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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、14名、全員であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、３番、竹林議員、４番、今野議員

を指名いたします。 

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

◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、９番、板垣議員と２番越前谷議員の２名を予定しております。 

初めに、９番、板垣議員の質問を許します。 

９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） おはようございます。９番、板垣でございます。 

通告に従って、一般質問をさせていただきますけれども、町長においては、今回、議会で

各議員から言われておりましたけれども、本当に再選、おめでとうございます。大変な選挙

だったとは思いますけれども、当選したのもつかの間、大変嬉しかったと思いますけれども、

これから４年間が、また大変なことがたくさんあると思います。また、今回も議会の中で各

議員のほうからも、上げられたり下げられたり、いろんな忙しい思いもしたと思いますけれ

ども、これから４年間、本当に町民のために真屋町長が先頭を切って、本当にすばらしい洞

爺湖町になるための礎を築いていただきたいと思います。 

それでは、質問に入らさせていただきます。 

初めに、今回は町長がこの間出した平成30年度町政執行方針ということで、多岐にわたっ

ていろいろ書かれておりました。これを読んで、私、これを中心に質問したいと思います。 

まず初めに、商工業振興を進めるための１条として、国、道、また町などが、また商工会

等が実施している助成金、また税制、融資制度などが町が一元化して事業者をワンストップ

で支援するべきと思うが町の考えは、ということで、通告はこうなっております。 

この質問、今回、町政執行方針の中でも出ていましたけれども、商工業者に対しての支援

とか、たくさんいろんな部分で角度が出ておりました。それで、私、今回、この質問に際し

て、ある町民というか、ある事業者の方からちょっと相談を受けまして、商工会に行ったら

商工会に行ったなりで、商工会のわかっている範囲のことは教えていただけるけれども、町

は町でまた、向こうのことは商工会じゃないかとかと、そう言われたことがあると。町のほ
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うに聞くとそんなことはないと言うのですけれども、そういって言われたことがありまして、

これ、町としていろんな国の制度、ありますよね。融資の制度だとか、税制がこれだけやれ

ば税制が優遇されますとか。たまたま私など、私の所属している公明党のところで、中小企

業応援ブックというのを今回つくったのです。これ見ると、国のことやら、町がやることや

ら、今、融資、小規模事業者向けの融資制度だとか、また、税制優遇だとか、いろんなこと

が書かれてあります。恐らく、これ以外にもまだ町としてもいっぱいあると思うのです。そ

ういうことを町の担当のほうでそういう事業者が相談が来たときには、全て、そこで大体説

明できるというか、理解してもらえるとか、また、そこでわからないことは別な、例えば国

なら国の組織のほうに相談してあげるとかというようなことをしてはどうなのかということ

に対して質問でございます。 

そういうことをやっていただければ、洞爺湖町の事業者の方々も、商工会といっても商工

会入っていない方もますし、いろいろいます。その中で、商工会が今６割くらいですか、事

業者が入っているのが。うちの町として。４割以上の方は入っていないということもありま

すし、そういうことも含めて、こういう町の担当として、こういうものを教えていただける

ような場面をワンストップしたらどうなのかと思いますが、その辺は町の考えとしてはいか

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） ただいまのご質問でありますが、国や道の補助制度、融資制

度、これはいろいろ制度がございます。それで、わかりづらい面もたくさんあるのですが、

利用について、各事業所でそれは判断するというのも大変だなということは感じております。

どこの機関のどの制度に該当するのかなど、なかなか自分で判断するのが難しい部分がある

のかという感じは受けております。 

議員よりご提案がありました、産業振興課がワンストップの窓口となって対応するという

ことでございます。これについてですけれども、今までも窓口のほうに来られた方につきま

しては、その内容に応じまして、例えば中小企業総合センターですとか、あるいは中小企業

庁の北海道よろず相談所などの紹介なども行ってきたところでございます。中身によっては

商工会のほうも詳しい部分もありますので、商工会のほうに紹介したこともございますけれ

ども、相談者にとっては、やはり不安な部分があるのかなというふうに思っております。 

どこにどのような相談をしていいのかわからなくて、例えば補助金自体を諦めてしまうこ

とがあってはならないというふうに思っておりますので、商工会とも連携をとって、各種補

助制度の整理等を行って、商工会とも今後、今まで以上の対応について、前向きに検討はし

ていきたいというふうには考えております。ということで、今後相談の窓口ということで、

その一本化については、商工会とも相談しながら検討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） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、課長の答弁、そのとおりやっていただければと思います。 
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結構、もったいないという、わからないばっかりに利用できなかったという方もいるとそ

の方は言っておりましたけれども、もったいないというか、そういうこともありますので、

やっぱり町としてそういうワンストップ化して相談を受けますよということにしていただき

たいと思います。 

また、もう一つ、そういう制度があること自体も知らないという方もたくさんいますので、

例えば新しい制度ができた場合、国の制度、例えば今年と来年しか使えませんという制度な

んか、たまにありますよね。その、単年度とか。そういうときも、その情報を得たとき、町

広報誌だとかホームページだとかでも結構ですので、逆に周知をしてあげる。こういうもの

が今ありますよだとか、こういうものができましたよとかということが、周知をするも大事

なのではないかと思うのです。 

そんなような考え方でいかがでしょうか。 

○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） 制度に関しての周知ということでございます。 

今、議員もおっしゃいましたように、制度の内容がすぐ変更になったりとか、あるいは単

年度で終了するという、そういう制度もたくさんあると思います。これについて、これはや

はりいろいろ情報の収集しなければならないという部分もありますけれども、これについて

はできる限り漏れないような形で収集をしていって、なるべく、商工会ともいろいろと相談

しながら、これ、町のホームページ、あるいは商工会のホームページにもこれらを載せられ

るような形で今後検討していきたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、答弁のとおりやっていただきたいと思います。先ほども話しまし

たけれども、せっかくある制度が利用されないで、たまたま自力でやる方もいると思います

けれども、せっかくある制度であれば利用した方が得だと思います。町民もそれで事業者と

しても一歩進めるわけですし、だからそういったことを町として真剣に考えて、商工会とと

もにやっていただければと思います。 

  この１番については、以上で終わります。 

  次、（２）で人口減少の中、今まで以上の子育て支援が必要と思うと、出産祝い金の拡充

などをすべきと思うが町の考えはということで、今回、町政執行方針の中でも、これも子育

てのことについていろいろ書かれておりました。心豊かに子どもを育むまちづくりと、言葉

は大変立派だと思います。 

子育て支援についてということでいろいろ町政執行方針に書いております。例えば保護者

や地域住民が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か、そのほかにもたく

さん書かれております。あと、これから子育て世帯の経済的負担の軽減を図りながら未来を

担う子供たちのすこやかな成長を支援する、推進していきますとか、そういう言葉が書いて

おりました。 

これを読んで、本当に子育て、昨日、一昨日の話からも、過去の議会からもありましたけ
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れども、要するに、当町の人口減少ということも、本当に大事な問題でございます。これも

各議員が質問しておりますけれども、その中で今回絞って質問したいと思います。 

  まず、出産祝い金のときに、町として地域振興券的に子育て応援商品券みたいな感じでお

渡ししております。１子目が５万円、２子目が７万円で３子目が１０万円という、その中で

やっています。それの充実も含めて、もう一つは、子育て応援というか、その中でいろいろ、

北海道でもいろいろされております。その辺のことも、町としてどのような対応をされてい

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） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 今、北海道で実施をしております子育て支援策等についてご質

問がいただきました。 

  まず、北海道では、どさんこ子育て特典カードというものを妊娠中の方、もしくは小学生

以下の子供がいる世帯に特典カードを配付をいたしまして、子供と同伴で買い物や施設など

を利用する際に特典カードを提示することによりまして、協賛店舗のご好意によるさまざま

なサービスを受けられる子育て家庭を支援、応援する取り組みを実施しているところでござ

います。この事業は、平成28年４月に北海道を含む全国の47道府県で実施しており、全国規

模で事業を展開しております。協賛店舗であれば、47道府県のどこの店舗でも利用すること

が可能でございます。現在、当町では２店舗、具体的に申しますと、サッポロドラッグスト

ア様、それからグリーンステイ洞爺湖様が協賛店舗として登録をしており、商品の５％割引

や使用料の10％割引などを実施しておりますが、町内外での店舗で利用できる店舗名並びに

サービス内容等につきましては、北海道のホームページでお知らせをしているところでござ

います。 

  なお、町では、特典カード利用の対象となる世帯は、平成28年５月に404世帯全てに個別

通知により周知を図り、その後は、第１子の妊娠届けを行った方に、母子手帳の交付とあわ

せて健康福祉センターにおいて配付をいたしておりますが、再度、利用者対象者への周知と

あわせまして、協賛店舗の新たな開拓といたしまして、例えばホテルや旅館などの協賛店舗

登録など、事業者の理解を図るべく、町のホームページや、町広報誌などを活用してお知ら

せをしていく準備をただいましているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、子育て、道でやっているどさんこ子育て支援というのがあります。

それ、昨年からかな、どこかの市がやったのは。結局、子育て支援の方がカードをいただい

ても、今、課長の答弁だとこれから当町としてもいろんなホームページ等で事業者を募りた

いというのがありますけれども、それを私が言いたかったのです。その、結局、カードも

らって、子育て支援カードありますよ、でも使うところがないという場面がこう、一、二年

続いているわけです。それは、せっかくいい制度なので、やっぱり、ちょっと例えば食事す

る、ちょっとどこかへ遊びに行く、ちょっとものを買うにしても、５％でも、その町によっ
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てはポイント倍つけますとか、この辺で一番盛んなのが、室蘭市あたりみたいなのですけれ

ど、室蘭市といってもとにかく輪西町って、ワニポイントだとか、そういうのがたくさんつ

けますとかというやつを見たことがありますけれども、残念ながら西胆振の方ではあまり、

なかなか事業者が参加していないということ、というか知らないと思うのです。基本的にこ

の制度を。だから、その辺を今、洞爺湖町として、今課長言ったとおり、どんどん宣伝して

事業者をたくさん募っていっていただきたいと。そうすると、その本当の子育ての関係で少

しでも、本当にわずかかもしれないけれども、少しの支援にはなっていくのではないかと思

います。 

  その辺で、具体的にこれを、何ていうのですか、支援の呼びかけというか事業者に対して

の声かけというか周知というか、それ、いつ頃までにどうしようとしているのか、また、商

工会とか通してやるのか、その辺もちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 私が今、答弁いたしました内容につきましては、これは47道府

県全て共通のお店で使えるお話でございまして、北海道ではこのほかに市町村の当該地域内

での使用に限定をいたしました地域協賛店の登録、これも収集してございます。近隣市町村

では、今、議員がおっしゃいました室蘭市、ここにおきまして、84店舗が地域協力店に登録

をしているというような状況でございます。地域振興策にも一環にもなるというふうに私も

思っております。反面、個々の商店の負担も生じますことから、先進地である室蘭市からの

ご意見等をお聞きをし、商工担当課や商工会並びに関係機関と十分協議を行いまして、時期

等につきましては、これからの協議の内容等になりますけれども、まずは方向性につきまし

てさまざまな方々からご意見をお伺いしたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そういうことで進めていっていただきたいと思いますけれども、基本

的に参加する側は了解して参加するだけですから、会社とか商店とか個々のお店の負担とか

そういうことをあまり考えなくていいと私は思います。もしそれが嫌だったら、参加しない

のですから。そういう子育て支援とか、５％とか２％とか、何かサービスするというのが特

典をつけるのが嫌な業者であれば、恐らく参加しませんので、どんどん周知していって、私

はそれで参加店をどんどん募っていったほうがいいのではないかと私は思っております。そ

の中で、それはみんな恐らく全国的にこの展開は広がっていくと思います。北海道ももちろ

んそうですけど。 

そういった中で今回、先ほど当町独自でやっている出産祝い金のことですけれども、これ

をもっと充実するのと、もう一つは、子育て世代というか子育て世代限定の地域振興券的な、

例えば年に１回でも２回でも、例えば、いつもだったら上限３万円くらいでやっていたプレ

ミア10％とか20％とかをやるのですけれども、そういった感じの商品券的、地域振興券的な

ものを子育て支援限定に販売というか、そういう方に例えば３万円分買ったら3,000円がプ

レミア分つくとか6,000円つくとか、そのくらいでも本当にありがたいと私は思います。 
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そういった中で子育て支援という部分でそういう、町の考え方としてはそういう考え方っ

て、私は提案したいと思いますけれども、町の考え方はいかがなものでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 当町では、先ほど議員がおっしゃいましたとおり、平成27年４

月より出産された家庭の生活の一助といたしまして、心ばかりのお祝い品といたしまして、

第１子には５万円、第２子には７万円、第３子以降１０万円分の子育て応援商品券を支給し

ております。財源といたしましては、平成27年度は、地域創生交付金を活用して実施をし、

以降はふるさと納税を財源に事業を継続しておりますが、出産されたご家庭からは大変好評

をいただいておりますとともに、地域経済振興の一環に大きく貢献をしているものと感じて

いるところでございます。 

議員からご提案の子育て世帯に限定したプレミアム商品券の発行につきましては、子育て

世帯への経済的支援、地域経済対策のほかに、移住定住対策にもなり得るものと考えており

ますが、実施に当たりましては商工業者のご協力が不可欠であり、商工担当課とも連携を図

りながら、現在、まちづくりを行う上で重要な位置づけとなりますふるさと納税の拡大を目

指すことを目的といたしました、ふるさと納税の推進に向けた町民会議を設置する予定とし

ており、そのような場におきましても十分協議を行い、今後検討してまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 検討していきたいというのことで、ぜひこれ、やっていただきたいと

思います。ということは、町長が言う、よく財源が、財源がって、お金の話になると渋い顔

になるのですけれども、例えばこういうことをやって、例えばですよ、200世帯の人にこれ

を売るという。３万円で600万だと。600万で１割なら60万です。２割とすれば120万。120万

円のプレミアの部分を、例えば町単独ではなかなかできないとなったら事業者にもまた２％

でも３％でもお願いするかとかというような格好もできると思いますので、なんとか子育て

支援、当町としては子育ていろんなことをやっていますけれども、特出したものはあまりな

い。ほかの町もやっていることが多々あるので、何かそういうことも含めて、当町はこうい

うことをやっていますよということでやることがやっぱりある程度、先ほど課長も言いまし

たけれども、定住だとか移住だとか、またこの町の元気になる。またこれは、地域の事業者

にとっても大変いいことなので、今まで伊達に買い物に行っていたのが地元で買い物ができ

るとか、そういうこともありますので、ぜひやっていただきたいと思います。 

  もう一度、答弁をお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○福町長（森 寿浩君） 今、議員からもお話をしていていただきましたけれども、洞爺湖町

は洞爺湖町なりに、最近、中学生の医療費無料化、あるいはインフルエンザワクチンの助成、

あるいは昨年から始めました保育所の保育料の半額助成ということでいろいろやっていると

ころでございます。やはり、今の減少、人口減少そして少子高齢化、こんな中では子育て支
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援を充実していくというのは大変重要な課題だと思っております。 

それぞれの町がそれぞれで努力して、例えば隣の町では高校生まで医療費無料化だとか、

いろんな策があるというふうには思ってます。それで、それを充実させていくのか、あるい

はうちの場合は高校生まではあまりないですけれども、洞爺高校の後、なくなった後、少し

交通費の助成とかそういうこともやってますけれども、そういった子育てというのはやはり

高校生までもいきますし、現状ではただ、皆見次長がお話しましたように、やはり一回手を

つけると継続しなければならないという意味では財源を探さなければならないということも

あるかと思います。途中でやめるわけにもいきませんから、継続してやるためには財源を探

すということの中では、やはりふるさと納税自体がそれほど私たちの町も多くはないのです

ので、ぜひ、これを増やすような形で努力をさせていただいて、そういった中で全体的な子

育て支援というのが、当然まちづくり総合計画２期目にも載っておりますし、トータル的に

考えて、少しずつでも進めていきたいというふうには考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、副町長言われたとおり、財源だとか大変だと思います。しかし、

