから、

まして町長選挙ということになりますと、１人を選ばなければいけない。我々議会議員の数

名を選ぶ選挙と違いまして、本当に熾烈で、昨日まで仲良しだった人の友達関係が崩れたり

とかという、いろいろな現象が起きてくる、あまり好ましくない結果が出てくるようなこと

もございます。 

そういうことで、まずもって最初に、この選挙結果を受けて、住民の感情の中で、このよ

うな、今私が指摘したような連帯感に亀裂が生じていないかどうか、どんなふうに感じ取ら

れているのかをまず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） この間もお話させてもらいましたけれども、今回も改めて言わせてい

ただきますが、私は町長選挙、決して私に対する反対だとか、そういうことではなくて、若

いお二人は自分たちの思い描く洞爺湖町、いわゆる新しい感覚で洞爺湖町を運営していきた

い、そういう考え方のもとに立候補していただいたのだなと、私はそう思っております。そ

して、町長選挙に立候補していただくためには、それ相応の覚悟、勇気が必要でございます。

その勇気を持って、そして熱い思いで、町民の皆様に自分たちの考え方を訴えていただいた。

これは町の活性化につながることでもありますし、選挙の結果がどうのこうのではなく、い

わゆる一個人としてすばらしい考え方を持ち、自分の考え方をはっきりと町民の皆様に訴え

た。その姿勢はやはりすばらしいものがあるなというふうに改めて感じているところでござ

います。 

  そんな中、実は投票率が若干下がっていたということもあるわけでございますけれども、

私は１期目から２期目、そして３期目も同じでございますが、私もこの町で生まれ育ち、こ

の町を何とか良くしていきたい。そして、皆様にその考え方を訴えさせていただいてきた一

人でございます。本当に残念なことに財政の早期健全化団体。もともと私どもの町は、財源
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的にはそんなに裕福な町ではございませんでした。がしかし、お客様がたくさん集まる一大

観光地、洞爺湖温泉を抱えておりまして、面積は非常に北海道の中でも少ない面積、行政面

積のところでございまして、さらには、湖沼面積を差し引くと、当時、単独の虻田町時代は

55キロ平方メートルと、北海道の中でも本当に下から何番目かという行政区域でございまし

て、そこに人口約１万4,000から5,000近くの方がお住まいになっていた。過疎地域にも古く

からなれなかった。北海道は非常に多くの地域が過疎地域で、事業を何か起こすにしても、

有利な財源措置がある、あるいは起債措置があるという中で、単独で事業をしていかなけれ

ばならなかった。それが積み重なっている町。そして、直近では昭和52年の有珠山噴火、平

成12年の有珠山噴火、噴火するたびに復旧、復興しなければならない。財源的にも非常に厳

しい町であったことは間違いございません。 

そんな中、やはり自力で何とか生きていける道筋をつけるべきだということから、事業を

やるためには何としても実質公債費比率を18％以下にしなければならない。それにとりあえ

ずは邁進し、そして、今現在、財調においても約14億円、全部の財源を合わせると約30億円

近くあるわけでございますが、これも前にもお話ししておりますけれども、人口が1,000人

程度減ると約２億円ほど下がってくると。さらには、合併して10年が過ぎましたので、合併

の特例の交付税も年々下がっていくと。しかるに、本当に厳しい財政運営をこれからも虐げ

られていかなければならない。そんな中、持続可能な財政運営と、そして、この町が発展で

きるようなことに寄与していかなければならない。これは３期目も同じ考え方でございます。

そして、そのためには、地域の皆さんとの連携、協働、融和を図りながら、対話をもちろん

のこと進めていかなければならない。住民の皆様のご意見にも耳を傾け、町民の皆様ととも

にやはりまちづくりを進めていかなければならないだろう。限られた財源でございますので、

これもしたい、あれもしたい、こうしたい、これはいろいろありますけれども、それを事業

選択しながら、一つ一つ町の発展のために取り組んでまいりたい、そういう気持ちでござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 今お話しされたことは、前の議員の答弁にもお話聞いていますし、

とても大事なことなので、持続可能な財政運営ということで町長も表明されていますので、

この件については後ほど、具体的な歳入歳出に対する考え方ということでもう一回伺いたい

と思いましたが、先ほど私がお伺いしたかったのは、感情のずれが町民の中で生じているの

であれば、早目に修復をする手立てが必要なのではないかということで、今どのように感じ

ておられるのかをお伺いしたつもりでしたので、それをちょっと伺いたいということと、前

に話をしていただいたので、今一緒にお伺いいたしますけれども、確かにお一人お一人に耳

を傾けて、選挙戦でいろいろなご意見を伺ったというふうに聞いております。職員の皆さん

と一丸となって公約を進めていくということだと思いますけれども、また同時に、先ほど対

立した候補者がそれぞれの思いを新しいまちづくりの思いで立候補されたということで、そ

れぞれいろいろな公約を掲げておられました。そういう意味では、やはりその候補者の公約
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を検討したり、取り上げるというまではいかないかもしれませんが、それぐらいの大きな気

持ちで行政運営に当たっていただければ、私は融和策の一つになるのではないかなと、こん

なふうにも思ったわけでございますので、その点も含めてお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 住民感情論の関係でございますけれども、私も１期、２期、務めさせ

ていただきました。３期目は現職として選挙戦に挑んだわけでございますけれども、私ども

の選挙事務所の事務方、事務所職員一同でございますが、極力、極力というよりも、私ども

の選挙は公平・公正、これを基軸として、そして、中傷、誹謗、こういうことは極力抑えな

がら、あまり過激なことはしない。過去の選挙において、昔ですけれども、私がちょうど役

所に入ったころの選挙、昭和45年ころの選挙は、何か遺恨を残すという選挙もあったように

聞いております。そういうものを一切避けるために、何としても過激な行動は慎みましょう

ということを事務局長さんのほうから冒頭言っていただいたのを記憶しておりますし、その

とおりに実際、皆さん選挙事務所で携わっている方々は、そういうふうな気持ちでやってい

てくれた。ただ、人間ですから、十人十色、10人が全部同じ考え方となっていただければ結

構なわけでございますけれども、それに対して何人かの方が過激なことをやったという話は

ちらっと聞きましたけれども、それはその都度修正をしていったかなというふうに思ってお

りまして、特に、先ほども申しましたけれども、３人の方はそれぞれの思いで、このまちづ

くりにどうしようということを述べていただいたところで、お互いに足を引っ張るだとか、

そういうことは一切考えていなかったかな、それぞれの候補者がそういうことは考えていな

かったのではないかなというふうにも思っておりますし、私自身もそういうふうな考え方は

全く思っておりませんので、質問の趣旨がよく理解できなかったわけでございますけれども、

万が一そういうことがあるのだとすれば、それはそれできちっと対話をしながら行政運営を

進めてまいりたいというふうに考えております。 

また、行政運営を進める中で、これもさっきの質問でございましたけれども、町の声をよ

く聞いていくというふうな中で、これは確かにそのとおりだと思います。今現在もいろいろ

なところに出向いてお話をさせていただいております。ただ、私一人で出向くのではなくて、

必ず今は何人かの職員と一緒に出させていただいております。それはしっかり地域住民の皆

様の声を行政に反映できるようにという思いで、職員の今後の勉強にもなることから、一緒

に行動をさせていただいているところでございまして、それはしっかり今後も続けてまいり

たいなというふうに思っております。 

また、最後になりますが、３人の選挙公約、それでいいものも確かにあるということから、

そちらのほうは私の選挙公約と似たような公約がたくさんございました。それはそれで私も

やろうと思っていますし、相手の候補者の方々もそういうふうにしたいという思いがありま

すので、そういう部分については、しっかりそれは取り組みをしていきたいなというふうに

思っております。 

ただ、ちょっと私どもの考え方よりも突出したものについては、やっぱりそれはしっかり
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検討していかなければならない。そのためにやはり、何回も言うようですけれども、町の財