その中でも知恵を絞っていろんな部分でやっていただきたいと思います。 

  この件についてはこれで終わりますけれども、人口減少と、本当に子育てというのは対で

だと思っております。私も過去にここで質問をしたときに、まだ洞爺湖町には住んでいたい

けれども高校がどっちみち伊達になるしとか、部分で移住される方が、洞爺湖町から移住さ

れる方が多い。また、中学校に入っても部活がなかなかできないから、大きい学校に行きた

いから都会のほうに行きたいとかという方が結構いますので、そういった中で少しでも定住

対策の一助として、我々ができることというのはこういうことぐらいしかないのかもしれな

いけれども、ぜひ、前向きに検討していただいて実現していただきたいと思います。 

  次ですね、３番目です。町の基幹産業である水産業振興について伺いますということで、

今、ふるさと納税云々という話ありました。当町では、ふるさと納税の一番人気ある商品は

ホタテという話を聞いております。ところが、近年、去年、一昨年、今年ですか、なかなか

ホタテの状況があまりよくないような話を聞いておりますし、原因がどうなのか、いろんな

ことが国とか道とかいろいろやっているみたいですけれども、まだわからないというような

状態だと思います。 

その中で、今回、このままにしておいてずっとその、何ですか、今のままでずっといいの

かというふうになったら、私、またちょっと違うのではないかと思う意見もありまして、あ

えて今回こういう質問をしましたけれども、町としては今のこの基幹産業である水産業とい

うのは、どのように考えていらっしゃるのか、まずお聞きしたいと思います。 

○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） 当町の漁業について、どのように考えているかということで、

基幹産業ということでございます。これはやはり一番懸念されるのは、漁業が衰退するとい

うことでございます。これは現在、漁家戸数が34戸で、そしてホタテ養殖漁家ということに
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なりますと28戸ということで、年々減少しているというような状況でございます。それで、

今までもいろんな歴史の中で振り返ってみますと、昭和52年のホタテ貝の大量へい死ですと

か、それから海賊による出荷規制、また景気変動に伴う価格の暴落ですとか、あとはザラボ

ヤ等の付着物の大量発生など、漁業者は大変厳しい状況を何度も繰り返しているというよう

な状況でございます。それで、生産者としては、いろんなそういった不安な部分もあるとい

うことから、やはり後継者もいないということで、親としては子供に継がせたくないと、こ

ういう状況であれば継がせたくないというような気持ちもあるのは事実ではないのかなとい

うふうにも考えております。 

それで、やはり、今大事なことは、今議員もちらっと触れましたけれども、やはりホタテ

の、なぜこのような状況になっているのかという、やはり原因究明が一番、まず、しなけれ

ばならないということで感じております。それで、このままの後継者もなくて漁業を衰退さ

せることのないように、そういった不安の部分を取り払わなければならないという状況なの

かなというふうには思っております。それで、そういったことをまず、きちんとした方向性

といいますか、そのホタテの原因究明をまず足がかりに、今後衰退しないような形をきちん

と求め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） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのとおりにやっていただきたいと思います。先ほど、２番のほうに

触れますけれども、ふるさと納税ということを考えても、当町では一番人気がホタテだと。

そんな中で、それが例えばなかなか厳しくなってくると、そっちの方も厳しくなるのかなと

いうような感じもしますし、町全体にかかわってくる問題ではないのかと思います。 

それが今、課長のほうからもお話ありましたけれども、海の中がどうなっているのかとい

うことも含めて、これ、町だけでは、単独でできるわけでもないですし、過去にも国、環境

省とか何とか、いろいろ調べたデータなんかもちらっと見たことがあります。昔のデータで

すけれども。ありますけれども、なかなかわからないと。ただ、できることって何だろうと

自分で考えた場合、例えば海を汚さないというのがまず一つだと思います。今回も漁業対策

で町政執行方針の中で町長も触れていますけれども、例えば付着物のそういう処理だとか、

ごみ処理としてそういう部分で負担を町でして負担していきますというようなお話もありま

すけれども、それももちろん漁業者にとっては大事なことかもしれませんけれども、まず海

を汚さないというのが前提なのかと。それには何か今、いろいろとお話を聞くと、噴火湾の

こちら側の漁組と向こう側の漁組のやり方が違うとか、面積が違うとか、いろいろあるみた

いですけれども、その中で噴火湾一つを統一というか、ルール的に何か一つにできないのか

と。素人考えなのです。ただ、人間ができることですから、要するに環境だとか自然という

のは、もう人間がどうしても立ち行くことができませんけれども、海を汚さないようにしよ

うというのは、やっぱり人間ができることなのかと思います。その辺で、この噴火湾一つぐ

るっとお話し合いというか各漁協の探査の漁協同士で話し合ったり、また漁業者と各個人個

人で話し合ったりして、やっぱり海を汚さないということを徹底していただきたいと私は
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思っております。その中で一つ何かの結果が出てくるのかなと思いますけれども、そういっ

た考え方というのはいかがに思うのでしょうか。 

○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） 噴火湾の中には、渡島、胆振を含めて漁業、ホタテ貝漁業が

盛んであるということでございますが、この中で、まだ胆振と渡島をつなぐ協議会組織とい

うのもございます。これは、噴火湾ホタテ生産振興協議会という協議会なのですけれども、

この中には胆振、渡島の振興局、それから漁港、市、町からなっておりますけれども、この

中でいろんな対策なども検討しております。例えば昨年、一昨年ですか、台風の被害のとき

もこの協議会が一体となって国、道に要望しているというような、そういう協議会組織でご

ざいます。その中で、いろいろ、例えば胆振のほうからも、胆振のほうは、例えばいろんな

ごみの、例えば沖洗いをやったときにはきちんとごみの回収は行うと。そういうことで胆振

は徹底しております。そういうことで、それぞれの、胆振、渡島でいろんな話し合いの中で、

今後海を汚さないようにというような取り組みを今後進めていかなければならないというこ

とで考えております。その会議の中にも、胆振側からもいろんな提案もされておりますし、

今後、そういう形で胆振、渡島両方同じ考え方で進めていかなければならないのかなという

ふうには思っております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、課長の答弁だと協議会があるということで、その協議会というの

は年にどれくらいやっているのか。それとも緊急的なときにしかやらないのか、定期的なも

のなのか。 

その辺、ちょっと確認したいと思います。 

○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） この協議会は、協議会自体総会は当然やりますけれども、そ

の部会というのもありますので、その部会の中で、例えばいろいろと取り組みを行っており

ます。例えば、去年、一昨年の場合でしたら、いろいろホタテのＰＲのための看板の設置だ

とか、そういう噴火湾一体となったそういう設置だとか、そういったことの協議だとかいろ

いろそのホタテの振興、それからホタテに対するいろいろな問題点の協議だとか、大体年２

回、協議会としては、その部会としては年２回ほど行っております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 年２回やっているということなのですけれども、年２回やればいろん

な話もできると思います。やっぱり、その悩みどころというのは結構同じだったりすると、

とにかく災害なんかが起きると同じだと思いますけれども、このへい死が多いとか、ホタテ

に関して言えばへい死が多いとか、また、海の底がなかなか汚れているのではないかとかと

いうお話も聞きますけれども、そういった問題も含めて、要するにこれ以上汚さないという、

海を。まず、人間ができることはまず一つ、それからかなと思います。沖洗いのときも、

こっちのほうはごみはこっちで持ってきて全部捨てて、海に捨てないで持ってきて処理をし
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ているというお話ですけれども、こっち側はということは向こう側はどうなっているのかと

思うのです。その辺は言っていいのか悪いのかわかりませんけれども、その辺も含めて、確

認しながら、やっぱりこの噴火湾は、人間の目から見たら結構広く見えますけれども、これ、

太平洋から見たらまた本当に池みたいな小さな湾なので、やっぱりこれはみんながこう、そ

こに住んでいる人が、使っている人が、また漁業者が中心となって、やっぱり汚さないとい

うことが一番大事かなと私は思っております。その辺で、協議会の中でやっぱりそういう話

も、ぜひしていただきたいし、また、そういう協議を過去にしたことがあるのかないのかと

いうことも聞きたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 私が聞いたところによると、私来る前にも一度、産業課に来

る前に、噴火湾の底をさらえないかというようなお話もあったということで聞いております。

それは、国も混ざって、いろいろある程度これだけ必要なことだなというような話もあった

ということで、その協議会の中でもいろいろ詰めていったというお話は聞いておりますけれ

ども、結局、最終的にはそれができなかったというお話を聞いております。 

今後、今議員のほうもおっしゃいましたように、その辺も含めて、何かやはり可能なそう

いった対策といいますか、そういったものをやはりみんなで知恵を出し合って今後検討して

いかなければならないのかというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 本当に、今から手をつけるというか、遅いくらいなのかもしれません

けれども、本当に、せっかく自然の恵みがそこにあって、その恵みを生かされなかったら

我々人間が何をやっているんだということになると思いますので、その辺やっぱり、自然に

はかなわないです。自然にはかなわないけれども、でも何とかできる、何かできることは

やっていただきたいと思っております。 

これは、町単独でできるような事業ではないので、これはまた議会側としてもやっぱり国

や道とか、いろんな部分でお願いしなければだめな場面はお願いしてということで考えてい

かなければいけないということは私も個人的に思っていますので、これからも、せめてこの

協議会くらいのときには、年２回の協議会のときには必ずこの話題というか、こういうもの

を出していただきたいと思います。 

  次、４番目に移ります。公共施設、庁舎避難所などに無料Ｗｉ－Ｆｉを設置すべきと思う

が町の考えはということで、昨日も大阪で急に、今まで地震がないようなところで震度６の

地震があったり、それで４名の方が亡くなって、本当に大変な思いをされたと思いますけれ

ども、また、その前に群馬県でしたか、震度５弱だとかと、もう本当に立て続けに、何か今

まで地震がないところが急に地震がなってみたり、ということは今、この日本の国の中とい

うのは、いつ何どき、何が起きるかわからないという状態だと思います。それで、今回のこ

の質問ですけれども、この質問を出したときには昨日、一昨日の地震はなかったのであれで

すけれど、当町はやっぱり、津波被害と噴火被害と。これが一応メインと、メインというか
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一番可能性が高いのかと。その中で、有珠山噴火というのが30年に１回とかとよく言われて

いますけれども、そこそこ年数も経ってきております。その中で、いざというときに避難所

にＷｉ－Ｆｉというのですか、今、洞爺湖温泉街ではＷｉ－Ｆｉあります。やっぱり、外国

人の観光客の方、日本人も含めて、やっぱり結構、かなりの人がスマホを持って携帯持って、

やっぱりいろんなことをされていますけれども、そういった中で、やっぱり、これからはこ

こにいる世代の中で職員のほうが年若いですけれども、この人方よりも若い世代は必ずスマ

ホの世代ですから、私はあまりそれは知らないんだというのはここにいる何人かだけで、こ

れからの人はスマホがあって当たり前で、持っていて当たり前で、Ｗｉ－Ｆｉなんかやって

当たり前でという世界で、今も生活し、これからも生活していくと思いますけれども、そう

いった世代も含めて、やって、またもう一つは、今外国人観光客も結構来ており、たくさん

います。もし、何か災害があった場合には避難所誘導とか、例えばなった場合、やっぱりそ

ういう施設というのが必要だと思うのです。 

その辺は町としてどういうふうに考えているのかお聞きしたいと思います。 

○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） 避難所に対しますＷｉ－Ｆｉ整備の状況でございますけれど

も、地域防災計画における避難所は、現在42カ所となっております。平成28年度に洞爺中学

校において、総務省の公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業を活用して、Ｗｉ－Ｆｉ整備を実施

しております。現在の整備状況は、この１カ所となっております。大規模災害発生時の避難

所におけるＷｉ－Ｆｉの通信体制の整備といたしましては、国の防災計画において、各通信

事業者が指定公共機関に位置づけられているため、通信事業者の役割として整備いただくこ

ととなっております。未整備の41施設のＷｉ－Ｆｉ整備につきましては、この通信体制の整

備により大規模災害時のＷｉ－Ｆｉ通信環境を整えることとしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、課長の答弁だと、業者がいざとなったときにＷｉ－Ｆｉを整備す

るということなのですか。そこだけもう１回確認します。 

○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） こちらの避難所に対するＷｉ－Ｆｉ整備につきましては、指

定公共機関ということで、ｄｏｃｏｍｏですとかａｕですとか、そういった通信事業者がこ

の機関に当たるのですけれども、大規模災害発生時の避難所の通信体制の確保につきまして

は、こういった指定公共機関において整備いただくこととなっております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ということは、大規模災害時といったら、例えば大地震だとか、例え

ばそういうの起きたら、洞爺湖町中心でないですよね。例えば、有珠山噴火とすれば、洞爺

湖町中心になるのか、洞爺湖、伊達ぐらい、壮瞥ぐらいになるのかと思いますけれども、そ

ういったときに、緊急的にその業者は、指定業者というか、その方々はすぐ避難所に対して

早急にというか、早急にそういう設備を整備をしていただけるのか。それともしばらく待っ



－127－ 

てもなかなかできないとなるのか。その辺の確認というか、その辺はどうなっているでしょ

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） 当町災害発生時におけます通信体制の整備でございますけれ

ども、こちらの指定公共機関におきます整備につきましては、72時間というところを目安に

設置をしているところでございます。例といたしまして、2016年、２年前の鳥取の地震の際

には、この通信事業者が実際この通信体制の整備をしており、地震発生のその日に既に避難

所に整備がされているところでございます。当町における大規模災害の関係でございますけ

れども、こちらの災害救助法ですとか、そういった国の基準におけるそういった災害救助法

の適応が合った場合については、当然大規模災害ということになろうかと思いますので、そ

の際には国のそういった指定公共機関における通信体制が整備されるものとして考えており

ます。なお、今回通信事業者におきましては、ＮＴＴｄｏｃｏｍｏに確認しており、そう

いった災害発生時の対応については、この指定公共機関の役割として設置いただけるという

部分も確認しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そういうことがあるのであれば、そのようにしていただきたいと思い

ますし、本当に今後、これからの人に、本当に、我々世代より若い人であれば本当にＷｉ－

Ｆｉがあって当たり前というか、もう、スマホが依存症の方もいるみたいですけれども、基

本的にはスマホ世代というか、それ以上またいいものが出てくるかもしれないけれども、基

本的には、その電波の関係だとか、そういうのはＷｉ－Ｆｉが今一番なのかなと思って今回

質問させていただきましたけれども、そういう業者がいて、72時間以内にですか、に、設置

していただけると。災害の規模にもよると思いますけれども、例えば有珠山噴火災害だとか、

であれば、そういうことができるということで確認しておいていいのですね。 

わかりました。その通りやっていただきたいと思いますし、また、こういうことがほかの

町にもいろんな部分で出てくると思いますけれども、当町としては一番災害が大きいと予定

されているのは、ハザードマップもそうですけれども、有珠山噴火災害かなと。あと、津波

かなと。ただ、大阪、昨日の大阪のように急に地震もくる可能性もありますし、避難所対策

ということでたくさんあると思いますけれども、そういうことも含めて、避難所の対応はき

ちんとしていただきたいと思います。 

  次です。最後の質問になります。ジオパークの地域活性化を目的としたジオパーク関連事

業を伺いますということで、このたびの町政執行方針の中でジオパークのことも出ておりま

した。ジオパークというと、今回、予算でもありましたけれども、いや、予算ではない、い

ろいろと話もありましたけれども、専門の人材を雇うというか配置しなければいけないとい

う状態になっていて、聞くところによるとこの間の首長会でも、首長会というか、首長、各

１市３町の首長さんも了承したということを聞きました。それで、専門員の方が配属される

のかとは思いますけれども、そのときに、町の話です。町民の話ですけれども、そういう人
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を呼ぶことによってやっぱり数百万というか、結構なお金がかかるでしょうと。それで、ジ

オパークってそんなにお金かけていいの、みたいな話もありますし、だからそこの専門員と

かいろんな部分でいろんな費用とかかかるのであれば、やっぱりこのジオパーク自体をもっ

ともっと、アピールというか、名前を利用して、この当町が少しでも利益をこうむるような、

利益というか、少しでもいい状態になっていかなければよくないのかと思っております。 

  今まではただ、４年に１回審査があったり、また、町中にのぼりを立てたり、ジオパーク

の、きょうも着ていますけれども、ポロシャツ着たり、だからそういうようなことでアピー

ルはしていますけれども、なかなか町民自体にジオパークで潤っていますよとか、ジオパー

クがなってよかったですという話はあまり聞かないので、その辺のことをこれからやっぱり

どんどん、要するに業者なり農業、漁業の方も含めてジオパークということで、担ったから

こういう場面で例えば付加価値がついて商品が売れるようになったとか、そういうものがな

いのかなと私は思ってますけれども、その辺のことは町としてはどういった考え方でいるの

でしょうか。お聞きします。 

○議長（佐々木良一君） 武川経済部参与。  

○経済部参与（武川正人君） 洞爺湖有珠山ジオパークは貴重な地質、資源と火山を中心とし

た減災教育やさまざまな取り組みが高く評価されまして、日本ジオパークとユネスコ世界ジ

オパークの認定を受けてございます。しかし、2015年のユネスコの正式事業化に伴って、基

準が厳格化されて、結果としてユネスコジオパークは２年の条件付きの認定となってござい

ます。 

このような状況の中、今後、世界審査でのユネスコからの指摘事項の解決に取り組みつつ

も、ユネスコ世界ジオパークの豊かな資源によって、国が新たな政策の切り口として打ち出

します都市住民等との新たな関係性によって継続的につながりをもつという、関係人口の増

加、これを目指していきたいというふうに考えてございます。 

このため、ジオパークの関連事業を進めていく四つの視点として、一つ目が時代の要請に

対応するということでございます。これは一つは減災教育、生きる力の育成ということでご

ざいます。平成30年３月に告知されました戦後最大の教育改革といわれる新学習指導要領、

これが今後３年から４年の移行期間を経て全面的に実施されること、及び平成32年度からの

大学入試センター試験にかわる大学入試共通テスト、これが実施されることに伴いまして、

ジオパークを活用した学習が圏域の高校で採用され始めております。 

ジオパークを活用した学習や教育旅行の活発化の傾向は、今後全国的に広がることが予想

れております。ユネスコ世界ジオパークの認定地の役割が増すものと考えております。具体

的には、地理総合といわれるものが必修になって、大学の入試の科目になる。あるいは、高

校から大学の接続改革と言われているように、高校在学中の活動履歴が大学入試のときに評

価されるということで、学習素材としてのジオパークが今、注目を集めているということで、

全国の旅行会社等からどういう体験メニューを提供してくれるかというような、学校へのプ

レゼンテーションを行うネタとして紹介が来てございます。また、具体的にこの圏域では、
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今の1年生がちょうど大学入試にかかるということで、緑丘含めて、今年度も座学、それか

ら野外ということで150名ほどの子供たちの教育のために座学はうちの職員出ていますし、

野外は火山マイスターが六人、七人と出ているという状況が続いてございます。 

それから、二つ目は、国立公園との連携強化で資源を磨くという点でございます。 

これは、観光立国を目指す国の政策による国立公園の保護と活用の両立を目指すという国

の大きな方向転換から、全国43のジオパークのうち26カ所、うちも含められておりますけれ

ども60.5％が国立公園と重複するジオパークとなってございます。環境省としては、こうい

う重複しているジオパークとの連携を非常に強めようということで協力体制構築をしてござ

います。具体的には、当地域でも懸案となっていた西山周辺における特別保護区域の除草、

樹木伐採、これが新たに、環境省の方針に基づく区域、これは平成28年、29年、環境省の直

轄としてジオパークと連携した地形地質の保全、活用事業ということで、国のほうでお金を

つけていただいた方針を立てていただいたというものでございます。私もそれから観光の振

興課の参与もこの中に入って、専門家と一緒にいろいろと特別保護区域の活用について、環

境省としても配慮していただきたいということで、この方針が出たものでございます。これ

は、特別保護区域の活用としては画期的なものだというふうに考えてございます。これで、

区域を決めて、その箇所についての除草等ができるようになるということで、今、環境省に

申請をしてございまして、７月の頭には除草、樹木の伐採等が認められる範囲の中で、特別

保護区域でできるということになりますので、この、先ほど申しました、子供たちが来たと

きに、ジオパークの見所を今まで以上に見せることができる、何度もここに訪れていただけ

る動機づけになるだろうというふうに考えておるものでございます。 

それから、三つ目がジオパークの恵みを生かす地域外市場とつながるという点でございま

す。ご承知のように、この圏域自体は多種多様な産物が収穫されてございます。2009年には、

ＪＡとうや湖がＪＡ系統で初めてグローバルギャップの認証を取ったということで、クリー

ン農業の先進的な産地としても注目を集めているものでございます。このことは、ほかにな

いユネスコジオパーク認定地が育んだここだけの価値の一つだというふうに考えてございま

す。このような視点から、経済産業省による地域を牽引することが期待される地域未来牽引

企業というのが選定されているわけですけれども、道内の企業として、そのジオパークの恵

み食材を通じた活動が評価されて、選定されている事業者がございます。ここと今、連携を

図ろうとしているところでございます。具体的には、この地域の安全で厳選した洞爺湖町の

ゴボウ、それからトウキビをはかり売りパンで使用すると。特にトウキビは商品化されてい

なかった２番かん、及び規格外も使用されるということでございます。お聞きしますと、年

間売り上げがこの商品だけで７億ほどあるということで、非常に大きなマーケットでござい

ます。これはもう既に生産加工流通販売の流れを農業生産者、ＪＡ、研究機関としてホクレ

ン、それから道立総合研究所、製造販売事業者として確立展開されているものでございます

けれども、ここにジオパーク活動を通じて、事業者とユネスコジオパークの町のＰＲを目的

に今つながろうとしているというものでございます。 
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これは非常についていたというか、縁があったというもので、26年、それから28年の過疎

の交付金、あるいは地方創生の交付金によって、グローバルギャップの食材、海産物、農産

物をターゲットにした18品目の私のところで食材のカードをつくってございました。あるい

は、豊岡の鞄の縫製工場と手を結んで、世界に一つだけの仕様ということで、大地のポケッ

トというものをつくっておりました。この制作物がこの事業者の目に止まり、北海道におけ

るここだけの価値を生み出そうとする考え方も相まって方向性が合致したということでござ

います。この事業者については、千歳空港を含む28の店舗を道内に持っているということで、

ここでの販売等における場合に、このソフト、いろいろなものをつくったもの合わせて連携

してＰＲしていただけるというような方向で、今、進んでございます。今後はセロリ、

ギャップで認証を受けているものが、カレーのパンにまた使用されるということで、今、生

産現場と非常に信頼関係を深く事業者がつながっておるということでございますので、何と

か私のところでも、この町としても、そういう系統の中に組み込んでいただきたい。お互い

に付加価値がついて、いい活動ができるだろうということで話をしているところでございま

す。 

なお、これについては、従来の地域内の市場との連携というのはもちろんですけれども、

域外の市場、地域外の市場とつながる目的としては、地域外の人たちに世界が認めた地域資

源をＰＲすることで、来訪を促す効果的な、最も効果的な方法であるということ。それから、

１次産業を初めに、さまざまな分野で外貨を稼ぎ出す大きなきっかけになるだろうというよ

うなことで、今、非常に強く私のところでしがみついて交渉して連携をしたいというお話を

しているというものでございます。 

それから、最後の４点目です。それは、大学との連携で地域力を高めるという視点でござ

います。これは北海道大学が一つの組織体として、産業界や地方自治体と従来型の連携を越

えてともに協働するために、平成27年の４月に産学地域協働推進機構というものを発足させ

てございます。これは、大学が持つ多様な資源を活用して、自治体への政策提案、あるいは

人的かかわりに全学的、あるいは分離融合で取り組むという方針でございます。これは、そ

れぞれの地域が資源が枯渇していっている中で、外部のシンクタンク機能、あるいは大学が

もっているノウハウ、それから、いろんなところとのつながり、こういうところを生かした

いという思いでございます。これについては５月23日に、町長がこの機構のほうへ訪問をし

てございまして、副機構長ともいろんな打ち合わせをして、何かつながる方法はないか、ユ

ネスコから宿題を出されている点も解決につながる方法はないだろうかということで、今進

めているというものでございます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 大変詳しい答弁、ありがとうございます。今、内容聞いたら、いろん

なことをやっていて、特に一番興味を持ったのが、大学の教材にもなっていくということも

含めて、もう一つは事業者連携である７億ぐらいの会社のパン屋さんですか、何かそういう
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ところに、当町の農産物が出て行くみたいな話もありました。 

そういうことが大事だと思うのです。 

今月号の広報なんか読むと、ジオパークで、こう、学問的で非常に、私も全部読んでいな

いのですけれども、見た瞬間、ん、と、ずっと読むかなとか、ん、というか、興味ある方は

そういうのかもしれないけれども、なかなか、一般の方はなかなかああいうのが、なかなか、

何て言うのですか、苦手というか、私個人の考え方ですけれども、だけれども、例えば、洞

爺のジオパークでの、というかグローバルギャップのところで出てきたトウキビ、それでパ

ンができた、そのパンあそこで売っているから今度あっち寄った帰りに行こうとかって、

そっちの方がすごい興味あるような気がするのです。 

そういうことなのです。要するに、当町としていろんな負担も、新しいその、専門家の常

勤とか、雇用をしなければいけないとかあるのであれば、そのほかにやっぱり見返りといっ

たら変なこと、表現悪いですけれども、ジオパークだから、で、出てきたものだからこれだ

けおいしいものがあるんだよとか売れるものがあるんだよとか、町がいろんなところにア

ピールしていって、この町が少しでも潤っていうというような、そういうような格好にして

いかなければ、ジオパークにもなかなかないなと思っております。 

要するに、今、課長、いろんな部分で難しい言葉たくさん使われていて、私も半分以上理

解していないのだけれども、ジオパーク、例えばジオパークでできたイモとか、ジオパーク

でできたニンジンとか、ジオパークでできたトウキビとか、だからこれですよ、ジオパーク

洞爺湖町とかって。そういう、そのものがどんどんどんどん繰り返しやっていかないと、何

か学問的な話をされても、恐らく１時間の講義を聞いても、最初10分くらい聞いているけれ

ども、後は聞いていないとか、みたいなことになると思うので、ぜひ、考え方をこう二つ分

けて、学問的なものと、本当にこう事業者の対応、例えば、先ほど、水産の経緯を言いまし

たけれども、ホタテだってジオパークの中でできているホタテですから、やっぱりそういう

ことを含めて、安心、安全でおいしいものなのだということを、やっぱりジオパークの名前

で、何ていったって日本で一番最初に認定された、世界で認定になったところですから、

やっぱりそれはせっかくこれからも認定を続けていくという努力もするのであれば、そうい

うことをしていかなければなかなか専門的な人だけの一人歩きしているような感覚もありま

すので、その辺を食べるものだとかそういうもので、少しでも町民の方が納得できるような、

わかってもらえるような、ジオパークというようなことをしていただきたいと思いますけれ

ども、その辺の考え方はいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 武川経済部参与。  

○経済部参与（武川正人君） 本当に今、議員お話をされたように、何とか学術的な殻を破

ろうということで、ここ４年か５年、町長が会長を引き受けてから、洞爺湖町に移ってから、

食、あるいはこの地域での恵まれた、本当に唯一無二、あるいはここだけの価値というのを

町民の人の理解を得ながら、その生産の現場ともつながってやっていこうということでやっ

ておりますので、これからもっとそういう意味で力をいれて、農業であり、観光でありとい
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う各分野、庁内の中でも横断的に検討しながら進め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） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） イモでもニンジンでも、北海道、どこでもあちこちつくっています。

どこの食べてもおいしいです。この辺の羊蹄山麓を含めてずっといろんなところ、あります

よね。どこで特色つけるかといったら、うちの町はジオパーク。ジオパークでできた、土地

でできたニンジンだとか、イモだとか、いったほうが長イモだとかね、言ったほうが絶対付

加価値がつくのではないかと。味、おいしい、おいしくないというのは好みもありますけれ

ども、でも、北海道でできるものは、もっと安心で安全な本当はどこでも食べてもおいしい

食材がたくさんありますので、やっぱりその分差別化するというか、少しでも当町として宣

伝していくというときには、やっぱりジオパークという名前をこれから普通に使えるように

していっていただきたいと思います。 

  最後に、今、私、５点ほど町政執行方針について質問しましたけれども、町長、一番気に

なることがあれば答弁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） 一番と言いましょうか、一番最後に出てまいりましたジオパークの関

係でございますけれども、ちょっとおさらいをしてみたいというふうに思いますが、私ども

のこの地域、特に西胆振の１市３町、洞爺湖、有珠山を抱えていて、伊達市、壮瞥町、洞爺

湖町、豊浦町、ここのところは非常に恵まれた資源が地域に点在しているということから、

古くから、エコミュージアム構想、いわゆる地域を散策して、新しい発見を求めていこう、

そういう組織がございました。そんな中、2009年に世界ジオパークという制度があると。こ

れはまた、ユネスコの傘下ではございませんでしたけれども、世界ジオパークなるものがあ

ると。私ども地域は、それに合致しているのではないだろうかということから、日本ジオ

パークネットワークに加入しながら、世界ジオパークにも目指そうということで、2009年に

私どもの地域は世界ジオパーク洞爺湖有珠山ジオパークの認定地域にしていただいたわけで

ございます。 

  この世界ジオパークは、４年に１回、厳しい審査がございます。加えて、日本のジオパー

クネットワーク、ジオパークについても４年に１回、厳しい審査があるわけでございますが、

私どもが立ち上がったときに、学識顧問として、地質、地層、いろんな分野に精通をされて

おられます大学の先生方にいろんな形で学識顧問という形で入っていただきました。そして、

事務局体制と一体となって、このジオパークを盛り上げていこうということから、大学の先

生のほかに北海道地質研究所の資格を持った研究員、さらにはほかの大学の先生方のご協力

もいただいて、なんと今日までこらさせていただきました。 

  2009年に初認定を受けて、４年後の2013年には再度認定をいただいたところでございます。

もちろん、世界の認定でございますから、世界が認めたジオパークということになっていた

わけでございますが、2015年に、この世界ジオパークがユネスコの正式プログラムになりま

した。その正式プログラムになったときに、かなり厳格されたものになってしまいました。
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要は、事務局体制の中に、その資格を持った専門員を常駐させなければならない。外部から

の手伝いではなくて、そこに常駐させなければならない。これが厳格化されてきた。そして、

2017年に世界の審査員が再度審査に入りまして、今度は２年間の条件付き認定ということに

なって、今、今日に至っているわけでございますが、ただ、私どもの、私どものというより

も、前に、その前に、日本ジオパークが立ち上がったときの経緯でございますが、それぞれ

の地域が地域おこし、町おこし、地域の活性化、それを目指して我が町にもすばらしい資源

があるのだということで、日本ジオパークネットワークが、最初は少ない組織で立ち上がっ

たわけでございますけれども、今現在は、43の地域ということに広がりを見せております。

加盟する市町村の数でいったら、相当の数の市町村がそこに加盟をしている。そして、43の

地域の中で、日本国内の関係でございますけれども、日本国内である大学で調査をして、ど

の地域のジオパークが一番活動しているか、あるいは見てみたいと思われているジオパーク

かと。そこで、私どものジオパークは、１位が当時確か糸魚川でございました。２位が私ど

もの町、洞爺湖有珠山ジオパーク、これと私どもの地域、それと箱根ジオパーク。これが非

常に国内的にも高い評価をいただいておったわけでございますけれども、今回、2015年にユ

ネスコの正式プログラムになって、それ以降、非常に世界ジオパークの考え方が厳格化され

てきているということから、日本のジオパークネットワークとしても、非常にいま、それぞ

れのジオパークが苦慮しているという状況でございます。が、しかし、私どもの地域は、１

市３町で協力しあいながら、今までせっかく育ててきたジオパーク、そして、なおかつ防災、

減災にも寄与している。さらには今課長が答弁したとおりでございますが、地域の食材等々

についても、広くアピールできるジオパークであると。議員もご承知のとおり、今まで、ジ

オピザ、あるいはジオホットサンド、こういうものも自前でやっておりました。そして、あ

る民間業者では、ジオ弁当なるものも整備していただいていたわけでございますが、どうも

やっぱり、ネームバリュー、そして普及がなかなか外のほうに広がっていかないという部分

がございまして、今回課長の、部長のほうでいろいろ調整をしていただきまして、広い購買

力を持っている企業等々と何とか連携できないだろうか、そしてこの地域のすばらしい素材

をそこに提供できないだろうか、連携できないだろうか、ということで進めさせていただい

ているところでございまして、これが万が一実現いたしますと、やはり、非常にすばらしい

産業に成長するのではないかなというふうにも思っております。 

そして、加えて、専門員の関係でございますけれども、これまで１市３町の首長会議、あ

るいは今までさんざんお世話になっておりました先生方等々ともいろいろご協議をさせてい

ただきました。そんな中、北海道大学と何だかの形で連携ができると。非常に北海道の一つ

の組織としても、格が、格がといいますよりも、すばらしいものに形成されるのではないだ

ろうかということから、今、北海道大学とちょっと調整をさせていただいているところでご

ざいまして、これが実を結ぶことによって、本当に、さらに大きな、スケールの大きな洞爺

湖有珠山ジオパークになるのではないかというふうに思っていますし、ぜひ、その辺につい

てはご理解、ご協力のほどをよろしくお願いを申し上げたいと思っております。 
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○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、ジオパークの話ありました。町長も今、すばらしい答弁ありまし