源、そして、今後どうなっていくのか、その効果がどういうふうに表れてくるのか、いろい

ろなものを検証しながら、持続可能な町の行政運営をしていかなければならないのだという

ふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） いずれにしても、しっかりとした行政運営を今後続けることに

よって、あまり住民感情云々というのはそんなにひどくなっているような感じではないよう

ですので、やはり行政の実行でその形を示していくということに尽きるのかなと、こんなふ

うに思うところでございます。 

  そこで、次に、洞爺駅のバリアフリー化に向けた取り組みについてご質問をさせていただ

きます。 

  １期目は財政健全、それに２期目は地域経済の活性化、防災、移住・定住、子育て支援に

重点を置いて進めてきたということでございますけれども、今回の選挙に当たって多くの公

約が示されておりますけれども、継続されて、ずっと引き続きやられているという項目も中

には多くありましたけれども、特に今回取り上げさせていただきましたバリアフリー化、こ

れ、エレベーター化というふうに申し上げてもいいと思うのですが、この件について順次

伺っていきたいというふうに思います。 

  午前中の質疑で千葉議員のほうからも幾つか質問がありまして、私の聞きたい部分と答弁

がもうできているような場面もございますが、通告をさせていただいておりますので、重複

するかもしれませんが、答弁のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

  まず、ＪＲとの協議がなければ、このバリアフリー化というのは進まないというふうにも

私自身も当然思っているところでございますけれども、まず最初に、どの程度の進捗状況と

いいますか、進んでいるのか、まずお伺いしたいと思います。 

○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） ＪＲ北海道との協議の進捗状況でございますけれども、ＪＲ

北海道からは、エレベーター整備に係るＪＲとしての費用負担は難しいとの回答を受けてお

り、ＪＲ負担部分を当町が負担することで、エレベーター整備に対して前向きな回答を受け

ております。 

  現在、ＪＲ北海道において、既存の跨線橋活用を含めた整備案の検討並びに概算費用の算

定を行っており、今月にはその回答がいただけることとなっております。その回答を受けた

後、整備費用や整備内容を町としても精査し、議会とも協議をしながら、具体的な整備時期、

維持管理等にかかわる詳細について、ＪＲ北海道と協議を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） その協議に入る前提の、ＪＲさんからの、今月でしたっけ、お返

事がいただけるということで、その中から具体的に進めていけるということだったので、そ
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れに尽きてしまうのかなというふうに思っていますけれども、跨線橋の修繕といいますか、

取り替えというのでしょうか、それを含めた場合、それとも現在のものを使う場合によって

費用が違ったりとかという説明も先ほどございました。そういう意味では、今、返答待ちの

ような状態ではありますが、ちょっと通告しておりますので、もう一度答弁になるかもしれ

ませんが、設置完了をもしこちら側の洞爺湖町としての気持ちだけでも結構ですが、いつぐ

らいまでに完成させたいのか、町長の４年の任期中に完成させたいと目指しているのか、目

標にしているのかということでも結構でございますが、それも含めてあらあらのスケジュー

ルがもし言える範囲であれば、ちょっとお答えをいただきたいというふうに思います。 

○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） 整備時期の現状といたしましては、2020年までに１日利用

3,000人以上の駅に対して、駅のバリアフリー化を早急に進めるという国の方針がございま

す。この方針に基づく整備を重点的に進めていくことをＪＲ北海道に確認しております。 

  洞爺駅構内のエレベーター整備につきましては、ＪＲ北海道から提示される整備案並びに

工事費用の概算額をもって整備時期に関しまして調整をしてまいりますが、提示される整備

手法等により、本工事の工期も大幅に変わり、ＪＲの工事費に関しては、特殊性から工事に

対応できる業者の確保、そういった確保に関してもなかなか現状は難しいというところも聞

いてございます。ＪＲ北海道の回答をもって課題を解決していき、具体的な整備時期につい

ては今後の調整となりますが、早期整備に向けて調整してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま担当課長のほうから、ＪＲ側としては、１日乗降客が3,000

人以上のところから順次スタートしていくというお話がございました。このＪＲとの関係に

つきましては、これまで副町長と担当課長のほうでいろいろ先方のほうと協議をさせていた

だいておりますが、私どもの洞爺駅は、一日乗降客が約600人ということで、数値からいっ

たら非常に低い数値になります。がしかし、町の特性、そして、今特にインバウンドのお客

様が非常に乗り降りしていると。国の、いわゆる海外客の受け入れ体制等々の問題も国のほ

うでは言っておりますので、そこら辺をつきながらお話し合いの場を今持たせていただいて

いるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） やはりＪＲからの返答がないとちょっと具体的なことには入って

いけないということで、それを待って中身を精査といいますか、確認した上で、予算等のこ

ともございます。財源等のこともございますので、スケジュール等が決まっていくのかなと

いうふうに思うので、この２番目についてはそれぐらいにしておきますが、３番目の、もう

触れておられますけれども、事業予算額とその財源をどのように考えるかということでござ

います。 

  これも結局提示がされないとどれぐらいの事業予算になるかわからない中での話になろう

かと思いますが、いずれにしても億単位という多額の額を必要とするということと、ＪＲの
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負担は考えられないという二つぐらいはもうはっきりしていることだと思いますので、前向

きに事業を進めていくということの中では、やはりその財源措置をどうするかということが

一番大事なことになってくるのかなというふうに思います。 

先ほども説明がございまして、３分の１は補助をもらえるけれども、３分の２は起債で対

応せざるを得ないだろうということでございます。そういうところで、合併特例債という、

５年間ですか、平成37年まで延長ができたということで、合併特例債の活用にも触れられて

おりましたので、この辺についてちょっとお伺いしたいのですが、この補助制度というもの

がどの手の３分の１の補助があるのかということなのですが、町長も先ほどおっしゃってい

たと思うのですが、我が町にとって財政負担が一番少ないのに越したことはないわけで、ま

ず、補助がどれぐらいいただけるのか、そして、自分たちで用意しなければいけないとして

も、いわゆる過疎債、特例債等を有利な形で借りられるほうが後で交付税措置をされるとい

うことで、持ち出しを極力少額に抑えるということで、そういうことが単純に３億円だ、４

億円だと言っても、実態はもっと少ない、限られたといいますか、かなりの少額でできるの

だということを、町民の皆さんにも説明する上でも、理解をもらう上でも、中身をしっかり

お伝えしていく必要があるだろうと、こんなふうに思うところでちょっとお伺いするのです

が、まず、合併特例債ということをお話しされておりましたので、うちは過疎の地域ですの

で、過疎計画なんかを立てておりますし、過疎債という手もあったのかななんて思いますが、

私も勉強不足で大変恐縮ですが、合併特例債という形を選択した基準というか、有利な部分、

これを、もしよければ、この場で説明していただくと、合併特例債を選んだ意味がよくわか

るのでご説明をお願いしたいと思います。 

○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） 財源の部分でございますけれども、まずは財源に関しまして

は、国の補助金、交付金といたしまして、跨線橋を使えた場合、小規模な工事ということに

なりますので、地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用いたします。また、跨線橋が

使えない場合につきましては、大規模な整備ということで、鉄道駅総合改善事業費補助金と

いった交付金がございます。こちらにつきましては３分の１の補助でございまして、鉄道事

業者、地域、国、こういった３者が三つ巴となって連携した事業体系をとることとなってお

ります。また、ＪＲ負担部分の３分の１につきましては、ＪＲとしては負担ができないとい

う回答を受けていることから、町の負担部分の３分の１、ＪＲ負担部分の３分の１を起債、

こういった有利な起債で措置を予定してございます。 

過疎債と合併特例債ですけれども、過疎債自体は100％の充当率となっておりまして、交

付税の算入が70％となっております。また、合併特例債といたしましては、95％の措置にな

りまして、普通交付税につきましては70％、こちら同額になっておりまして、率といたしま

しては過疎債のほうが有利な財源ではございますけれども、現在、全国的に過疎地域という

ものが増えてございまして、過疎債の活用の際において充当率100％なのですけれども、そ

れが予算配分によって減額されているという事例もございまして、現在、財源の活用につき
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ましては、洞爺湖町としては、合併特例債の95％のほうがその財源確保が高いという見込み