たけれども、本当に、この町、今いろんな話題がたくさんあります。議会の中でも、いろ

んなお話がありましたけれども、やっぱり、人が住んでいて、人が、人口減少が少なく、

そして、この洞爺湖町が永遠に洞爺湖町として運営していけれるようなまちづくりを、

我々が今、汗をかいていかなければだめだと思っております。そのためにも、これからも

頑張っていきたいと私も思っておりますし、また、行政側もよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上で終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、９番、板垣議員の質問を終わります。 

 ここで11時20分まで休憩をいたします。 

                               （午前１１時０８分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に戻し、会議を開きます。 

                                （午前１１時２０分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  次に２番、越前谷議員の質問を許します。 

  越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ２番、越前谷でございます。 

  ただいまから通告いたしました案件について一般質問させていただきます。毎回申し上げ

ておりますが、一般質問というのは政策論争の場であるわけでございますから、できるだけ

対極的に質問させていただきますが、今回の通告した内容、案件は人口減少の進む中での地

域振興についてでございますので、今の人口減少の流れの中でどういうまちづくりを進めて

いいかということを、特に今日は取り上げてみたいと思っております。 

  まずもって、本年の４月15日に実施をされた洞爺湖町の町長選挙におきまして、真屋町長

が三度当選という栄誉を勝ち取ることができたわけでありまして、その祝賀の意をご祈念申

し上げたいと思います。 

  そこで、今、現町政になって３期目に入ったわけでありまして、洞爺湖町の第２期まちづ

くり総合計画をさらなる発展をさせる方向で努力をされていることであるわけであります。

私どもの洞爺湖町というのは、有珠山という、共存する、有珠山と共存する町であります。

したがって、防災に強い、あるいはまた、防犯の強い安心安全なまちづくりを進めなければ

ならない、そういう地域社会の創造をしていかなければならないと思うわけであります。 

したがって、理事者にエールを送りたいのは、ぜひ、町民から信任を得たわけであります

から、自身をもって、積極的にこのお二方の分を含めて努力をしていただければと思ってお

ります。私自身も行政に参画をしている者として、是は非、非は非ということで、いいもの
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はいい、悪いものは悪いとはっきり申し上げながら、将来の洞爺湖町の将来像を描きながら、

一歩でも前進するように汗を流してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

  今、いろいろ今回の一般質問でも、多くの方々も触れておりますが、行政と議会との切磋

琢磨さが薄れているような、そんな感じ取ってならないと思います。私ども議会としては、

当然なことにチェック機能機関であって、議員はチェックマンであるわけでありますから、

そこそこ行政に対するチェックをしなければならないと思うわけでありますが、今回の一般

質問の通告をなさって議会運営委員会が終了したら、もう銀座に行ったみたいに課長たちが

集結しておると。一般質問した後の打ち合わせに東奔西走していると。この姿というのが本

当に洞爺湖町のまちづくりにとってプラスなのかなという、私は頭をかしげざるを得ないの

であります。しかしながら、これからのまちづくりというのは、行政だけが努力をするから

いいというものではない。いわゆる、毎度申し上げておりますが、行政と住民と議会が、い

わゆるこの三者一体となって三輪車体制でまちづくりを前進をさせなければならないと思っ

ております。そこで今、まさに全国的にも課題として取り上げられているのは、町民の向上

というものが、まちづくりに対する町民力の向上というのが、まちづくりの大きな鍵を握っ

ているといっても過言ではないのではないかと思っております。あわせて、職員というのは

まちづくりの基礎であるわけでありますから、したがって、先日の町長の決意の中にも触れ

ておりますが、常にこの公平、平等、共存、共愛、友愛の理念で町おこしをしていくのだと

いう、そういうこの熱い息吹が聞こえてくるわけでありますから、その町長の理念に基づい

て、今日いる課長、部課長含めて、まちづくりのプロ集団であるわけでありますから、ぜひ、

そのリーダーの理念に基づいて、一生懸命、町民の方々も議員の方々もそして職員の方々も

汗を流すことによって、今大きく人口減少課題が大きくクローズアップされている中で、洞

爺湖町は全国一の洞爺湖町になるのではないかという期待を含めておるわけであります。 

  したがって町長、ぜひ、不退転の決意で努力していただきたいと思いますが、内容につい

ては、この私を含めて５名の方々が町長の誠実正答とも取り上げておったようでありますか

ら、簡単でございますので、決意の一端をお聞かせ願えればと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成22年、１期目の町政を担わさせていただいた年から、私は一貫し

て、この町が本当に住みやすいよい町になっていけれるようにということで、職員と一丸と

なって努力してきたところでございますが、まずは、そのためには、洞爺湖町に洞爺湖町ま

ちづくり総合計画なるものがございます。これは皆さん、住民の皆さんにも参加していただ

いて、皆さんでいろいろ議論をしながら作成した計画であります。その計画にのっとってま

ちづくりを進めていくことがやはり一番肝要であろう。そして、そのときその時代時代に

よっては、そこに枝葉の葉っぱをつけなければならない。そういうものもつけながら、特に

子育て対策、あるいは福祉対策、こちらのほうにも議員ご承知のとおり、年々その予算額が

増加してきている状況でございます。財政的には非常に厳しい町ではございましたけれども、
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何とかそこら辺の公平、公正の面からも、やはり地域に住まわれる住民の方々が少しでも元

気になれるような施策を講じてきたところでございます。一貫して、私は地域の連携、協働、

融和を基本姿勢として、これまで取り組まさせていただいたところでございまして、今後と

もそれらについては、同じ気持ちで取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

また、まちづくり総合計画の実現のためには、職員が一丸となってその目標に向かい、そ

して、住民の皆様方との対応につきましても、町政懇談会や、あるいは今実施しております

地域担当職員制度の利活用、そして、各種委員会の皆様のご意見、こういうものを基にしな

がら、私どもでこういうふうにしていきたいというものができたときに議員の皆様ともしっ

かり意見交換を交わさせていただきながら、課題解決に向けて乗り越えてまいりたいという

ふうに思っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございました。そこで、２点目に入らせていただきます

が、年々、地方交付税が減少してきています。今ここを、27年度から、いわゆるこの2014年

にまち・ひと・しごと創生法が成立をいたしまして、そして洞爺湖町もその法律の成立に

よって、2015年度から2019年度までの５カ年間、洞爺湖町まち・ひと・しごと創生総合戦略

を策定しながら、この地方創生の推進交付金等を活用して、それぞれの町おこしをやってお

るわけでございます。これは、今の安倍政権の目玉であるわけでありますが、三本の矢の一

つ、一本の矢であるわけでありますけれども、私は、最近どうも地方創生というその言葉そ

のものが薄くなってきているな、消えてきているのではないかなという懸念を持ちながら、

どういう流れになっていくのだろうということを懸念、危惧している一人であるわけであり

ます。 

地方自治体のその自主的な主体的な先導的なものをこの地方創生交付金の中では支援をす

るということであるわけであります。 

ご存じのように、平成27年度は地方創生の過疎化交付金ということで、10分の10であった

のではないかなと思っています。平成28年度になりましてから、地方創生の推進交付金とい

う名前に変わりました。それはどういうことかというと、国は２分の１出しますよと。後の

２分の１については都道府県一町村等含めて、地方負担については、地方財政で講じますよ

ということでありますが、これはやっぱり、特別交付税等々に入るということなのかと思う

と、お金には色はついておりませんので、実際に本当に事業に対する２分の１は当然なこと

でありますけれども、アルファの２分の１も入ってきているかというと、そうではないので

はないかという気がしてならないのであります。そういうこともございまして、実は国は先

ほど申し上げましたように、地方創生ということを申し上げました。そして、道はどういう

言い方をしてきたのかというと、地域主権。道は地域主権といって、その権限の委譲等々も

含めて、地域で行えるものは地域でやっていただくということの狙いで地域主権ということ

を打ち出しながら、この三本の矢の一本の矢の前進を見計らっていたようでありますが、そ

こで、道庁、北海道は、今年の春から。いいですか。今年の春からひっそりと、今まで25名
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体制の局であったものが課に格下げしているのですよ。課に格下げしているのです。 

  今は、先ほど申し上げましたように、地域主権ということで、担当職員などは25人いた。

ところが今現在何名いるのかというと、４月から、この本年の４月から５名体制になってい

るのです。こういうことを理解する、あるいはまた認識すると、本当にこれから地方創生と

いう名のもとに、地域が本当にこの町おこしできる、あるいはまた事業できる、そういった

ものが本当に還付されるのかなという、そういう、この私は懸念を持つのであります。今日

まで、この地方創生法が成立してから、先ほど申し上げましたように、洞爺湖町のまち・ひ

と・しごと創総合戦略を策定をしながら、いわゆる自治体の本当の政策よりも、国から補助

金をいただけるような、そういう政策にシフト化されてきたのではないかという懸念を持っ

ておる一人であるわけであります。したがって、昨今は政策の再考、いわゆる政策を見直す

時期に、私は来ているのではないかという気がしてならないのであります。だとするならば、

そういう見直しした中で、政策を見直しした中で、これからいろいろな事業を行っていこう

とするならば、この創生法の活用しているこの交付金などはどのような展開になるのか、そ

して、今後の行政運営の財政関係も含めて、影響はどのような方向になるのか、伺っておき

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） 地方創生交付金の関係でございますけれども、地方創生の交

付金につきましては、当町においては平成27年度の人口ビジョン、また平成31年度までの地

方創生総合戦略に基づき、その事業を実施しているところでございます。町としての地方創

生の交付金の活用状況としましては、平成27年度及び平成28年度の２年間において、合計で

１億7,200万円の事業を実施しております。この中では、独自に採択を受けたジオパークの

広域連携分１億円の事業も含まれており、交付率が10分の10のこの２年間においては、積極

的に地方創生関連の交付金を活用した事業を実施しているところでございます。 

平成29年度以降の地方創生推進交付金につきましては、交付率が２分の１となっており、

制度当初に対象となっていた出産祝い金、予防接種等の支援による給付助成事業が対象から

外れ、広域連携において実施してきたジオパーク関連事業も会社組織や法人組織の設立や国

の進める観光ＤＭＯといった関連事業者が一体となった事業組織、運営組織が求められてい

るところでございます。 

当町といたしましては、地方創生関連事業は、地方創生総合戦略に位置づけられた38の施

策事業を実施しており、平成29年度以降も実施しており、国庫補助金、過疎債、合併特例債

北海道地域づくり総合交付金やふるさと納税などを活用し、地方創生交付金は活用してござ

いませんが、町にとって有利な財源を活用して、地方創生関連事業を継続して実施している

ところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） だから、その、今後どういう影響が出てくるのかって。その交付金

を使って事業をやるのですか。やらないのですか。そして、やらないとするならば、どうい
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う影響が出てくるかということを簡潔に答弁お願いします。 

○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） 地方創生の交付金に関しましては、その活用にとらわれず、

町にとって有効、有利な財源を活用して、総合戦力に基づく事業につきまして、地方創生有

識者会議のご意見も伺いながら、地域の創生に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。それで、（３）に入ります。（３）はちょっと時間

が要するところでございまして、民間の有識者らでつくる日本創生会議、これ、ご存じのよ

うに、座長が増田寛也さん、元総務省であるわけでありますが、全国の896市町村のうち８

割の自治体の713自治体のこれから人口が減少が加速化するということであります。そして、

2045年ごろには、消滅する自治体も半分以上出てくるのではないかという、そういう取りま

とめをしておりるところであります。北海道のですね、北海道の人口減少というものが全国

に比べて10年早く進んでいると言われています。10年早く。それで、ここでちょっと確認し

ておきたいのですが、合併当初、住民基本台帳の人口動態というのは。簡単でお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 合併時でございます。平成18年４月１日でございますけれども、

総人口が１万1,143人。このうち０歳から19歳までが1,822人。20歳から64歳までが6,125人。

65歳以上が3,196人でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。その中で独居老人というのは、あの、一人

暮らしというのは何世帯あるでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 合併時の、そのときの一人暮らし高齢者の方の人数というのは

把握はしておりませんけれども、平成30年の４月１日時点では、829世帯でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、人口動態を伺ったわけでありますが、さらに、平成29年度でご

ざいますが、亡くなられた方は何名いるでしょうか。それから、29年度の健優者、何名なの

か。それから転出されているのは何名なのか伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 29年度の１年間の現状でございます。まず、自然増減といたし

まして、出生と死亡とでございますが、出生につきましては36名、死亡は150名ということ

で、増減114名の減となっております。また、社会増減といたしまして、転入、転出との差

でございますが、転入につきましては、430人、転出については502人、増減72名の減という

ことで、総数でいいますと、186名が前年度より減少しているというような状況でございま

す。 

○議長（佐々木良一君） はい、越前谷議員。 
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○２番（越前谷邦夫君） あの、亡くなる方含めて、150名含めて転出されている方トータル

は652名と。それから、生まれてくる、生まれた赤ちゃんが29年度は36名と。それと転入者

が430名ですから、先ほど次長が申し上げたように、減が186名と。こういうことでございま

す。 

先ほど、独居老人の一人暮らしです。一人暮らしが829世帯ということでございます。 

ここで、全国の一人暮らしのパーセントテージを申し上げますが、それは11.1％、人口の。

それから全道では13.1％。それから当町。当町は16.9％になるわけであります。あわせて、

国の指導のもとに平成15年度中に策定を求めた、先ほど出ておりましたように、人口ビジョ

ン、人口ビジョンの中で、洞爺湖町の合計特殊出生率は幾らでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 2015年10月に策定をいたしました洞爺湖町人口ビジョンでは、

現在1.25から、2020年には1.40、2030には1.80、2040年には2.07まで上昇させる計画として

いるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、合計特殊出生率は、現在のところ、当町は1.25と。これを国の

目標は2.07。そして、洞爺湖町も2.07にしていきたいというのだけれども、どのような策を

設けて、この07にしているのかというのが、現在のところ、正直なところ、不透明であるわ

けであります。 

  後で、いろいろなこの、何といいましょうか、具体的な細部にわたってもう少し伺います

けれども、ここで認識をしなければならないのは、人口減少の中で北海道の減少率は46都道

府県の中で16番目に高いのです。１位はどこかというと、秋田県。そして、２位は青森とい

うことでございます。この、先ほど申し上げましたように、日本創生会議の中で申し上げて

いる、洞爺湖町の2045年の推計は、4,213人まで減るよと。2015年には9,299人いたのが、な

りますよということであります。そして、この減少率が進む中で、一体その中で高齢者が何

十パーセントを占めるのかということを認識を深めてなければならないと思っております。

この効率化が人口減少、いわゆる半数以上、65歳以上が半数以上になった場合には、限界集

落というそうです。限界集落。もう、これ以上進んだのであれば、本当にもう、自治体その

ものが消滅をしていきますよという、65歳が50％以上を占めたならば、限界集落と言います。

そこで、認識を深めなければならないのが、胆振の、胆振で、一番現在のところ、現在のと

ころというよりも、2045年になった場合に高齢化率が高いのがどこかというと、白老であり

ます。今のところ、白老は、2015年には40. 9、これが2045年になると59.4％になるという

ことであります。それで、２番目はどこかというと、残念なことに洞爺湖町なのであります。

今、洞爺湖町は、2015年度では40 .4％、ところが2045年になると、57.6％。胆振では２番

目に高い。それから、３番目はどこかというと、壮瞥町であります。この壮瞥町は、2015年

は42.4％が、2045年には54.7％までなると。それから４番目がむかわで、36.5％。2015年に

あったものが、52.9％になるということであります。 
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こういう、非常にこの人口が、流れがどんどんどんどんどんどん変革していっているわけ