で、合併特例債の活用を予定しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 大変勉強になりました。３分の２、当町が負担というのは、今

伺って、ＪＲの３分の１、当町の３分の１、その３分の２が、ＪＲは負担しないので、当町

が３分の２を負担するということも今わかりました。 

  それと過疎債、合併特例債。私は過疎債のほうがと思っていたのですが、このような理由

で合併特例債を選択されたということも理解できました。 

  この事業予算額、財源ということについても、しっかりと財源がわかれば、大体どれぐら

いの負担で、どれぐらい借金をしなければだめかというのも当然わかってくるというところ

だと思いますので、あとのＪＲからの返答を待つことにしたいと思っております。 

  次の４番目の質問に入ってまいりますが、この前に、先ほど2020年に3,000人利用の駅か

ら順次エレベーター化を進めていくということでしたが、私のほうで、どのぐらいの乗降客

がいて、どれぐらいの電車の種類、特急、普通車合わせてどれぐらいの電車があそこに停

まっているのか伺おうと思ったのですが、先ほど町長が600人ということをおっしゃったの

で、もう一度ちょっと確認をしたいのですが、多分わからないかもしれませんが、600人の

中でこの町の人が使っている、それから旅行客が使っている割合なんかはわかるのでしょう

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） ＪＲ洞爺駅につきましては、札幌方面の下りで、特急12本、

普通列車９本、函館方面の上りで、特急11本、普通列車10本の計42本の列車が発着しており、

１日の乗降客数は先ほど申し上げましたとおり、１日600人の乗降客の利用がございます。 

  なお、こちらの観光客、また、特急、普通列車の区分というのは、ＪＲのほうでは人数の

ほうを押さえていないということで、１日全体の利用として600人という報告を受けている

ところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 通学、通勤者よりも、恐らく、ぱっと見た感じで、やはりインバ

ウンド関係の旅行者の方の乗降が多いのかなというふうには思っております。そういう意味

では、このバリアフリー化は、では、町にとってどんなメリットになるのかといったときに、

もちろん通学、通勤の、特に室蘭方面に行く場合には、ホームが渡らないと行けないホーム

になりますので、そちらに向かう場合にはどうしても跨線橋を利用しなければいけないとい

うことで、通勤、通学の方にも大変便利な設備になることは間違いないのですが、圧倒的に

恩恵をこうむるのは観光客ということになりますと、これは観光振興といいますか、おもて

なしという意味で、お客様に便宜を図ってあげるという意味合いの強い設備になっていくの

かなと。これは決してだめだという意味ではありません。これも大変必要なことですし、お

客様の便宜を図ってあげる。最近では大きなトランクをごろごろ押してくるお客さんが多い
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ですから、エレベーターがあったら本当に楽だと、助かると思います。そういう意味では、

必要なことも私も理解していますし、エレベーター化は必要だというふうに思っている一人

でもあります。 

  ただ、町民の皆さんの感覚として、先ほども３億円、４億円という多額のお金と言いまし

た。中身を言えば、交付税で措置されるのだよということで、負担はそんなにないのだよと

いうことは、しっかり説明すれば理解していただけるかと思うのですが、やはり先に何億円

というのがあるものですから、それだけのお金を使って何で観光客にサービスしなければだ

めなのだという町民の皆さんの感情もわからないわけでもないわけで、そういったことから、

やはり十分に理解をしていただく必要があるだろうということで、各種団体や住民の参加に

よる検討協議会などの設置を考えていらっしゃるかどうか、これを伺いたいというふうに

思っておりますが、いかがなものでしょうか。 

○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） ＪＲ洞爺駅構内のエレベーター整備に関しましては、町とし

て、ＪＲ北海道に対する交渉の結果、整備に向けた前向きな回答をいただいているところで

ございます。また、これまで議会一般質問でも、駅のエレベーターが必要との意見が上げら

れており、洞爺湖温泉観光協会、洞爺湖温泉旅館組合からもＪＲ洞爺駅のエレベーター設置

に関する要望が上げられております。 

  また、こういった町民の会議につきましては、今後のＪＲ北海道との協議状況、そういっ

たものに応じまして検討してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 一般の町民の利用関係でございますけれども、私も、これもさっき答

弁させていただきましたが、今回いろいろ町のほうを歩かせていただきました。「私、実は

札幌の病院に通っているんだよね」、あるいは「恵庭の病院に通っているんだよね」「薬を

今回もらいに行かないとだめなんだよね」、いろいろな方のご意見を聞いた中で、「駅にエ

レベーターがあったら非常に助かるよね」、そういう声は本当にインバウンドの、いわゆる

重たい荷物を持っている方、この方は確かに来ていただいておりますけれども、町民の切な

い声も聞かされてきたのは現実だというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 決して数で言ったわけではないのですが、やはりそう思わない方

もいらっしゃるかなという懸念があったものですから、住民参加型、協働というのですか、

いろいろなアイデアも含めて、使い勝手も考えてもらう機会にもなるのかなということで、

こういう協議会等の設置が、そこまでいかないとしても、逐次、町民の皆さんには説明をし

ていったらいいなというふうに思ったものですから質問させていただきました。 

  当然、町民の皆さんのご理解を賜った上での話ですし、議会としても、設置するという前

提のもとにはなろうかと思いますが、何らかの形で議会もかかわれないのかなということも、

これ、議会の皆さんに諮ったわけではないですから、私の一存でどうにもなりませんけれど
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も、何らかの形でやっぱり議会もこれはかかわっていくべきではないかなというふうに思っ

ているところでございますので、そういう機会があれば、また議会としても、議員の皆さん

に提案させていただいて、ちょっと検討する機会が持てればいいななんて感じているところ

でもございます。 

  いずれにしても、大きなお金を使っての事業になろうかと思いますので、町民の皆さん、

議会、そして行政側も一体となって取り組んでいく大きな事業だろうという意味合いを込め

て、このような質問をさせていただきました。この件につきましても、やはりもう一月ほど

したらいろいろな状況がわかるということですので、その中でまた、この協議会等の設置等

についても検討されるということですので、ぜひ、検討してみていただきたいなというふう

に思っております。 

  議会のかかわり合いについては、少なくとも逐次ご報告をいただけるということもまず進

めていただければ、特別に何か会をつくって云々というところまで至らなくてもいいのかな

なんていうふうにも思っているところでございます。 

  ということで、ＪＲのバリアフリー化につきましては以上にいたしまして、次の質問に移

らせていただきます。 

  冒頭の答弁の中で、町長も持続可能な財政運営、健全財政のもとでの事業実施と問題、こ

れ、解決と言いましたけれども、克服というふうに表現は、たしか選挙公報といいますか、

そちらではされていたと思いますけれども、問題の克服を進めるとされております。歳入歳

出に対しての具体的な考え方及び取り組みはどうなのかということで質問をさせていただき

たいと思います。 

  当然、無駄遣いは削減しなければいけませんし、財政の投入についてもタイムリーで効果

的な投入をしなければいけないというふうに思います。歳入歳出のバランスをとりながら、

健全な財政運営が求められていることですが、こうやって言うのは簡単でありますけれども、

実際に執行される町長にしてみたら、頭の痛いといいますか、大変厳しいといいますか、そ

ういう財政運営なのだろうなということは推察するところであります。 

  今回、29年度の繰越金が30年度の備荒資金のほうに積み立てが予定されているというふう

に30年度の補正にも上がってきていますし、一種の基金の積み立てですので、このことも

ちょっと伺いたいと思っていますけれども、今回１億円近く備荒資金に基金を積みますこと

になっている補正が出ていますけれども、普通納付と超過納付ということで、超過納付のほ

うに積む予定になっているということでございますけれども、これ、資料をいただきました

ら、今の市中の金融機関の金利なんか問題にならないぐらいすごくいい高利率になっており

ますので、何かこれだったらみんな預けたほうがいいのではないかなと思うぐらいいい利率

ですし、今ある備荒資金の残高を単純にこの利率で掛け合わせますと、300万円ぐらいの利

息が生ずるような基金になっています。このように積み立てているのも、こういった財政の

健全化みたいな一環なのだろうというふうに思いますので、その備荒資金の積み立て等も含

めましてご答弁願いたいのですが、一緒に29年度の決算が、多分大体形が見えている状況だ
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というふうに思っていますので、28年度と比較して、本当に町長がおっしゃる持続可能とい

う水準に達しているのかどうか、大体判断がつくのかなというふうに思いますので、大まか

な町税の部分や交付税の部分、先ほど町長もおっしゃっていました特別会計の繰り出しだと

か基金の残、起債残等々の、若干の簡単な評価で結構ですけれども、順調にといいますか、

ここに言われる安定的な形で推移しているかどうか、それをお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） まず、平成29年度決算額につきまして、平成28年度との比較

につきましてお話をさせていただきます。 

  ５月末で出納閉鎖期間が終了しまして、平成29年度の歳入歳出の総額は確定をしておりま

すけれども、決算書や各種分析資料などの策定には期間を要しますので、現時点で把握でき

る数値の範囲内でご回答させていただきます。 

  歳入は、総額で前年度比7.8％、６億1,000万円の減となっております。主なものでは、地

方交付税で１億円の減、道支出金で9,000万円の減、諸収入で6,000万円の減、町債で３億

3,000万円の減となっております。 

歳出では、総額で前年度比7.2％、５億4,000万円の減となっております。目的別の主なも

のでは、衛生費で１億4,000万円の減、農林水産業費で２億1,000万円の増、商工費で４億

3,000万円の減、消防費で7,000万円の増、公債費で１億1,000万円の減となっておりまして、

歳入歳出の前年度比較による増減額の大きなものにつきましては、投資的な事業の増減額に

よるものが主な要因となっているものでございます。 

また、起債残高と基金の状況でございますけれども、起債残高でございますが、平成18年

度では169億円となっておりましたけれども、これまでの取り組みによりまして、平成28年

度では78億円減の91億円となっております。今後も地方債の発行については慎重に検討、選

択しながら、後世へ重い負担を残さないよう取り組んでまいります。 

なお、特別会計、企業会計を含めました起債残高は、137億円となっております。 

基金の状況でございますけれども、平成29年度末で財政調整基金が14億円、減債基金が１

億円、その他特定目的基金が17億円、総額32億円の残高となっておりまして、基金と同様の

取り扱いができるものとしまして、先ほど議員がおっしゃいました北海道市町村備荒資金組

合の超過納付金が２億円ございます。基金を保有することは行政課題の対応を可能としまし

て、財政の弾力性を担保するものでありますことから、その維持と運用に今後も努めてまい

りたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 数字を言っていただきましてありがとうございます。町長、これ、

安定的な数字として捉えて、安心してよろしいかどうかだけ、お答えいただきます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今現在は、ある程度、私どもの町としては一生懸命努力してきたなと

いう感じでございます。ただ、これから先につきましては、これも前段でお話しさせていた
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だいておりますが、地方交付税、大体私どもの町の半分ぐらいの財源を占めるわけでござい

ますけれども、年々減ってきております。間違いなく国勢調査が終わった後、５年間５年間

の区切りはありますけれども、前回国勢調査があったのは平成27年、それから５年が何とか

担保されます。担保されるけれども、年々減ってきている。それは微妙なところで、いわゆ

る調整率という率の欄があります。国の役員の方、賢い方ばかりいらっしゃるのかなと思い

ますけれども、毎年そこをいじられてきます。かかる費用、かかる項目は同じなのです。と

ころが、調整率が若干下がってきているものですから、毎年交付税が下がってくる。それと、

合併してもう10年が経過しましたので、特例の措置が切れております。そんなこともござい

まして、年々減ってくる要素の部分だけが増えてきている。さらには、平成27年ですから、

それから５年後には恐らく人口がまた減っていますので、先ほども申しました人口が1,000

人ぐらい減ると大体地方交付税で、私どもの町の場合ですと約２億円ぐらい減るだろうと言

われておりますので、地方交付税がこれから先どんどん減ってくると、やはりある程度の基

金をキープしておかなければ、毎年毎年の予算組みでまた大変な時期を迎えるというふうな

ことになろうかと思いますけれども、ここ何年間は恐らくこれでいけるかなというふうに

思っております。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） その安定感というのが確認できるということは、やはり安心感に

つながります。これでいいということではなくて、常にその状態が保てるという、その努力

をまたこれからもどんどん進めていっていただきたいということをお願いして、次の質問に

移らせていただきます。 

  ２件目の質問ですが、児童生徒の安全の確保についてお伺いいたします。 

  ちょうど今年のゴールデンウイークを終えた５月の７日だったと思います。とても不幸な

事件が発生いたしました。もう皆さん、既にご存じだと思いますけれども。 

これはたまたまなのですが、私は新潟県の出身でございまして、そこで起こった事件なの

でなお興味もあったわけですが、ちょうどそのゴールデンウイークを利用いたしまして、

ちょっと所用があったものですから、私も帰省しておりまして、この電車にはねられてし

まったわけですが、その線路はＪＲ越後線といいまして、ちょうど日本海と上越新幹線の間

を走る、新潟駅から柏崎という、あの刈羽原発のあるところまで、多分２時間ぐらいで行く

電車だと思いますが、そこで起きた事件です。 

たまたま私の姉が、この越後線という沿線に住んでおりました関係で、実は私もこの電車

に行ったときに乗りました。同じ電車ではありませんけれども、乗りました。それは全くこ

の事件とは関係ございませんけれども、この地域は、事件のあった場所は、もちろん新潟市

なのですが、新潟市の郊外の閑静な住宅街で、新潟市内の企業、事務所に通う方がいるベッ

ドタウンみたいな位置づけの地域でございます。 

これもまた関係ないことですが、ちなみに、この地域は日本海がすぐ近うございまして、

実は今、米朝の協議でいろいろ話題になっていますけれども、拉致問題の横田めぐみさんが
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拉致された地域のすぐ近くでございます。海岸がすぐ迫っているところでございます。 

それは余談なのですが、このように新潟県での女子児童にかかわる重大な事件の発生を受

けて、早急に特別な指示や指導をされたのか、通達でもいいのですが、されたのかというこ

とでまずお伺いしたいのですが、実は、総務常任委員会の所管事務調査でも、毎年、町内の

小中学校を訪問しておりますけれども、児童生徒の安全対策等についての取り組みや問題な

んかは必ずお伺いしているところですけれども、大きな問題は、ここ最近はなかったように

記憶しております。何も起きていないということにまさるものはありませんので、とても平

穏でいいことだと思うのですが、いつ何どき、こういった事件が起こるとも限らないもので

すから、油断してはいけないということと、大変気の毒な事件ではありますが、この事件を

無駄にしないという意味合いでも、再度、注意喚起するということが必要なのかなというこ

とを思いましたものですから、このような質問をさせていただきます。いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） ５月上旬の事件発生の報道があったときには、私たちを含め、子