でありますから、当然なことに、人口減少の減によって、行政サービスもできなくなる自治

体も出てくると。 

私は何を言いたいのかというと、こういう人口減少が著しくなってくると、合併を視野に

入れる自治体も出てくるだろうということなのであります。それで、私は、行政に参画して

いるものとして、こういう人口減少が進んでいるのはわかるけれども、できるだけ抑えると

いう。人口減少を抑えるという策を講じていかなければ、いろいろなそのハード面の事業も

できなくなってくる。もちろん、ソフト面の事業というものをできなくなってくるという気

がしてならないです。したがって、過疎化や少子高齢化が進む中で、地域経済社会を活性化

させて、安心安全な共存、共生社会をどうつくり出していくのかという、そういうこの方策

が今、切実に求められていると思うのですが、理事者はどのような見解を持つでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員が説明していたとおりでございまして、私どももやはり切実

な問題だという認識はしております。そんな中、自然減については、もう、これは、私ども

の力だけではどうしようもない部分があるのかな、ただ、出生率が少しでもやはり高くなっ

てくれるような施策を講じていかなければならない。ただ、社会増減の中で、いわゆる私ど

もの町、まだまだ伸びる要素があると思っております、そこのところをしっかり伸ばしてい

く必要もあるだろう。そして、定住人口も増やし、さらには、生産人口も伸ばすことによっ

てある程度の抑制にはなるかな、そういう面を力を入れて進めてまいりたいというふうに

思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 全くその意気込みを私は高く評価したいと思うのです。それで、先

ほどから申し上げているように、このソフト面の強い地域社会をつくりあげるというのが、

非常に人口減を抑える、あるいはまた、転出者を抑える大きな要因になってくると思うので

す。 

私は、これから申し上げたいのは、三助の精神といって、自助、共助、公助というものが

あるだろうと。自助は、当然自分のことは自分で守らなければならない。あるいはまた、公

助は当然行政としてやらなければならないと思うのです。しかし、共助の分で、共助の分を

いかにバックアップする、共助の分をもっともっと前進させることによって、私は、定住策

というものがしっかり定着してくる社会になるのではないかという思いを持っているわけで

あります。 

  そこで伺いますが、共助の件で、今いろいろな、独居老人等々も含めて、民生委員の方々

が常に活躍なさっている。あるいはまた、自治会の中では福祉委員というものが存在して、

地域の方々との交流間を含めて努力されておることは理解しているのですが、民生委員の数

はどのくらいあるのでしょうか。それから、先ほど申し上げました、自治会の福祉委員とい

うのは何名いるのでしょうか。お願いいたします。 
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○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 民生委員さんは、現在38名。うち、主任児童員が３名でござい

ます。 

また、福祉委員につきましては、現在86名でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それで、午前中の時間も近づいておりますけれども、いわゆる子育

て支援、あるいはまた、高齢者対策、この含めての定住対策として、共助の面でどう、その

地域交流を高めていくかというのが、いわゆるこの定住対策に大きく貢献できる要素だろう

と思うのです。 

地域が助け合うという、地域が見回り隊等々も強化しながら、安心、安全な地域を共助の

方々に努力していただくと。共助の精神で努力してもらうと。そのことによって、共存社会

とか、あるいはまた共生社会というものがしっかりと根強く、充実感が出る地域になるので

はないかと思っております。 

そこで、現状として、理事者は、現状として、町内会の交流行事というものが減少してき

ているのです。町内会の。「この間まで来た方が来なくなったね。」「あの子供さんも見え

なくなったね。」ということで、どんどんどんどん、町内会の交流行事というものが減少し

てきてるということであります。これを打破していく一つの要因として、一つの要因として、

地域職員の力というものも、十分発揮していただけねばならないと思っています。したがっ

て、地域職員の役割というものを、非常に大きな共助の面で、大きな重要所を持っておると

思うのですが、実は、私は残念でならないのは、この地域担当職員というのは何年で交代す

るのですか。その辺をまず伺っておきたいと。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 地域担当職員については、２年に１回の交代を現在のところ実施

してございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、２年と言いました。それで、２年だったら、何もできないとい

うわけではないけれども、それなりに職員も努力をしておりますけれども、大体、この、う

ちの区の誰々さんが地域担当職員だなとわかったころに、もう変わるのです。変わるのです。

私は、これはちょっと行政としてよく考えていただけなければならないと思っているのです。

あ、あの人誰々職員だよね、と思ったころにはもう変わっちゃっているのです。どうか、こ

れは、これからの地域を強化する地域交流間を高めるという、一つの大きな役割は、地域担

当職員も思っているわけでありますから、ぜひ、この２年で交代するということでなくて、

早くても５年、ああ、あの人はあそこに適しているのなと思ったら10年でもやってもらうよ

うな、そういうことというのは考えられないものかどうなのか、午前中の時間で伺っておき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 
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○副町長（森 寿浩君） 地域担当職員制度が、最近は定着しているというふうに思います。

そのサイクルの関係ですけれども、短いほうがいろんな住民と触れ合えるということもある

と思うのですが、ただ、議員おっしゃったように、なれたときに変わってしますというよう

なこともありますので、サイクルについては、今後ちょっと検討させていただきたいという

ふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） それでは、午前中の質問をここで終えて、休憩をいたします。再開

を午後１時といたします。 

                              （午前１１時５５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

                                （午後 １時００分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  ２番、越前谷議員。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、午後からお疲れのところ済みません。あと55分ですので、

勘弁していただきたいと思います。 

  それで、この、こういうことわざがあるのはご存じかと思うのですが、「知恵は万代の

宝」と言います。「知恵は万代の宝」。この優れた知恵は、後世にも残しつつ、時代を超え

てでもその宝の意義というものを尊重されていくというのが、「知恵は万代の宝」という言

葉があります。そのことを銘じて、しっかりとこれから洞爺湖町という地域社会の中におい

て、子供たちも、あるいはまた、高齢者の方々も、夢と希望、ロマンを語れるような、そう

いう地域社会で生活できるような環境を整えることによって、定住対策というのが、しっか

り定着した中で、転出者も少なくなる。そういうことでございますから、是非ともこの知恵

を出し合って、あるいはまた、英知を結集して、この難局を乗り越える環境を整えていかな

ければならないのではないかと思っております。 

  先ほど申し上げました、若い方々でも高齢者の方々でも、この町に生活できるということ

は、地域の中で交流間を高めるというのが極めて重要でないのかという気がしてなりません。

そこで、一般質問の通告の中にも触れておりますが、定住策というのは町の存亡にかかわる

最重要課題であるという、自分自身はそういう認識を深めておるわけでありまして、そこで、

行政は今、定住策の一環として、その存亡を確立をしていくためには、どういう少子化対策、

あるいはまた、高齢者対策に情熱をもって取り組んでいるのか、その辺を総務部の次長さん、

お願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 子供たち、または高齢者等が地域共生社会、これを構築してい

く。これが私も大変重要であるというふうに感じております。 
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町民の誰もが自由に集える、新たな居場所づくりといたしまして、本年２月10日から、プ

レオープンを経て開設をいたしました地域食堂「ほのぼの」でございますが、現在、１日平

均、大体15人から20人前後の多くの方々にご利用をいただいております。議員もご承知のと

おり、この地域食堂「ほのぼの」は食事の提供のみにとどまることなく、一つのテーブルを

囲み、高齢者の方が子供たちに昔の話を聞かせたり、逆に子供たちが高齢者の方々にタブ

レットの使い方を教えたり、また、隣接するアリーナを利用して、大人も子供も一緒に軽ス

ポーツをしたり、さらには中学生が訪れた小学生や高齢者の方に、自分の特技である人形や

アクセサリーのつくりかたを教えたりと、世代を超えた交流が毎回繰り広げられており、地

域共生社会実現の一端を担う地域拠点であると認識しているところでございます。このよう

に、世代を超えた交流と、住民同士の助け合いによる共助、これこそが、住み慣れた地域の

中で、心豊かに暮らせる地域福祉の根源であると考えており、今後もイベントなどの行事も

取り入れ、継続した地域生活拠点づくりの活動の推進を図り、魅力あるまちづくりの構築を

図りたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ありがとうございます。総務部の次長さんの答弁の中にも触れてあ

りますように、主力の担当課は一生懸命努力されているということは私は認めておる一人で

あるわけであります。 

昨年度ですか、昨年度においても、洞爺湖町には手話条例なども設定をいたしまして、そ

ういうこの格差のない社会、いわゆるこの公平、平等原則する社会を一生懸命この洞爺湖町

もつくり上げているわけであります。そこで、私は、みんなで認識を含めなければならない

のは、社会のありとあらゆる組織におきまして、差別意識のない、差別意識を持たない、

やっぱり障害者と健常者の方々が手を携えて生きれるような、そういう環境というものを行

政そのものも、あるいはまた、地域そのものも、つくり上げていかなければならないだろう

と思うわけであります。 

そこで、もう一歩後退して、ソフト面を伺っておきたいと思うのですが、この町に若い

方々が居住できるような、そういう環境の一つの要因といたしまして、今の子供さん方の保

護者の方々から、いろいろな声を聞かされているわけであります。 

先日、15日の日、４番議員さんのほうも触れておったようでありますが、やはりこのス

ポーツ少年団等々が遠征に出かけるというと、マイクロバスなどを借りて、やはり借りて遠

征などに行くというと10万前後のお金がかかると。それだけ、負担がかかるのだと。それと

合わせて、他町村においては、もっと、この同じかかるにしても洞爺湖町の半分以下の金額

でできるような、そういう環境になっているのだよと、何とか洞爺湖町でもそうなりはしな

いのだろうかという声が打ち寄せてくるわけであります。 

そこで、私は、ご提案を申し上げたいのは、一つには消防組合のマイクロバスを貸し出し

できないものかどうなのか。それからもう一つは、スクールバスは一体、どのような今日の

運行状況になっているのか。あるいはまた、さくら号もあるかと思うのですが、そのさくら
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号もどのような運行状態になっているのか。時間の関係上、簡潔にお願い申し上げたいと思

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） 消防バスの少年団の利用につきましては、以前バスを管理す

る消防のほうへ利用の可否を確認した経緯がございますが、少年団活用での利用は該当しな

いということを確認しております。この消防バスの利用につきましては、主に消防団の訓練

や職員の研修等に活用されているということでございました。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） スクールバスの利用状況でございます。登下校の通学のほかに、 

学校の校外学習活動、それから、土日の部活動をするためのスクールバスの運行、これは打

ち止めでございます。それから、洞爺地区においては、土日の部活動で町外での試合等に使

用、そのほかに社会教育授業等です。ほぼ、フルに使っている状況というところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） 庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 洞爺地区コミュニティーバスでありますさくら号につきましては、

洞爺市街地巡回運行としまして、月曜、火曜、金曜の週３回で運行しております。その他の

曜日につきましては、町の主催する事業のほか、社会福祉団体や高齢者団体などが主催する

事業、または協賛する事業に使用することができるよう、要綱で定められております。利用

実績につきましては、年間100件ほど使用がありますが、運行を委託先の運転手が２名体制

であること、また、運行の上限時間が徹底されている状況で、専属運転手の休暇を確保しつ

つ上限時間内で利用をしていただいている状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、消防の組合のマイクロバスです、それからスクールバス、ある

いはまたさくら号の、何とかこの貸し出しは認められないかということで伺ったら、そこそ

こ厳しいような、そういうこの答弁であったかと思うのです。 

私は、そういう、規制あるのはよくわかっています。昨今、いわゆるこの森友学園である

とか加計学園の中でどういうことが言葉の中で踊り回ったかというと、岩盤規制があるなら

ば、それを打破することが重要だということで、いわゆる森友学園であるとか加計学園の取

り扱い等の関係で、そういう論議を見ていると、やっぱり洞爺湖町内の今、消防組合のマイ

クロバスあるいはまたスクールバス、それからさくら号なども、いろいろ特に消防組合のマ

イクロバス等は、何とか考え、いろいろな知恵を出し合ったら借り入れできるのではないか

と。少年団の方々でも。先ほど私は申し上げました。いわゆるこの「知恵は万代の宝」と

いって、知恵をいろいろ出せば、それはそれは、不可能も可能になるのです。今不可能だか

ら不可能なのだということではなくて、いろいろな角度から検討を深めることによって、そ

の消防組合のマイクロバスだって貸し出しできるのだから。例えば、少年団に直接貸すこと

ができなかったならば、各課がワンポイントをおいて貸すという、そういう手法をとっても
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いいのではないかという気がしてならないのです。 

私は、これからの少子化対策の中で子育て支援等を考えれば、やはりそれから住民の方々

でも、どこどこ行くにしても、非常に有料化、有料化で負担率が高いと。負担が高いと、多

いと。こういう声を聞けば、何とかそれを解消できるような方法をみんなで知恵を出し合っ

たら出てくるのではないかという、そういう気がしてならないのでありますけれども、どの

ような検討を深めても、えんぴつは横に倒れるというのはありませんか。どうですか。いか

がでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 今、それぞれのバスの運行状況を担当の方から話がありましたけれ

ども、確かに議員おっしゃるとおり、知恵あるいはアイデアというのは本当に今大事な時代

だというふうには思います。 

  この現状の利用状況なんかも含めて、再度ちょっと検討してみたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ぜひ、検討を深めていただければと。利用できるような方法で結論

出ていただければと思います。 

  もう一つ、子育て支援のところで、これから私は、この自然減少を進む中での地域振興と

いうことで、今日は第１弾ですから。これから議員である人は、あと１年間の議員生命です

けれども、その中で、第２弾、第３弾と質問させていただきますが、今日は第１弾でありま

すから、子供関係でもう１点お願い申し上げたいと思うのは、今、非常にテレビを賑わせて

いるのは、子供さんたちの虐待だとか、そういうことが非常に、ワイドショーの種になって

いることばっかり起きるのです。自分は、どうしてこうなのだろうと、何でこんな社会に

なったのだろうと、こう感じ取るのです。実は、先日立てですね、愛媛でいた５歳のお子さ

んが東京に移りまして、東京でも児童相談所あたりが１回訪問したということもあるようで

ありますけれども、残念なことに５歳のお子さんが、食べ物も与えられないでベランダの外

にいて、平均の体重からしたら７キロも少ないお子さんであったという。そのお子さんの言

葉、皆さん、テレビで聞いているかと思うのですが、私は、テレビで聞く、あるいはまた、

あのお子さんの顔を見ると、本当に涙が出てきます。それというのも、絶対、絶対、しませ

ん。許してください、許してくださいって。こういう、５歳の子供が訴える言葉かなと思っ

たら、本当に私は涙が出ます。 

したがって、何を言いたいのかというと、そういうこの子供さんたちをしっかりと地域は

地域で守っていくという、そういう環境を整えていかなければならないと思うのです。高齢

者対策の中でも触れさせていただきますが、いかにこのボランティアの方々が結集できて、

そういうボランティアの方々が地域の子供さんたちを守ることができるような、そういう見

守り隊というものが洞爺湖町にできてほしい、いや、つくるべきだと思うのです。このこと

はしっかり、これは都会であったことだろうと、洞爺湖町ではそういうことは起きない、起

きてほしくはないのですが、そういう、この環境をしっかり、防犯力の高い地域にすること
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によって、今の子供を育てているお父さん、お母さんたちも、洞爺湖町はしっかりと子育て

には情熱を持って取り組んでいる自治体だということであれば、この町しっかりと定着でき

るようになるのです。 

先ほど、理事者もまだまだ、定住が強化される部分もあると。その分の一つにもなってい

るのではないかと私は思うのですけれども、この辺についていかがでしょうか。そういうボ

ランティアの結集力を高めるような、そういう環境を整えられることができないのかどうな

のか。その辺伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） まず、室蘭児童相談所は直接的に介入した児童虐待事例、いわ

ゆる対応の件数でございますが、当町の場合で申しますと、平成25年度が１件、平成26年が

６件、平成27年度が１件、28年度がゼロ件、29年度は１件というように、ほぼ毎年のように、

やはり虐待の事案が生じているところでございます。 

議員がおっしゃいましたとおり、やはりこの虐待を予防する、もしくは速やかにそういっ

た事案が見届けられた場合につきましては、警察並びに児童相談所のほうへの通告義務とい

うものが児童虐待防止法の中でも定められているところでございます。そういったところで

考えますと、やはり、防災力の強い自治体という、まさにこれは、議員のおっしゃるような

地域力をつくっていかなければならないのかなというふうに福祉を担当する担当者としても

考えているところでございます。 

  では、具体的にどうしたらいいのか、その点につきましては、やはり関係機関、社会福祉

協議会を含めた自治会、並びにそれぞれの団体等ともやはり協議をしていかなければならな

いというふうに思っておりますし、また、そういったことを目標に、早くつくれるようなこ

とを目標に、今後とも知恵を出し合いながら、進んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、行政で進めていること、あるいはまた、進めていこうとする見