供を持つ保護者の皆さんや教育関係者を初め、全国の人々に衝撃と不安を与えたところでご

ざいます。被害者の女子児童はまだ７歳のかわいい盛りで、ご家族に見守られ元気に学校に

通い、多くの友人とともに楽しい学校生活を送っていたとの報道でございます。ご家族を初

め、関係者の深い悲しみや無念のほどはいかばかりかと。ここに改めて被害者のご冥福をお

祈りしたいと思います。 

  さて、ご質問の事件の発生を受け、特別な指示や指導をされたかとのご質問でございます

が、事件発生の報道後に定例の校長会や教頭会において、新潟市で発生した女子児童に係る

重大事件に鑑み、不審者に関する対応について、改めて各学校においてしっかりととるよう

指示をしたところであり、各校長、教頭ともに教育関係者として、今回の事件発生について

衝撃を受けているようであり、各校の対応について気持ちを新たにしていた様子がうかがえ

たところでございます。 

  今後においても、当町の子供たちがこのような目に遭うことのないよう、あらゆる機会を

通じて、常に緊張感を持って取り組むよう、学校現場においてできる取り組みについて指導

してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） それで、すぐに手当てをしたということございますので、それは

それで私は一定の評価をしたいなというふうに思います。 

  これ、大都会に特殊な現象ということではなくて、小さな自治体、小さな地域でも、人口

の少ないところのほうがむしろ人の目が届かないということもあって、逆に危険が忍んでい

るのかななんて思ったりもいたしますので、小さな町でいつも平穏だから、決してこんなこ

とは起きないだろうというふうには思わないで、事あるごとに確認、指導等をぜひ行って

いっていただきたいなというふうに思います。 

そこで、先ほども申し上げましたように、管内といいますか、私どもの所管調査でもあま
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り大きな問題にはなっていないと記憶しておりますけれども、では、実際、不審者情報やこ

ういった事案の発生等は、状況をどの程度把握されているのか、また、こういった不審者情

報、事案発生等の情報の流れはきちっと整備されているのかどうか、これもたしかいろいろ

な手立てを使って流されているということは聞いておりますけれども、特に情報の流れにつ

いては聞いておりますけれども、再度、確認の意味で質問をさせていただいておりますので、

答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） それでは、私のほうから、洞爺湖町内及び伊達警察署管内におけ

る子供に係る事件及び不審者情報等の件数を把握しているかとのご質問にご答弁をさせてい

ただきます。 

  まず、町独自では事件等の発生件数の把握はできませんことから、伊達警察署に確認をと

らせていただき、過去３年間の伊達警察署管内及び洞爺湖町内での発生状況についてデータ

をいただきましたので、その数値で説明をさせていただきます。 

  まず初めに、子供に係る事件発生件数でございます。こちらにつきましては、13歳未満の

子供が関連した事件とのことでございます。 

まず、伊達署管内におきまして、平成27年はゼロ件、平成28年１件、平成29年はゼロ件と

のことでございます。ちなみに、洞爺湖町におきましては、27～29年、３年間、発生はござ

いません。 

  また、次に不審者情報等の発生件数でございます。こちらは、声かけ、つきまとい、痴漢

等を含めた数値でございます。 

まず、伊達署管内でございます。平成27年12件、平成28年28件、平成29年が５件となって

いるとのことでございます。ちなみに、洞爺湖町におきましては、平成27年に１件発生して

いるということで、28～29年につきましてはゼロ件とのことでございます。 

伊達署管内での発生件数でございますけれども、この発生につきまして、伊達市での発生

がほとんどということで、先ほど言いました27年の12件のうち１件が洞爺湖町ということで

ございます。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 各学校の情報提供のシステムはできているかということでござい

ますが、不審者情報や事案の発生があった場合、胆振教育局などから教育委員会へファック

ス等で連絡が入りまして、教育委員会から各小中学校へファックスをして、情報を提供して

いるという状況でございます。 

  また、このほかに、北海道警察が実施してございます「ほくとくん防犯メール」というも

のがございまして、希望する方は誰でも登録することができまして、これは無料でございま

す。パソコンや携帯電話にメール配信するサービスで、子供に対する声かけ事案などの不審

者情報や通り魔事件、路上強盗、ひったくりなどの事件の発生と防犯対策情報などの情報が

配信されてございます。このサービスを利用している先生方もいるとお聞きしてございます



－100－ 

ので、これらの方法により、各学校において不審者情報等の事案を把握しているというとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 発生件数もこの当町においてはほとんど皆無に近い状態で推移し

ているということで、ただ、伊達市で発生しているという案件がございますので、隣の市と

いうこともありますので、人の動きによっては当町も影響を受けないとも限らないことから、

やっぱり注意深く当たっていってほしいなというふうに思いました。 

  それと情報の流れについては、おおむね整理はされているのかなというふうに思います。

いろいろな情報手段が豊富になってきておりますので、逆に、あまり手段が多過ぎるとか

えって混乱することもあるかもしれませんけれども、その辺の機器、機材も含めて、定期的

に使われるというか、それを活用しないほうがいいのですが、活用する側の立場に立って、

機器としてふさわしいかどうか等も考慮していただきたいというふうに思っていますし、あ

と、各地域の防犯協会さん、それから青少協さん等で、これは情報の流れとは全く関係ござ

いませんが、地域によったら、防犯の教室を開いたりやっているところがありますので、こ

の辺の協力もいただきながら、事前にこういったものを防ぐという取り組みをしていってい

ただきたいなというふうにお願いを申し上げまして、次の質問に移りますが、今の２番目の

質問との結果的に関連があるわけですが、十分過ぎる、やり過ぎることはないぐらいの事案

といいますか、ことでありますので、徹底してやっていただきたいということに変わりはご

ざいませんが、再度という意味も含めて、通学路や地域で危険箇所がないかどうかとか、そ

ういったものを把握する、共有するという観点から、今まで以上にその取り組みについて、

もう一度再点検する必要はないかも含めて、３番目の質問でございますが、安全を確保する

ために現在及び今後行うべき具体的取り組みについて、もしあれば、お答えをいただきたい

と思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） それでは、私のほうから、危険箇所の把握及び周知状況について、

まずご説明をさせていただきます。 

  町におきましては、平成27年度に本町地区の自治会、学校、防犯協会と関係団体の皆様の

ご協力をいただきまして、洞爺湖町虻田地区防犯交通安全マップを作成してございます。虻

田地区の全世帯及び小中学校に配付させていただき、危険箇所等の周知をさせていただいた

ところでございます。 

  このマップにつきましては、主要通学路の危険箇所と不審者等の出没が危惧される場所を

地図と写真で示したものでございます。関係団体の皆様と協議の上で作成させていただき、

現在も道路状況や周辺環境に大きな変化がないことから、本マップを継続して利用いただい

ていると考えてございます。 

  なお、新たな危険箇所等が生じた場合につきましては、修正が必要になった場合は更新を
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行うこととしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 教育委員会が事務局になって、昨年立ち上げました洞爺湖町通学

路等安全推進会議ということで、学校関係者、それから地域、自治会だとか防犯協会、交通

安全協会等、それから事務局は私どもですが、庁内では、あと住民課、それから建設課と

入って、通学路等の安全ということで、現地点検等もしてございますので、新たに立ち上げ

たものをしっかり活用しながら、取り組みを進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） これは本当に、先ほど天野次長がおっしゃいました、７歳の子供

が、まだ夢をたくさん実現したい、将来長くある人生なのに途中で断ち切られてしまったと

いう、大変不幸なことが起きたわけでございますので、そういうことのないように取り組み

は徹底していただきたいというふうに思っております。 

  新潟での起きた事件でございますけれども、ニュースとか報道ですので、多分間違いない

と思いますが、容疑者は、過去に、同様なのか中身はちょっとわかりませんが、事件を起こ

していて、書類送検されていたというふうに言われています。なぜそのことがあったにもか

かわらず、このような事件が起きてしまったのか。確かに人権だとか、個人情報だとかとい

ろいろな守らなければならないことも確かにありますが、命を奪われてしまったら元も子も

ないわけであります。今、加害者の権利は擁護されても、被害者からしたら本当に許されな

い事象で、納得のできないことだと思います。このことが共有されていたら、ひょっとした

ら未然に防げたのではないか、こんなふうにも思うところでございます。 

命を守れない、個人のことを守るべき権利が存在するものなのかなという、ちょっと変な

言い方ですけれども、やっぱり命が第一だと思います。人権も大事です。ということで、こ

れはちょっとお答えしにくいかもしれません。お答えにくいかもしれません。人権が絡んで

いますし、個人情報の保護とかという観点からもありますので、ちょっと言葉を選んで答弁

していただかなければならないかもしれませんが、率直な思いを、教育長でも町長でもよろ

しいので、やはり命が大事だ、命が第一だという観点から、お答えをいただけたらありがた

いなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 議員がずっとおっしゃったとおり、こういう事案というのは、事件

といいますか、本当に都市であっても地方であっても、かかわりなく起こる、毎年起こって

いるなというのが私、印象として思っております。 

  そういう中で、今回は本当にかなり特異な経過かなというふうに理解しております。今お

話ありました人権問題、これも大きな問題だと思ってございます。当然これは憲法で定めら

れているということでございます。また、一方で、人の命ってどれだけ大切なのだろうとい

うことも、これもやはり憲法で定められているところでございますので、これを比較して、
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こっちが大切だ、こっちが大切だということはなかなか難しいのかなと思ってございます。 

  そういう中で、私、一つやっぱり思うのは、地域の力というのが大きいのではないかなと

思ってございます。私もこの事件の報道を初めて知ったのは８日の日でございました。その

後すぐの校長会、また、その後の教頭会で私のほうから各学校に指示をしたわけでございま

すけれども、本当にこういうことが絶対あってはいけないなというふうに思ってございまし

た。その中で学校では、学校集会または学級集会等を通じて、防犯指導をしっかりと行って

いただいているなと思ってございます。 

  具体的に、洞爺湖町では、今、中学生まで防犯ブザーを配付してございます。これらの点

検等も含めてやっていただいてございますし、子ども110番の家、これの活用についても指

導していただいている。また、警察とか、それから防犯協会等の協力もいただきながら、

「いかのおすし」というのがよく言われているのですね。「知らない人にはついていかな

い」「知らない車には乗らない」「大声で叫ぶ」「すぐ知らせる」、そして「すぐ逃げる」

という形。この「いかのおすし」という、これをしっかりと指導していただいているなと

思ってございます。 

  ただ、こうしたことは、不審者に出会った場合の対処ということになろうかなと思ってご

ざいます。これはこれで大切なことなのですけれども、やはりそういう状況をつくらない地

域づくり、社会づくりというのが大切なのかなと思ってございます。 

  旧虻田町でも、以前は住民の見守り活動というのがしっかり行われていたような気がしま

すけれども、人口減少、高齢化社会などを迎え、そして、保護者の皆さんがほとんど働いて

いるという状況にあって、登下校時の見守りというのはなかなか難しいのだろうなというふ

うに思ってございます。やっぱりそういうときに重要になってくるのは社会のあり方、社会

の目というのが大切だというふうに私が思っているところでございます。本当に登下校の見

守りに特化して見守りするというのはなかなか難しいと思ってございますので、それ以外、

登下校に限らず、そこだけに特化しないで、住民の皆さんがいろいろな活動のときに、登下

校時間にちょっと目を向けてもらえれば、かなり社会は変わってくるのかなという思いを

持ってございます。 

  ちょっと話がずれていたかもしれませんけれども、人権問題、また、命の問題というのは

しっかりと両立させるような形で進めていかなければならないのかなというふうに思ってご

ざいます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま町内、特に学校関係、地域住民とのかかわり合いの形につい

ては、教育長の答弁のとおりだ思います。私はちょっと違った角度から、今の社会といいま

しょうか、本当に悲惨な事件が最近は数多く出ているかなと。この間も新幹線の中になたを

持って入って、女性の方に切りかかった。それを止めようとした男性が痛ましくもお亡くな

りになってしまった。その切りかかった男性を警察が取り押さえて、そして、取り調べの中

で、この人、本当にどうしているのだろうという、どうなっているのだろうという思いで、
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その記事を読んでおりましたけれども、もう、この社会が嫌になってしまった、あるいは、

また刑務所を出たら同じことをしようだとかということを、ですから、要は社会がどうなっ

ているのだろうというふうに捉えられるような事件が数多く増えてきている今の現状かなと

思いまして、ここら辺につきましても、これからしっかりした国の対策をお願いするしかな

いのかなと。そして、地域で見守りをしていくということしかないのかな。今、私どもがで

きる限りとしては、やはり地域をしっかり守っていく、これだけに特化しているのかなとい

うふうに感じております。 

ただ、私もその新幹線に乗っていたら、同じような行動ができたかというと、なかなか

やっぱりそこまでの勇気はなかったのかなというふうなことを今感じて聞いておりました。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 今、子育て支援等で、いろいろ皆さんで知恵を出し合って頑張っ

ている中です。本当に子供たち、少ないです。子供は未来の宝ですので、地域、社会、我々

大人がしっかり守っていかなければならないことだなと、私自身も痛感したところでござい

ます。 

  以上で、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、13番、五十嵐議員の質問を終わります。 

ここで、２時30分まで休憩いたします。再開を２時30分といたします。 

                                （午後 ２時１９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３０分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

次に、１番、岡崎議員の質問を許します。 

１番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） １番、岡崎です。６月の議会、皆さん、どうもご苦労さんでございま

す。 

まずは、町長、３期目当選、心からお祝い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、通告順に質問いたしたいと思います。 

それでは、早速ですが、質問に入ります。 

住みよいまちづくりということで、一つ伺いたいと思います。 

洞爺地区の老三樹について伺います。 

この公園は、地域のシンボルとして長く親しまれてまいりました。また、ここには友好都

市の三豊市からの寄贈された大久保諶之丞公の胸像が親しめ、より一層重みを感じさせてい

るところでございます。 
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この公園につきましては、これから夏なんかは特にそうですけれども、休みに訪れる人た

ちがおりますけれども、そういう中で、年配者や子供たちがそこに来て、座って休むという

休憩のベンチ等がございません。そういうことで大変不便を感じているようでございます。 

先日も、道央のほうから訪れた女性の方とか、子供たちが地方から訪れましたけれども、

そこに座ることもないということで不便な感じを持っていた人たちがおりました。そういう

ことで、せめて夏の間、限定ということで、仮設はできないのかなと、そういう思いでござ

います。 

国立公園によりますと、仮設ですと問題なく設置がしやすいということもあると思います。

そこで、この公園に仮設のベンチを設置していただけないかなと、そういう考えで質問いた

しております。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） 老三樹公園のベンチにつきましては、湖を背景に老三樹を眺める

ことができるように、公園の一番奥まったところに３脚ほど設置されております。 

なお、このベンチは、埋設した基礎に固定し、その足の部分周囲をアスファルト舗装して

いるために、簡単に移設できない状況にあります。 

また、夏の時期に公園を訪れる方が、議員おっしゃるように多いというような状況もござ

いますから、この期間だけ、町道に近い湖側にベンチを仮設で置くような形で設置を進めた

いと考えてございます。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） あの付近は湖畔なのですけれども、湖畔を散策なり、また、公園に訪