通しについて、次長のほうから答弁をいただいたわけでありますが、ぜひ、そういう環境を

整えるということが、やはり、行政はしかりでありますけれども、共存ということで、共助

ということで、やはりしっかり、この地域に定着できるような、そういうボランティアの拡

大等々も真剣に考えていただければと思っております。 

そこで、私は、今回１点伺いたいと思うのです。私もやはりこの子供さんたちをどう守っ

ていくのか、守るべきなのかということを、時間があったら、登下校のときに車を、毎日と

いうことはオーバーですけれども、時間の許される限り走っているのですから。 

しかし、最近、夕暮れ時、夕暮れ時、７時以降に子供さんが一人で、これはお父さんお母

さんの用立てしているのかもありませんけれども、買い物等の用立てしているのかもありま

せんけれども、一人で歩いている姿を見る。それから、中学生以下の子供、中学生かな、小

学生かなと思うようなお子さんも、実は交差点の縁でしょんぼりと座っていることが、夕方

の７時前後に見受けられます。そこで、声かけたら、それこそ自分のほうが不審者に見られ
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るのかなと思ったら遠ざかるわけでありますけれども、顔見たって、声聞いたって、不審者

に近いのかわかりませんけれども、しかしながら、何とかこういうお子さんを見守ってあげ

たいという思いを持っている一人でありますけれども、お子さんの自宅に、家に帰るという

その時間帯は、何時ごろということで、学校、あるいはまた家庭、あるいはまた地域で、何

時ごろお帰りになったほうがいいとか、するべきだということが、どこかの機関とか、どう

いう場で話し合っているのか、その辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 町内の、虻田地区、洞爺地区、それぞれに五度ほど委員会という

のがございまして、それは学校の先生だとか、行政だとか、行政我々も入りますが、あと警

察だとか入った中で、学校からそれぞれ、夏時間は帰宅は何時まで、それで、冬はちょっと

短いのですが、それぞれ学校で決めて、夏休み、冬休み、特に町内全家庭にこういうことで

していますので、もし帰っていなかったら 声かけてくださいということで、見守りも含め

てお願いをしているという状況で、今、お願いをしているところでございます。 

  時間、ちょっとあれなのですが、夏で６時だったと思います。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、教育次長のほうから答弁なされましたが、大体６時ということ

になると、７時くらいにぼんやりと側溝のふたあたりに腰掛けているというのが、やっぱり

異常な行動だなと思う、見受けられます。したがって、そういう子の方に愛の手といいま

しょうか、声をかけるという、そういう、この地域であるべきだと思うのですけれども、何

か、ただただ、この帽子をかぶっていて、あんた帰りなさいと言ったら、本当に不審者扱い

になるとまずいものですから、何か、前にも申し上げたと思うのですが、防犯用の腕章とか、

何とか着用させて、そのボランティアの方々でも歩いて、やはり注意を促すという、そうい

う環境にしたいと思うのですけれども、そういったことは無理なお願いになるのでしょうか。

どんなものでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 防犯の部分になろうかと思うのですけれども、特別な行事ですと

か、そういったときに、防犯協会の皆さん、また行政職員も加わりながら、防犯パトロール

等、実施しているところでございまして、毎日というのはちょっと厳しいのかなという。で

も、青パトという制度がございまして、そういった中で、私のほうでもちょっと地域の青パ

トを所有されている皆さんにお願いをしていきたいと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 時間の関係もありますからに進みますが、次に、高齢者対策のとこ

ろでちょっと触れさせてもらいたいと思うのですけれども、いわゆる、昨今においても、

やっぱり独居老人が、先ほど八百何十世帯あるということであったのですが、私もその一人

でありますけれども、独居老人が孤独死がなされていたというのが去年、自分の範囲では２

件、一昨年は１件が把握されておりますけれども、やはり、こういう孤独死が発生しないよ



－148－ 

うな、やはりの行政は行政としてやる。この、行政やるのも限度があると思うのです、私は。

したがって、いかに地域住民の方が一体となって共助の一環として、やはり地域で声かけ合

うかという、そういう環境をどんどんどんどん整えて行かなければならない。 

先ほど、午前中も申し上げましたが、これから６５歳以上の高齢者がどんどんどんどん増

えてくる。そのことによって、独居老人も含めて、あるいはまた、独居老人でない方でも。

洞爺湖町は先ほど申し上げました。洞爺湖町というのは、こういう、この高齢者に対しても

優しい町で、みんなが見守ってくれる、みんなが手を取り合って携えて頑張っている町だと

いうことになれば、転出も落ちる。こういうことになるという、わたくしは自信を持ってい

るわけでありまして、そういう、やっぱり高齢者対策の一環として、そういう見回り隊みた

いなものを、先ほども申し上げました、民生委員もいる、あるいは福祉委員もいる、アルフ

ァ、地域ぐるみで支え合うという関係をぜひ、これはつくり上げていかなければならない、

大きな課題ではないかという、そんな気がしてならないのであります。 

  それから、もう１点。きょうは、デマンド交通といって、やはりいろいろ、企画あたりも

いろいろ努力をされていることも理解しております。それから、循環バスも強化されている

ことも理解されているわけでありますが、前回の議会で申し上げましたように、いろいろ、

この免許証を返納する方が増えてきている。ところが、増えてきてでも、全国的には高齢者

の事故等が非常に増えてきているという状況の中、高齢者の方々でも「免許証を返納したい、

返納しなければならないと思っているのだ。だけどよ。だけど、返して車がなくなったら、

誰がどう、どの車が来てくれて、どういう巡回バスが来てくれて、どういう定期バスが来て

くれて、俺たちの足を確保してくれるのよ。」と。そういう懸念する声というものが、どん

どんどんどんと打ち寄せてきているわけでありまして、洞爺湖町全体のバス体系のあり方、

交通体系のあり方というのは、もっともっと抜本的に変革をすることによって、私は高齢者

の足を守る環境が整えられるのではないかと思うのですが、どう思う、その辺はいかがで

しょうか。 

○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、私のほうからは、一人暮らし高齢者等々に対します地域

の方たちを含めた見守り支援等々についてちょっとお話をさせて、答弁をさせていただき

たいと思います。 

  先ほどもお話いたしましたけれども、当町の一人暮らし高齢者の世帯は、本年５月現在、

829世帯、全世帯の16.9％の割合となっております。一昨年のデータでございますけれども、

全道では11.1％、北海道では13.1％というような状況から、当町は一人暮らし高齢者に世

帯が多い町、加えて、65歳以上の方の高齢化率も、40.9％ということで、高い町であると

いうことでございます。このような町の中で誰もが住みやすい、慣れた地域で笑顔と安全

に安心して暮らすため、これにはやはり、日ごろから住民同士が互いに支え合い、助け合

うまちづくり、これが必要かというふうに考えております。そのためにも、民生委員並び

に福祉委員がいるわけでございますけれども、そのほかにも町のほうといたしましては、
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見守り支援を必要とする方には、自治会や民生委員さん等々と合わせまして、日ごろ、ご

自宅の方に民間事業者さんが営業活動としてお伺いをするような事業所、27事業所に対し

ましても常日ごろとちょっと様子が違うというようなことが見受けられた場合には、早急

に消防や警察や役場のほうにご連絡をいただくような見守り支援の協力をお願いしている

ところでございます。 

また、コープ、北海道新聞、セブンイレブンジャパン、この３社とは、見守り協定も現在

結んでいるようなところでございまして、町といたしましても、地域の方たちの見守り支援

と合わせまして、こういった民間事業所等々もご協力、ご支援をいただきながら、今後、見

守り支援に努めてまいりたいというふうにお願いをしていきたい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） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 公共交通の関係については、担当課長のほうから答弁すると思います

が、私のほうから、共助、そして防犯、見守り等々のお話が出ておりましたので、こちらの

方のお話をちょっとさせていただきますが、最近、ボランティア活動が非常に停滞してきて

いる。これはもう、私どもも深く反省しなければならないというところでございますが、実

は、この間、５月の末、６月の初めだったかと思いますが、国道37号線の歩道に、ややもす

るとペンペン草みたいな草が非常に伸びてきていると。我が町くらいはしっかり行政区、管

理する団体は違うにしても、地域住民の皆様のご協力をいただいて、きちんとした形にでき

ないかということをたまたま担当課長さんにご相談したところが、やってみましょうと。地

域住民の皆さんに呼びかけをしますということで、呼びかけをしていただきました。２日間

で、延べ約100人程度、もちろん役場の職員も入っておりますけれども、それを聞いていた

所管の道路管理者、はっきり言いますと開発さんのほうですけれども、そちらの方の職員も

一緒に出てきてくれた。そして、地域の方々が、やっぱり一緒に参加してくれた。中には、

お年寄りの方もいたようでございますけれども、やっぱり、ちゃんとやってくれるのだとい

うような思いがあります。 

先ほど来、お話出ております、知恵を出し合って、なんとか町をよくしていこう、そうい

うふうなことに、たとえば防犯の関係にしても、見守りの関係にしても、今ある、それこそ

さっきお話ありました岩盤規制ではありませんけれども、何とかできることからやっていけ

れるようなものを内部でも模索していきたいと思っております。 

今、特に夕方、町内で結構散歩をされている方が非常に多くなっております。単なる民生

委員さんだとか、あるいは福祉委員さんだとか、固定するのではなくて、一般町民の方にも

ご協力いただける部分については、その方の自由な時間の中で調整をしていただけるよう、

呼びかけをしていければいいかなと。そういうふうなものにも努力してまいりたいというふ

うに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 地域公共交通の関係でございます。地域公共交通に関しまし
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ては、これまでも一般質問においてデマンド交通に対するご意見についてお伺いしてきたと

ころでございます。地域公共交通において、空白地域を解消し、使用者にとって、最も利便

性が高い運行手法は、デマンド交通であると認識しております。現在、虻田地区の年間利用

者数は1万2,000人となっておりまして、こちらの利用人数から割り出した１日の使用台数と

しては、デマンド交通としては16回の運行が必要となっており、その際の費用額は、概算で

2,500万円と試算しております。現在の費用額と比較しても1,600万円が増額となる見込みと

なっております。持続可能な公共交通の維持の観点からも、現行の運行費用の増額となる本

町地区全町へのデマンド交通への転換につきましては、財政状況等を勘案しながら検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ぜひ、前向きに検討していただきたいと思います。まだまだ、第２

弾、第３弾、第４弾ありますから、だから、ゆっくり進めさせていただきますので。 

あと残り22分ということでございますけれども、（４）番目に入らせていただきます。 

  この公共施設の有効活用と統廃合とのあり方ということで、それと合わせて各自治体間の

未来づくりに向けた連携強化の方策について伺うということで通告させていただきました。

先ほどから申し上げておりますように、人口減少になってきているわけでありますから、そ

れに応じた、やっぱり公共施設のあり方というのも前向きに検討しなければならない時代に

なっているという気がしてならないのであります。それというのも、今回の議会でも理事者

が、町長が述べられておりますように、年々地方交付税の減少がきていると。そういう、余

儀なく進められているということでございますから、それはそれなりのやっぱり公共施設と

いうものをどうあるべきなのかということを、やっぱり議論を深めなければならないと思う

のです。私は、持続可能な活力ある社会を目指して、やはり、このまちづくりを取り組んで

いくためにも、人口減少の中で公共施設というものはどうあるべきかということを、やっぱ

り真剣に検討を深めるべきだと。 

かつて、その10カ年計画ともありましたけれども、その10カ年計画も把握しておりますけ

れども、自分の把握では、この10カ年のうちで施設を解体に向けて、ということは、今の昔

の消防署の交流会館、文化交流会館というところなのです。あと、何て言いましょうか、集

会所などについては、何カ所かそういう利用度の少ないところは検討を深めたいと、その程

度なのです。 

私はやはり、地方交付税も減少する、あるいはまた、人口も減少する。それで、人口も減

少することによって理事者も述べておりますように、2,000人を少なくなることによって、

大体、1,000人か、ごめんなさい。２億くらいの減収になるという、そのことも聞かされれ

ば、少なくなったら少なくなったなりの公共施設というものを持つべきだと思うのです、逆

に。 

私はそういったことを考えると、もっともっと、行財政改革を断行しながら、事務事業の

見直し等々も含めて、やはりこの公共施設のあり方も考える時期にもうとっくに来ているの



－151－ 

ではないかと思っている。人口減少する、進む中での公共施設の適正配置というものが私は

重要なところにもう来ていると思っております。そこで、実は昨今の新聞報道でも明らかに

なっておりますが、これから５年くらいになったら後期高齢者もどんどん少なくなってくる

という時代が来ます。この人口を、洞爺湖町の人口ビジョン見てもわかりますように。だと

すれば、室蘭地区あたりは総合病院そのものも、やはりこの市立病院、あるいは日鋼病院、

あるいはまた、製鉄病院、この総合病院三つを、やはり再編するという動きが、今、積極的

に出てきています。 

それから、もう一つ、進学する大学もなくなってくる。大学そのものも存続さえ危ぶまれ

てきている時期になってきているということから、大学の統廃合、これはもうはっきり決

まったのですが、北見工大とそれから帯広畜産大、あるいはまた、小樽の商科大が一つにな

るという。 

したがって、やはり、人口が減れば減るだけ、あるいはまた、若い方々が少なくなればな

るほど、子供たちがいなくなればなるほど、こういう病院のあり方も、あるいはまた、大学

のあり方も再編をするということになるのです。 

今日の、昨日でしょうか、新聞を見ると、私大もやはり進学者の争奪合戦に入っていると。

それでないと、その大学そのものが存続されなくなるという、そういう危機意識を持って、

どういうこの方策をとればいいかということが議論されていることが、マスコミ報道で明ら

かになってきているわけでありまして、そういう例を見ても、洞爺湖町もどんどんどんどん

人口減少なっていくわけですから、これは自然に、幾ら努力されても今まで以上増えると

いったら並大抵のものではない。実際、物理的に不可能ではないかと思っておりますが、し

たがって、人口減少したらしたなりに、公共施設のあり方も、公共施設の縮小というものも

私は考えるべきではないのかと表います。 

  先の議会で、温泉の、旧温泉中学校の体育館、これは当初、私の認識では商工会あたりが

ボルダリングを設置するから、オリンピックまでに何とかするから、そのことによって、ボ

ルダリングを設置することによって、オリンピック選手が合宿あたりに来るだろうと。そう

すると、洞爺湖温泉に泊まるだろうと。いわゆる、スポーツ観光の一環にもなるのではない

かということで、あの体育館の残していただきたいということのようですけれども、私は一

つ一つ、そういう体育館を持つことによって年間の維持管理費はどのくらいになるのかと。

相当な金額になりはしなうかと。それとも、公私をつかないで、民間の力を借りて管理する

ような、そういう環境になれば、それはそれで結構です。だけども、そういう、現時点では

そういう状況下にないのではないか。 

それから、もう１点は、洞爺高校の洞青寮の件であります。これ、洞青寮はもう、かつて

は某福祉法人のほうで買うとか借りたいとか、まだその辺の一定の方向性はないのでありま

すけれども、やはり私は、民間にある意味では売却するのも一つのこれから自治体が生き延

びて、そして、高齢者対策やら少子化対策をどんどんどんどん進めていこうとするならば、

やはり今の公共施設を一つの売却するのも一つの手段になるので、私は個人的に、この議員
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の方々、いや、そんなことはない、するべきではないと言ったらそのようになるのでしょう

けれども。そこで私は、町長、いろいろこれからハード面において大きな公共施設をつくる

目標もなきにしもあらずだと思うのですけれども、いわゆるこの民間の資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進する、いわゆるこのＰＩＦＩ、この方式というものを活用したら

どうなのか。活用することによって、むしろ洞爺湖町に対する一般財源の悪化に拍車がかけ

ることになるのかどうなのかということは、これは自分も専門の分野でありませんから、

はっきり今ここで申し上げることはできませんけれども、そういう手法も考えながら、公共

施設をいかに管理するかというところに僕は情熱を持った対応を求めたいと思うのですが、

その辺はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 公共施設、今空いているところで大きく二つ。いわゆる温泉中学校の