れても、私も年に何度かは行っているのですけれども、今本当にベンチがあるのが知らな

かったというか、全く見えないところにあるものだから、余りつくったときの意向がちょっ

とわかりませんでしたけれども、今後、そういう設置をしていただいて、訪れた人たちにひ

とつ楽しんでいただけるような、そういう公園にしていただきたいと思います。 

  そこで、この老三樹について、もう一つ伺いたいなと思います。 

  この木は、センと桑と桜、その３本から成り立っているところでございます。これはその

昔、洞爺村に四国から移住された人が、相互扶助、開拓精神を説いたものと語り継がれてお

るところでございます。また、地域のシンボルとして、大変親しまれているものでございま

す。 

  また、この老三樹につきましては、地域の青年の方が、創作劇をつくりまして、その精神

を若い人にも受け継ぎましょうというようなたぐいの演劇ができまして、そういう舞台をつ

くりまして、地域に発表されていたという、洞爺地区に対してはそういう歴史を感ずる、そ

ういうような地域としては、敬愛されてきた老三樹の木でございます。 

そこで、この老三樹が、名前のとおり大分年数が経ってきております。それで、やはり今

までに３本のうちの桜の木がややちょっと弱いときがございました。そういう中で、昭和47



－105－ 

年ですかね、北海道の保護樹木の指定を受けまして、地元の人たち、地元ですね、行政が中

心でそういう手立てといいますか、管理をずっとしてきたという、そういう保護された中で

今の老三樹というのもございます。 

先ほど言いました大久保諶之丞と隣接した公園でございますので、この三樹の木の今後の

管理につきまして、どのようなお考えを持っていますか。ちょっと伺いたいなと思っていま

すけれども、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 議員おっしゃるとおり、老三樹は歴史ある地域のシンボルという

ことで、北海道の保護すべき樹木ということで認定を受けているところでございます。 

ただ、樹木につきましては相当弱っているというような状況で、これは行っていただいて

議員もご存じのことかと思うのですが、鉄柱を枝の支えで３カ所ほど保護しているような状

況です。ただ、その保護している鉄材も老朽化が進んでいるというようなこともございます

ので、またどういった方法ができるか、ちょっと庶務課でも検討させていただいて、支柱の

更新などを進めていきたいなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういう考えがあるようですので、できれば専門の樹木医の方に一回

見てもらう。あそこだけというわけにいかないでしょうから、町内でどこかそういう機会が

あれば、あわせて診断というか診てもらう。そういう方法をしていただければと思って、今

日、質問に立っているところです。いかがですか。その樹木医等に診てもらうという診断は。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 実は昨年、ちょっと業者のほうに、造園会社の社長さんに一度見

ていただいたことがございまして、樹木としては相当弱っているねということで、安全性を

考えるのであれば、枝などの剪定ということをその造園会社の社長さんはおっしゃっており

ましたが、先ほどもお話したとおり歴史ある木でございますので、議員おっしゃるように樹

木のお医者さんに来てもらって、あの形で残すにはどうしたらいいかということで検討させ

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） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういう方向でひとつ保護して、これからも地域のシンボルとして残

していただきたいと思います。この件はこれで終わります。 

  それでは、次に移りたいと思います。 

  次は、国道230号と道道豊浦洞爺線の交差点の交通安全対策ということで伺いたいと思い

ます。 

  今年は例年になく、道内の交通事故死が増加しているところでございます。国道230号は

道南と道央を結ぶ主要幹線道路となっております。夏は観光の交通量が非常に多くなります。

また、秋の繁忙期には、貨物車が多く見られます。そういうことから、地元からは、道道側

からの横断というのが非常に危険だというふうに言われております。怖いのだと。そういう
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中で、やっぱり信号機が欲しいという地元からのそういう意見が寄せられているところでご

ざいます。その信号機の設置について、町としては、今までいろいろ対応はされてはきたと

思いますけれども、いかがでしょうか、このことについて。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 国道230号と道道豊浦洞爺線の交差点につきまして、危険性が高

く、信号機が必要な交差点だと思うが、町の認識はとのご質問かと思います。 

ご質問の交差点につきましては、国道230号、道道豊浦洞爺線、町道成香14号線が交わる

十字路の交差点でございます。国道230号は、見通しのよい直線道路で、通過する車両はか

なりのスピードを出して走行している状況にございます。また、道道及び町道から国道230

号への進入、横断の際は、春先を除いて、路肩の雑草、これはイタドリが主になりますが、

や雪山により見通しが妨げられる状況が発生しており、特に冬期間においては、町道側から

国道への右左折及び直進は、地吹雪による道路上の視界不良の防止のために設置されており

ます防雪柵が逆に目隠しとなり、車両全部を車道内に進入しなければ、国道を走行する車両

の確認ができないのが現状で、このような危険な状況を解決するためには、信号機の設置が

重要と町として判断をさせていただきまして、伊達警察署を通じて、北海道公安委員会に対

しまして信号機の設置要望を行ってまいりましたが、北海道の財政状況や公安委員会におけ

る信号機の削減方針などさまざまな要因があるのかと思いますが、いまだに実現に至ってい

ないのが現状でございます。 

町としましては、今後も伊達警察署と連絡をとりながら、要望を継続してまいりたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） これは道道ができてから、本当に長きにわたる課題のようになってお

ります。担当の人もなかなか本当に、警察等関係に働きかけているという、難題に対して本

当に敬意を表しているところでございます。 

  そういう中で、信号機の設置が非常に困難ということのようでございまして、そういうこ

とに鑑みまして、それならば、交通量が少ないところのその信号機を移設させる、移動させ

る、そういう考えというのは地域の人も持っているようですけれども、私も前々からそう

思ってはいたのですけれども、その移設について、道の公安委員会なり関係機関に交渉とい

うか、要望するなり、そういう対応の考えはいかがですかね。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 信号機の設置に当たって、ほかの信号機を移設での対応はできな

いかというようなご質問かと思います。その点も含めまして、ちょっと伊達警察署のほうと

調整をさせていただきながら、要望活動を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） ちょっとしつこいようですけれども、もう一つ。 
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そういうことで、警察なり、警察より公安委員会のほうが話がきくのかなと思いますけれ

ども、とにかくそういう関係機関にやっぱり声を上げて、必要だよということをアピールし

ないとなかなか、黙っているといつまでもそういう設置なり移設なりは不可能かなとも思い

ますので、ひとつ地域の代弁としてまた発信していただきたいと思っておりますので、その

点、ひとつ対応をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

それから、先ほど課長からちょっとお話にありましたように、道道から国道に渡っていく

というか、横断する場合、イタドリとか葉っぱの大きいのが茂って、どうも道路側に倒れて

いると左右の確認ができないのだという、そういうことで危険性がより一層高まっているの

だよということを聞かされますし、私自身もそういうふうに現場で感じていることがござい

ますので、この管理をひとつ道のほうに、昔の土現ですかね、そういうところに対応をひと

つおっしゃっていただきたいなと思いますが、いかがですか、それについては。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 議員ご指摘の周辺の草刈り等の管理についてでございますが、ご

承知のとおり、国道や道道の管理につきましては、それぞれの道路管理者が実施していると

ころでございますが、昨年度におきましても見通しが悪い箇所の草刈り等の要望につきまし

ては、その都度、各道路管理者に連絡をし、処理を依頼し、処置をしていただいているとこ

ろでございまして、今後もそのように対応したいと考えております。 

なお、今回のご指摘の場所につきましては、６月11日から開発のほうで草刈りをやってご

ざいます。また、道道につきましては、先週、たしか金曜日だったと思うのですが、草刈り

を始めているような状況でございます。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういうことで、維持管理をきちっとしてもらうように今後とも要望

をひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  それでは、次に移りたいと思います。 

  それでは次に、武四郎坂駐車公園につきまして伺いたいと思います。 

  今年は、北海道が150年を迎えたということで、この名付け親として、幕末の探検家、松

浦武四郎が名前をつけたということで、広く知られているところでございます。 

  この公園は、武四郎が訪れた、通った、そして、そこの地点の眺望の良さにしばしの間見

とれて、そして、たたずんだところというふうに言い伝えられているところでございます。

その武四郎にちなみ、武四郎坂駐車公園と命名されたと言われているようでございます。 

  そこで、この武四郎坂駐車公園は、道道の岩内洞爺線と同時に整備されたと言われており

ます。当時は、周辺は大変眺望がよく、ドライバーにとりましても疲れを癒やす、本当にす

ばらしい癒やしの駐車公園というような感じで、ドライバー等に大変親しまれていたようで

ございます。また、人気のスポットということで捉えられていたようでございます。 

そういう中で、現在、もう何十年も経っている間に、公園の周辺の環境が大きく変わって
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おります。その周辺の変わった環境についてどのように捉えておられるか、ちょっと伺いた

いと思います。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 議員おっしゃるように、整備された当時は大変眺望のいい箇所と

聞いてございますが、武四郎坂駐車場は、北海道所管の施設でございまして、その周囲は民

有地に植林されている多くの樹木が生い茂り、眺望を遮断している状況であります。こんな

ような状況でございますから、現状におきまして、町として対応は非常に困難な状態にある

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） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 公園は道が建設したということでございますけれども、周辺について

は、民地で、不在地主の土地だということで、その人が木を植林したということで、状況が

大分、現在変わってきたのかなと、そういうふうに思っておりますけれども、その地主の所

在なんかはどうなのですかね。今、個人情報とかいろいろ言われてはおりますけれども、そ

ういう地主の所在とか、また、その地主の考え方とか、そういうことはどうですか。講じた

ことはありますかね、そういう対策。 

○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） 民有林に植林がされているということでございます。通常

でございますと、民有林に補助事業で植林をしますと、やはり40年程度は伐採ができないと。

間伐程度はできますけれども、伐採ができないということがございます。 

また、周辺でございますが、やはり洞爺のああいう山とか、そういう部分については、町

外の地主の方が多く所有しているという実態もございます。そういう部分の中では、やはり

今課長が申し上げましたとおり、なかなかやっぱり、それを町で対応するというのは非常に

難しいのかなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 今後、地主を探すといいましょうか、そういうことで協力を得るとい

う、そういう考えはどうですか、お持ちですかね。 

○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） やはり地主を探すというか、その辺になると、町のほうで

その土地を買うだとか、伐採するだとか、そういう考えになろうかなと思うのですけれども、

それについては非常に難しいのかなと。財政的な部分も含めまして、非常に難しいのかなと

いうふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういうことになるかと思いますけれども、協力をいただくというか、

木をちょっと切ってもらうとか、展望が開けるようなそういう樹木の伐採等、そういう協力

を呼びかけてはどうですかね。いかがでしょうか。 
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○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） 先ほどから申し上げましたとおり、植林という目的で、仮

にそこに国費なり道費が入っているとしたら、30年から40年は伐採できませんよという部分

を考えますと、やはりそれについては、相手のほうにそういう部分のお話をしましても、結

局、植林という部分の中で植えていますので、難しいのかなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） その点はこれでちょっとおさめたいと思いますけれども、機会があれ

ば、何とかそういう木をうまく利用できるような、公園の眺望がよくなるような方法をひと

つ講じていただければありがたいなと思っております。 

  そういう中で、この公園の中ですね、公園敷地内。それもちょっと環境が変わってしまっ

たと地元でもちょっと残念な声もあるのですけれども、今まであったものがなくなってし

まってというような、そういう言い方も聞いています。だから、そういうことでまた公園内

の環境の衛生が悪くなるというか、そういう可能性もまた懸念されるのかなと思っておりま

す。そういうので、ひとつその辺の衛生環境の、道に対してその対応を今後も進めていただ

きたいと思いますけれども、その辺、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） あそこの公園につきましては、もともとはそこにはトイレ

もございましたが、眺望が悪くなった段階におきまして、利用者が少ないという部分の中で

は、やはりトイレも撤去されたと。ただ、駐車場としては、そこにはまだ設置されておりま

すので、ごみだとかそういう部分については、北海道のほうに対しまして、清掃していただ

くようなことでご相談についてはさせていただ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） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういうことで、今後とも道に対して、対応をひとつよろしくお願い

したいと思います。 

  それでは次、洞爺地区の浴場についてということで伺いたいと思います。 

  午前中もそういういろいろお話、いこいの家について質問ありましたけれども、現状、浴

場も老朽化が進んでいるということで、午前中もお話ありましたけれども、利用者からする

と、老朽化が進んでお湯の温度が下がってしまうというか、ぬるくなったり、なかなか一定

の温度にならないことが多々あるのだというような話もありまして、いろいろな弊害が今起

きているような話もございます。 

そういう中で、高齢化社会を迎えまして、住民の健康福祉の観点ということで施設がつく

られたようですけれども、もう年数が経っていますということで、代替の話も午前中もあり

ましたけれども、やはり早急に、前の話が進まないと次に行けないというような、そのよう

な状態かもしれませんけれども、できるだけ早い考えを持っていただきたいと思います。 

そういう中で、市街地の、いわゆる杖をついても行けるような、そういう場所に設置して

ほしいという声が年配者から、高齢化社会を迎える中でそういう声が今少なくない状態でご
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ざいます。そういう中で、午前中の答えもございましたけれども、市街地につくるという考

え、どの辺がというか、その辺の考えをお持ちでしょうかね。今構想までいかなくても、ど

の辺がいいのかなと。それをお持ちかどうか、ちょっと伺いたいと思います。この機会に。 

○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） 午前中にも町長のほうから、この周辺の地域の開発につい

てご答弁があったと思います。その中で、老朽化しているいこいの家でございます。昭和58

年に建築をして、35年が経過しております。その中で一部、平成22年には外装または内装、

浴槽など一部改修はしておりますが、建築から機械設備については一度も、修繕はしており

ますが、大幅な改修はしていない状況でございます。 

そういう施設の中で、これを建て替えするとなると、やはり多大な経費がかかるという部

分の中では、周辺の振興策とあわせた中で、何とかその辺の財源も含めた中で、建てていき

たいというふうに考えております。 

その中で、洞爺地区についても高齢者の方が年々増えてきております。やはりそういう

方々の利便性を考えますと、市街地に建てたほうがよろしいのかなというふうな考えでござ

いますし、また、その施設につきましては、現在よりも充実して町民の方々が利用しやすい

施設にさせていただきたいというふうな思いでございます。 

なお、建設場所や建設内容につきましては、今後その辺が固まりましたら、住民の方々の

ご意見をお聞きしながら、議会とも協力して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） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういう思いで、ひとつ進めていただきたいと思います。 

  この施設は、単なる浴場をつくるだけの話では終わらないと思います。この地域のこれか

らのまちづくりの一つの拠点になるのではないかと、そういうふうに思っております。そう

いうまちづくりの本当に中心的な観点になろうかなと思いますので、ひとつ中心部につくっ

て、そして、ある意味では集約した、そういう将来につながるまちづくりというのを、やっ

ぱりここで考えていく必要があるのではないかというような思いでおりますけれども、その

辺、いかがでしょうか。最後にこれは町長にちょっと聞いたほうがいいかな。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） 今、岡崎議員のほうから、いろいろお話ありました。その思いという

のは、我々も地域の方々から聞いております。それで、洞爺地区の、それこそまちづくりの

拠点となるような施設、それを洞爺の中心部付近、その辺に何とかできないかということで、

内部では検討しておりますけれども、いかんせん、先ほどから支所長が言うとおり、先の、

いわゆる財源見通し、これができなければ、なかなか先に進まない部分がございますので、

なるべく早い時期にその辺の見通しを立てて、地域の方とまたご協議させていただきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 町長の３期目の４年間の集大成ということで、ひとつ期待申し上げま
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して、終わります。ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、１番、岡崎議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

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

◎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０６分） 
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