体育館、あるいは高校、洞爺高校が存続していたときの洞青寮。この二つの問題が大きく私

どもの町で建物として残っていたところ、有効利活用がされていないところかというふうに

も認識しておりますが、洞爺中学校の体育館については、これまで地域住民の皆様、そして

関係する団体等々でいろいろご協議をされてきた経緯がございます。その経緯の経過を私ど

もは尊重していきたいというふうに今考えております。それと、洞青寮の関係については、

これも今、総合支所が窓口になって、いろいろ話を進めていただいている部分がございます。

その結果を待って、また判断していきたいというふうには思っておりますけれども、今、議

員がご提案していただきました民間活用といいましょうか、その辺はちょっと私どももさっ

きのその話し合いの結果を重視していた部分がございますので、それが不調に終わったとき

にはそちらのほうも検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 行政の、今、町長の答弁で、大体方向性というのはわかったのです

けれども、やはりこの、答弁はわかったのです。理解したということではなくて。答弁はわ

かったのですが、やはりこの、これから何度も言いますけれども、地方交付税等々もどんど

んどんどん落ちてくる。そして、人口減少にもなってくる。その中で、洞爺湖町にも同じ施

設がある。豊浦町にも例えば同じ施設がある。壮瞥町にも伊達市にも同じ施設があるという、

そういう時代でなくなってくるのではないかという気がしてならないのです。やはり、自治

間の、自治体間の垣根を越えたやっぱり執行をこれから考えていかなければ、その自治体そ

のものが持たなくなるのではないかという、そういう懸念をしています。 

私は先ほどから、午前中から2045年と言っていますけれども、2045年には私ももうとっく

に別な世界に行っていると思うのですけれども、しかし、何度も言いますけれども、私ども

は行政に参画している者として子供たちにもふるさとを誇りに思って答えられるような、そ

ういう社会を提供するというのが私は、行政に参加している者の責務だと思っているのです。

私は20年後いないからいいとか、10年後はどこどこへ転出しているからいいのだ、おれはど

こどこやめているからいいのだということではなくて、いかに今の若い方々もこの洞爺湖町
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で居住してくれる。ご婦人の方々もこの町でしっかりと子育てできるよう、そういう誇りに

思える洞爺湖町の環境、地域環境、こういったものをしっかりと定着しなければ、私は、転

出者もこれからもふえてくるのではないかという懸念をしているわけであります。それとい

うのも今、働き手がないということで、地方のほうでも、例えばこの辺だと室蘭方面でもい

ろいろな手法で就労者を呼んでいるような状況でございます。確かに、洞爺湖町でも観光産

業という、そういう就労者を呼び込むような、そういう施設等とも環境等にもなっておりま

すけれども、例えば前浜もそうです。今は、ベトナム人の就労者がどんどんどんどんふえて

きているというのも、地元の方々が働く方が少なくなってきているということから、そうい

う対策を講じなければならないということになっているわけであります。 

私はやはりこの、そういったことを考えれば、何とかこの若い方々がこの洞爺湖町に居住

していただけるような、これだと思うようなやっぱり施策を打ち出してやることにしなけれ

ば、他町村と同じようなことをやっていれば、果たして洞爺湖町に残ってくれるのかなとい

う不安感が保ちますけれども、よそにもない、これだけは洞爺湖町は全国一の子育て支援策

だというものを打ち出していただければと思うのです。それはどういうことかと言ったら、

この次させてもらいますけれども、私はそういう意味で、やはりこの、いかに行政マンも

我々議会側も、そして、地域の方々も、いかにこの若者がこの町で定着できる、そして、こ

こで子育てできる、そして、子供たちも、あるいはまた赤ちゃんのはしゃぐ声やら産声が聞

こえるような、そういう環境というものをぜひとっていかなければならない。とることが

我々の責務だと思っています。 

それから、高齢者もそうです。年いったならば、「うちの息子がどこどこへ来いと言うの

だって。心配だから親父来い。お袋、あんたもこっち来いと言うのだって。だから、行きた

いけれどもどうしたらいいかな、それとも行かなければならないのかな。」。しかし、この

洞爺湖町にみんなが、みんなが連携し合って、みんなが手を携わって生活できるような環境

になれば、高齢者の方々の転出者も、私は激減すると思っているのです。そういう環境を、

ぜひ整えていかなければならないです。そのためには、先ほど申し上げたように、理事者も

去年、いや、15日の日に述べておりますように、大体、洞爺湖町の行政内にある市議会であ

るとか、協議会等々を含めて、四百五十何名の方々がこの市議会、協議会の中で協議を深め

て行政に参画してもらっているということを述べておりますが、まさにそのことも重要であ

りますけれども、一般の方々もぜひまちづくりに手を携えて参加できるような、そういう環

境というものをぜひとっていかなければならないのでは。とれといったら行政だけの責任と

いうことになるようですから、私はそういう発言をしたくないですが、とっていかなければ

ならないと思うのです。議会人としても。先ほど、午前中に申し上げたように、まちづくり

の進める中において、三輪車体制で申し上げさせていただきました。くどいようですが、行

政、住民、議会、この３者が一体となって、いろいろな知恵を出し合えることによって、必

ず洞爺湖町のよさというものをわかっていただいて、夢と希望とロマンを語れるような、そ

して、子供たちが誇りに思えるような、そういう地域社会というものを建立できると思うの
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ですが、理事者、もう一度、将来ビジョンに向かっての決意の一端をお聞かせ願って、私の

質問を終わらせていただきます。 

 お願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 前段で、いわゆる公共施設の広域連携、道との関係もあるわけでござ

いますが、私どもの町もコミッションに関しては、西いぶり広域連合、こちらのほうと連携

をして、私どもの町にはもともと10トン２基の焼却炉がございましたけれども、それを維持、

管理、または新築するよりも、広域連合に荷担したほうが、加盟したほうが、町の財源を抑

えることができるということ。さらには、今、一部事務組合、伊達市が、今、本部を持って

いただいておりますけれども、消防についてもしかり。そしてさらに今回、火葬場の関係、

これも広域に連携することによって、経費の圧縮ができるかなと。そんな中、今、壮瞥町さ

んと伊達市のほうにおいて、給食センターの統合というのがございます。私どもの町の、町

の特色といいましょうか、洞爺地区と本町地区のほうに２カ所の給食センターがございます。

そこら辺も、将来に当たってはしっかり検討していかなければならないだろうというふうに

も思っておりますし、やはり、大きな建物、大きな器のものになりますと、やっぱり中心と

なる都市のほうに、それをお願いして、地方においては、郡部においては先ほど議員も言っ

ておられましたけれども、何か光るもの、きらっとこの町ならではというものに重点策を置

くべき出ないかというふうに思っております。 

また、公営住宅の長寿命化計画をただいま持っているところでございますけれども、清水、

あるいは緑沢住宅については、これは以前から老朽化が激しい。そして、特に緑沢について

は、下の地盤が軟弱、そして湿気地帯ということで、住んでいる方々にも相当のご負担をお

かけしている現状がございます。しかし、住んでいる方は、私たちはここでいいから、ここ

に住まわさせてくれという声もあるのが事実でございまして、今政策的に、そこは新しく人

は入れない。出て行った後、何だかの形で退去された後は、それを順次壊していこうという

計画を持っております。そんな中、定住対策も一つ考えていかなければならない。たまたま、

先ほど、昼休みに洞爺地区で今回ホテルを運営される方の住民異動届けを出しに来ましたと

いうことでお話を伺いました。職員の方々の住宅はどうしたのですかということでお聞きし

たところが、一部の職員については、一部屋に二人、三人入ってもらうことになるけれども、

今、洞爺湖温泉の民間のアパートをお願いしておりますと。それでもまだ足りないのですよ

ねという中で、私ども月浦に公営住宅がまだ何個か空いているところがありますので、ぜひ

ご相談させてくださいということで、そうすることによって、結果的には定住人口増加につ

ながってくる、そういうこともやっていかなければならないというふうに思っておりますし、

いかんせん、定住対策、あるいは人口減少、大きな問題に直面しているわけでございまして、

一つ一つできるところから取り組んでいかなければならない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） ２番、越前谷議員。 
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○２番（越前谷邦夫君） 終わりますけれども、ぜひ、理事者におかれましては、向こう４年

間、住民から付託されたわけでありますから、ぜひ、健康に留意されて、お二方の分も含め

て頑張っていただきたいと思います。 

  終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、２番、越前谷議員の質問を終わります。 

 ここで２時５分まで休憩をいたします。 

                               （午後 １時５４分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

                                （午後 ２時 ５分） 

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

◎議案第２号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、議案第２号洞爺湖町公園条例の一部改正についてを議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の１ページでございます。 

  議案第２号、洞爺湖町公園条例の一部改正についてでございます。 

洞爺湖町公園条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

洞爺湖町公園条例の一部を改正する条例。洞爺湖町公園条例の一部を次のように改正する。 

改正の趣旨でございます。現在、都市公園に設ける運動施設、いわゆる野球場あるいは

サッカー場というものでございますが、これの敷地面積は、都市公園法施行令によって、敷

地の100分の50％以下と定められております。その施行令の改正がございまして、100分の50

を参酌して地域の実情に応じて条例で定めるという改正になっております。現在、洞爺湖町

の都市公園、これは都市計画区域内にある公園ということになりますが、10カ所ほどござい

ます。例えば、高砂公園、あるいは歴史公園、温泉の中央公園あるいは噴火記念公園等、10

カ所ございます。それで、この都市公園、現在、運動施設というものがございません。さら

い、今後もその公園に、こういった施設を設けるという予定もないことから、100分の50で

問題がないというふうに考えられますので、この100分の50を持って条例化するというご提

案でございます。 

議案説明資料の１ページをごらんいただきたいと思います。 

洞爺湖町公園条例の新旧対照表になります。改正案のほうで、第２条の５に第６項を追加

しまして、制令第８条第１項の条例で定める割合は100分の50と変更するものでございます。 

議案に戻っていただきまして、附則でございます。 

この条例は公布の日から施行するものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 
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○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回の公園条例の一部改正は、実績には当町においてはこの都市公園

内にある公園10カ所あるけれども、これに該当するものについてはないという説明でありま

すが、意味合いとしてですね、この運動施設率の参酌ということなのです。これは、よく行

政用語で参酌するということを使われるので、参酌というのは100％これに従うということ

ではないと。あくまでも参酌。つまり参考にする。参考にするけれども、これに準ずるとい

うような意味合いの表現なのかということなのですが、将来的にもこれに該当する施設は今

後ないであろうということをしながら、これを、いわば公園条例の改正として盛り込むこと

の意味です。これについて、もう少し説明いただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 経済部長。 

○経済部長（八反田稔君）今のお答え、関係でございますが、盛り込む意味かいうことかと思

いますが、もともとが、今先ほど副町長から説明がありましたように、国のほうの公園法の

都市公園の施行令の中で定められていたものがなくなって、地域の私見に任せて考え方は

50％を参酌しなさいということで、こういうことで今回提案させていただいたということは

ご理解いただいていると思います。 

  何度も言うようですが、私ども、この公園で、今議員が言われたように、今後とも近い将

来において、運動公園をつくる計画は今のところ、この都市公園の中にはないということか

ら、この国が参酌すべき50、100分の50というものを提案させていただいているというとこ

ろでございまして、何度も言うようですが、うちの町の中では、今後の施設の状況や今後の

計画も勘案した中で、やはり100分の50という国の基準がいいだろうということで提案させ

ていただいているということでご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 参酌という言葉でございますけれども、あくまでも参考値といいま

すか、そういったことであって、地域の実情によって、それはいくらでも変えられるという

解釈でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の説明でいきますと、あくまでもこれは都市公園施行令改正に伴っ

て、運動施設率の参酌基準化をするということで、100分の50ですけれども、これは地域の

実情に応じて変更することもできるのだということで、変更が必要な場合には、またこれが

100分の50ではなくて、違う基準値を設けるということにもなり得るということを意味して

いるのですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 
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○経済部長（八反田稔君）今、議員が言われたとおり、条例でございますので、今度は私ども

のほうで判断をさせていただいて、条例の改正ができることになっているとご理解いただき

たいと思います。またもう１点、さかのぼって申し上げますと、この改正の理由なのですけ

れども、国の考え方としては、今まで100分の50を越えてはならないとしてきたところなの

ですが、この改正の考え方は、既設の運動施設のバリアフリー化に伴いまして、敷地面積が

運動施設面積が増えたりして、それができないような状況もあるということで、あくまでも

その施設の状況において、その地域の状況に応じて変更することはできるために、こういう

形で国のほうから、今度は条例のほうに変えてきたという経緯もございますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はございませんか 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第２号洞爺湖町公園条例の一部改正についてを採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第２号洞爺湖町公園条例の一部改正については、原案のとおり可決され

ました。 

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

◎議案第３号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、議案第３号洞爺湖町営住宅条例の一部改正についてを議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書２ページになります。 

  議案第３号洞爺湖町営住宅条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

  洞爺湖町営住宅条例の一部を改正する条例。洞爺湖町営住宅条例の一部を次のように改正

する。 

  改正の趣旨でございます。現在、町営住宅については、単身者については60歳以上の方し

か入れないということでございます。この条件を少し緩和をして、いわゆる定住移住対策、
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あるいは60歳未満の住宅困窮者、若年単身者の生活の安定、あるいはこういう住宅内の多様

な世代間のコミュニティーというようなこともございまして、60歳以下でも入れるというよ

うな緩和をしたいと。全ての公営住宅ではございませんが、これを規則で定めてご提案をす

るものでございます。 

  議案説明資料の２ページ、３ページをごらんいただきたいと思います。 

  町営住宅条例の新旧対照表になります。改正案のほうで第６条にただし書きとして、ただ

し、規則で定める町営住宅についてはこの限りではない、と。これを追加するものでござい

まして、これについては、（１）が同居、あるいは同居しようとする親族がある場合は入居

できるということの規定を外して、60歳以下の単身の方でも入居できるというような内容に

なります。その規則で定めるということで、３ページに参考として、規則の改正概要を載せ

ております。ここで、この規則については、２の内容の四角書きの下に、指定する町営住宅

を定めておりますが、１軒目は温泉の柳川通り団地の１号棟から２号棟の４階から５階、住

戸タイプは３ＤＫでございますが、この部屋を60歳以下の単身の方が入居できるということ

に定めるもの。それから、二軒目が、虻田側の泉公園団地、ここの１号棟から３号棟の４階、

住戸タイプは２ＤＫと２ＬＤＫ。このそれぞれの住宅の部屋について、60歳以下の方を入居

できるようにするというご提案でございます。 

  議案書に戻っていただきまして、附則でございます。 

  この条例は平成30年７月１日から施行するということでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） まず、この住宅条例の施行規則の改正に際して、60歳以下の単身

者でも住めるという形をとるということでございますが、実際にこういう要望があって、こ

のような規則変更をしなければならないということになったのかどうかということが１点。

それと、私も現地の建物を見たわけではないのですから、ちょっとイメージが沸かなかった

ので、確認の意味でも聞きたいところなのですが、柳川通り団地それから泉公園団地ですが、

１号棟から２号棟、１号棟から３号棟、４階から５階ということでございますが、まず、そ

れぞれですが、住宅タイプ３ＤＫとなっておりますが、これ、１室の意味なのか、この４階

５階に当たる３ＤＫの部分が何戸あるかちょっとわからないのですが、１戸を示しているの

か、ある部屋のことを言っているのか、３ＤＫの部分を全部を言っているのか、これが

ちょっとよくわからなかったものですから、その泉公園団地についてもそうです。何戸ある

のかというのがちょっとわからなかったものですから、それを伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） １点目の、実際にそういうお話があったのかというご質問が１番
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目かと思います。 

実際にうちの町のほうの住宅、建設課のほうに訪れていただいて、実際に単身の50歳前後

の方も何度か来られている方もいらっしゃいます。大変申し訳ないのですが、公営住宅の今

の状況ではご無理なので、ちょっと今、無理ですというお話をさせていただいたこともあり

ますし、もう１点は地域からの声も、といいましょうか、団地の中からも声がいただいてお

りまして、なるべく空き家をつくっておくよりは、新しい、少しでも若い人でも入れていた

だいて、草刈りや除雪等のお手伝いもできるでしょうから、そういうことも徐々にでいいで

すからやっていただけませんかというような話もいただいたことから、今回提案させており

ます。 

  それから、住宅のタイプなのですが、まず柳川通り団地というのは、２棟ございまして、

１号棟と２号棟あるのですが、昭和58年から９年に建設した建物で、全てが１棟20戸、合わ

せて40戸あるのですけれども、全て３ＤＫというタイプで、部屋が三つとあとキッチンと台

所というような間取りのものが全て同じなものですから、本来は単身者ですともう少し小さ

いのを選びたいところもあるのですけれども、洞爺湖温泉地区のこういう地域にはこの団地

しかないことから、高層階の４階、５階を提案させていただいております。 

  それから、泉公園団地につきましては、１号棟から４号棟までありまして、実は４号棟と

いうのは３階建てなものですから、４階がないことから、１号棟から３号棟のタイプで、数

が２ＤＫと２ＬＤＫで９戸ございます。そのうち、今３戸空いている状況で、先ほど申し上

げませんでしたが、柳川通り団地についても、対象戸数は16戸あります。それで、今３戸空

いている状況で、今回提案をさせていただいている状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 数を教えていただきましたが、今入っていらっしゃる方もいらっ

しゃるわけですね。その対象にしている部分も。そうすると、こういうふうに理解したらい

いのでしょうか。そういう形でも、活用できるというふうに捉えればいいわけですね。今

入っている方が、要するに、60歳以下の専用の住宅としてやるのではなくて、今空いている

から、そこを条例改正をして、60歳以下でも入っていただくということで、指定の部分はあ

るけれども、空いたところのみ入っていただくという考え方でということで、ということで

よろしいのですね。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君）はい、その通りでございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、さっきの議員が質問したので、その辺については理解できたので

すが、もう一つ伺いたいのですが、そもそもこれを、条例を改正する意味というのは、先ほ

ど説明がありましたように、団地に入居している方がどんどん高齢化していく中で、空き家

もふえると。そうすると、地域としての団地内のコミュニティーといいますか、こういった
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こともだんだんとコミュニティが薄れていく。周辺の、例えば整備、環境整備にしても、草

刈りとか、いろいろ団地ごとに何かこう取り組んでいるそういう活動、自治会活動も含めて

ですが、ということで、今まで制限があった60歳以上というのを外すということで、今２棟。

そのうちの特定の部屋ということなのですが、私は、実は先ほど町長がちらっと一般質問で

答えられた折、私も実はこのことを聞こうと思っていたのですが、月浦の団地は、あそこは

２階建てですよね。２階建てなのだけれども、入居している人たちが今かなり高齢化してき

ていて、現実に今幾つか空いてきているのです。 

ああいうふうに、むしろ町の中心部から離れたところで、どんどんとやはり高齢者しか住

んでいないという状況が生まれてくる、そういうことが今出てきていて、実際に月浦の古い

住宅のほうはずっと空いたまま入居されていない状況が続いているところもあるのです。 

ですから、例えば、何かこれはあくまでも４階を、４階、５階をめどにして決めているよ

うなのですけれども、その地域の本来のコミュニティーを維持していく、若い世代もその地

域で一緒に生活をして、高齢者の方々と暮らしていけるような、そういう環境づくりといい

ますか、こういったことを促進するという格好からいいますと、例えば月浦のようなああい

う離れた地域で高齢者が増えている、若い人たちがなかなか入って行かない、そういうとこ

ろも４階とか５階にかかわらず、住宅の特に高層、高層でもないですか、２階部分とか、そ

ういう部分については若い方も入れるようにしたほうがいいのではないかというふうに思う

のですが、今回の場合は、月浦地域、月浦の古い団地については入っていません。今後、そ

れらも含めて、検討していうという方向もあるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） まず、月浦団地の、ちょっと状況を申し上げますと、古い、昭和

56年に建てた２階建てのブロックの１棟４戸３棟で１２戸あるところでございますが、それ

が実は現在、今４戸しか入っていない状況で、なかなか、実は隣の空いている新しいほうも

空いている状況で、なかなか埋まらない状況でございまして、実はその住民の方と我々も

ちょっと懇談させていただいている状況で、ここ、もう、ちょっとこれから用途排出の計画

が決まっているので、今後は新しいところに住むことも我々としては応援させていただきま

すよという出て行きなさいということではないですよということで説明させていただいてい

る状況でありまして、実はそれもあちらのほうから、そちらの入居者の方々を代表されて、

そういう希望で私どものほうにお話がいただいている今状況であります。 

  それで、もうちょっと話しをさかのぼりますと、月浦団地、それから、先ほど町長が一般

質問で答弁していました清水の古い団地、それから、緑沢団地については、前の一般質問で

も答弁させていただいたかと思いますけれども、この長寿命化計画の中において、平成31年、

２年頃から、随時解体していくこととなっておりますので、今、立野議員が言われる月浦団

地の古いほうも、そこに該当しているので、何とかその人たちに不便をかけないように、希

望に添うように、どこに行きたいかも含めて、きちんと対応させていただきたいと考えてい
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るところであります。 

それから、もう１点が、ほかの地域でも団地として、２階、３階でも若い人を入れてもい

いのではないのだろうかというお話があったかと思います。これについては、我々も当初か

ら議論をさせていただいて、もとをいうと平成24年に公営住宅法が改正になった時点で、運

営委員会で審議していただいたときには、先日の答弁でもさせていただいたように、まだ

ちょっと、入居者が待機しているのだから、高齢者の人たちを先に優先すべきだろうという

ことで、うちのほうで条例で、課でほかの市町村と同じように60歳以下は単身者は入れない

ということにさせていただいた経緯がありました。 

今回、このことを決める段階においても、確か今年の２月27日に住宅運営委員会を開かせ

ていただいて、そこには、管理人の方とかもいらっしゃるのですけど、そこでいろいろ議論

をさせていただいた中では、ちょっと今回これで様子を見て段階的に公営住宅の、その60歳

という年齢制限を排除していってはいいのではないだろうかと。しかし、いっぺんにやるの

にはちょっとまだ待っている人もいらっしゃるので、状況判断をした上で今後緩和に向けて

進めさせていただきたいというふうに私どもも考えているところでございます。その際には、

議員各位のご意見も伺いながら進めさせていただ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） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 今、部長が申し上げたとおりなのですが、いわゆる今回の場合、高

い階層、４階、5階、あるいは４階ということで、特に柳川通り団地というのはエレベー

ターがないのです。私ども入居のイメージとしては、できるだけ若い方に入っていただくと

いうようなことで、高い階層をまずやってみようかというようなことで今回提案をしており

ます。 

  それから、月浦の団地も、手前側、今、部長が申し上げたとおりなのですが、清水と緑沢

は政策空き家ということで、空いた順に壊すという計画が立っていますが、月浦の手前側の

団地も、一応その後ぐらいの、そういった考え方でやろうかというようなことで今考えてい

るのですが、ただ、そういった移住、定住とかコミュニケーションの関係で、もし使えると

いうこと、ちょっと使い勝手が悪いという話も聞いているのですが、であれば検討はしてみ

たいというふうには考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、建築課の課長、答えられたので初めて知ったのですが、要はその

月浦の古いほうの団地については、用途廃止、将来的には団地を取り壊すと、こういう方向

だという話なのですが、ちょっとそういう方向になっているということは、私は具体的に団

地名でもって今、そういう検討をしているということについては全く知らなかったのですが、

そうすると現段階では、例えば月浦の団地についても、入居が希望していても、今４戸しか

入っていないと言いましたか、その、入居をさせていないという扱いなのか、それとも、入

居希望者があれば、月浦の団地には今のところは入れていますということなのか。 
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ちょっと、用途廃止が、ある面では行政側としてははっきりとした方向が決まっていると

いうことであれば、将来的には、何年後ぐらいかにこれを取り壊すということなのでしょう

から、そうすると、例えば、入居の際にも何か条件をつけて入居を認めるとか、そんなふう

に何か条件つきなのか、それとも入居を認めていないのか 

そういうようなことをちょっと教えていただきたいのと、そうするとなおのこと、あそこ

の月浦の地域で、本当に若い人たちをどういうふうに高齢者の方と生活ができるような環境

をつくっていくのかというのは、ますますこう、厳しくなってくるのかなというような気が

するのですが、その辺についてはどうなのですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） まずこの、先ほどちょっと申し上げました、長寿命化計画という

のが平成24年につくっておりまして、平成25年から平成34年度までの計画の中で、先ほど挙

がりました柳川通り団地というのは、去年と今年で解消しましょうとか、それから、先ほど

申し上げましたが、月浦団地、緑沢団地、それから清水団地については、将来に向けて解体

ということで、平成32年度から解体する予定となっているということは、前からの長寿命化

計画で決まっておりますし、何かのその都度お話させていただいているかと思っておりまし

たが、ちょっと、議員、ご承知でなかったかもしれません、 

  それで、入居の受付につきましては、あくまでもこの団地につきましては、政策空き屋と

いうことで、今ここの月浦団地は特に、汲み取りとかで、もう人気もないのですけれども、

そういうところはそういう申し込みが今までないのですが、あった、申し込みはされても、

ここは政策空き家なのでということでご遠慮いただくこととなると考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 提案の内容に関して、質疑をお願いいたします。 

ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） それでは、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第３号洞爺湖町営住宅条例の一部改正についてを採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号洞爺湖町営住宅条例の一部改正については、原案のとおり可決さ

れました。 
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────────────────────────────────────────── 

◎議案第４号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、議案第４号工事請負契約の締結について（（仮称）洞爺

高校メモリアル公園整備工事）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の３ページでございます。 

  議案第４号工事請負契約の締結について（（仮称）洞爺高校メモリアル公園整備工事）で

ございます。 

  次のとおり契約を締結するため、議会の議決に伏すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  １として、工事名でございます。（仮称）洞爺高校メモリアル公園整備工事でございます。 

  ２として、工事場所、虻田郡洞爺湖町洞爺町５８番地３ほか。 

  ３として、契約の方法、指名、競争入札。 

  ４として、契約金額。5,821万2,000円。 

  ５として、工期。契約の日から、平成30年12月10日まで。 

  契約の相手方。虻田郡洞爺湖町洞爺町37番地、高橋・伝経常建設共同企業体。代表者、株

式会社高橋建設、代表委取締役社長、高橋哲也、構成員、伝建設株式会社、代表取締役 伝

哲也でございます。 

  議案説明資料の４ページをごらんいただきたいと思います。 

概要図としてお示しをしております。場所については、旧洞爺高校の跡地のやや湖側の部

分の用地でございます。敷地面積が、2,839.1合平米で、整備するものが、幼児の遊具、２

連ブランコ、それからジャングルジム、スプリング各１基、複合児童遊具、それから健康遊

具１基、トイレ１基、シェルターといいますか、東屋１基、園庭の解説板１基として整備を

するものでございます。 

  内容的には、以上でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 洞爺高校の跡地、どう利用するかということで、地域でもいろいろと

議論をされてきたことは十分承知をしているつもりなのですが、今回の公園の内容について

は、これ何か、例えば遊具の選定とか配置の方法であるとか、こういったものについては、

そういった何かコーディネートを受けてされたのか。どういう基準でこれらの遊具を設置し

たのか。その辺、ちょっと公園ということで、ただ隣が今度、これから出てきますけれども、
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保育所と隣接するということなので、保育所の園児が日常的には利用するようなことも前提

に入れた形で公園整備を行っていくというような形で遊具を選んだのかどうかわからないの

ですが、いずれにしても、この遊具一つ一つ、いろんな種類があると思うのです。噴水公園

に設置したようなああいう遊具もありますし、かなり金額の張る、そして、今回こういう跡

地に建設する遊具もあるのでしょうけれども、その遊具の選定って一体どうやってやってい

るのかと。ちょっと私、よくわからないので、配置の仕方だとか、選定の仕方だとか、その

辺についてどのように決めているのか、ちょっと教えていただけますか。 

○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） この遊具の選定でございます。昨年、これの実施設計をつ

くる段階で洞爺地区の方々にお集まりをいただきました。その中で、基本設計の段階で、い

ろいろご意見をいただいたものをこの中で反映させていただきました。その中で、遊具の部

分でございますが、その中でいろいろ遊具についても質問が出ていまして、その説明会の後

に、遊具については一応、その地域の洞爺地区のお母様方、お集まりいただいて、いろいろ

ご意見をいただいております。その中で、やはり小学生が中心になって使う遊具だとか、あ

とは幼児、保育所にまだ行っていないような、遊具が使うような方々、または老人クラブ連

合会のほうからもご意見をいただいて、一応カタログ等を皆さん見ていただいた中で、コン

サルの意見も聞きながら、今回、この実施設計を組んだ中で今回整備をするというふうな進

め方をしております。 

 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） 今回のこの公園なのですが、公園の中央部分には大型児童遊具という

のが設置されておりますし、その周辺にはベンチやトイレやブランコなどが設置されてい

ます。ですから、公園ということではあるけれども、例えば、子供たちが何かこう、走り

回ったり、そういうようなことで体を動かせるようなスペースというのかな、障害物もな

い中でそういうような運動ができるような場所というのは、以外と少ないのだなという気

がするのです。遊び用具はいろいろ置いてあるのだけれども、かえってそういうものが

ちょっと障害になって、走り回ることができなかったりすることもあって、例えば保育所

が隣にあって、保育所の用地見たら、そんなに遊ぶスペースは、外側に、園地にはなかっ

たものですから、そうすると、多分この中央公園という名前も、この公園に来て遊ぶこと

になるのだと思いますけれども、そういう意味で本当に支障がないものなのかどうなのか。

その辺も含めて、やっぱりちゃんとこう、公園としてどういう機能を中心とした公園をつ

くるのか、何を目的とした公園にするのかということをしっかりと位置づけた上で遊具を

配置し、そして一定のスペースも確保すると。こういうことがしっかりとされたものなの

かどうかというのは、私どうもよくわからないのですが、そういう専門的なそういう何と

いうのですか、レイアウトをよくやっているコーディネートなんかもありますけれども、

そういったものも意見も求めて設計をされたのかどうか、もう一度伺いたいと思います。 
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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） ここの中央公園、中央広場という、このメモリアル公園で

ございますが、これを初めつくる段階において、遊具の部分の選定でございますが、やはり

お母様方からいろいろご提案をいただきました。その中で、やはり、この大型遊具という部

分がございますが、これはロープみたいな形で登れるような施設の中で、これを置くことに

よって、やはりちょっと議員おっしゃるとおり走ったりするスペースが少なくなるというご

意見もありましたが、お母様方については、この遊具を中心の安心ボール的な部分として子

供たちに遊んでほしいということでご意見を伺って、こういう遊具を設置するという部分で

ございます。 

また、一応、保育所のほうにつきましては、保育所の園庭がございますので、その中でと

いう部分の中で、この中央公園のほうの、その辺についてはちょっと連携的な部分の中での

部分はちょっと考えておりませんというか、一応、築山も設けておりますので、そういう部

分の中では、この辺が冬とかも遊べる部分なのかなというふうには考えております。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第４号工事請負契約の締結について（（仮称）洞爺高校メモリアル公園整

備工事）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４号工事請負契約の締結について（（仮称）洞爺高校メモリアル公園

整備工事）は、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第５号工事請負契約の締結について（洞爺保育所新

築工事（建設工事））を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の４ページでございます。 

  議案第５号議案第５号工事請負契約の締結について（洞爺保育所新築工事（建設工事））
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でございます。 

  次のとおり契約を締結するため、議会の議決に伏すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

１として、工事名でございます。洞爺保育所新築工事の建設工事でございます。 

  ２として、工事場所。虻田郡洞爺湖町洞爺町58番地１ほかでございます。 

  ３として、契約の方法。指名、競争入札。 

  ４として、契約金額。１億2,787万2,000円でございます。 

  ５として、工期。契約の日から、平成31年２月28日まででございます。 

  ６として、契約の相手方でございます。虻田郡洞爺湖町入江162番地３、高清水・リフ

ォーム成田経常建設共同企業体。代表者、高清水建設株式会社、代表委取締役、三好健一。

構成員、リフォーム成田株式会社、代表取締役 三橋憲二でございます。 

  議案説明資料の５ページから、ごらんいただきたいと思います。 

  概要でございますが、所在一番は、表記の通りでございます。構造については木造平屋建

て。床面積、園舎で509.49平米。屋外物置、16.77平米。合計で、526.26平米。ということ

でございます。 

  次のページに１図、それから概要図がございます。場所につきましては、前段議案の用地

のすぐ山側、旧洞爺高校の跡地でございまして、これについては保育所の建物のみの工事で

ございまして園地等についてはこれから別途発注ということになります。 

配置図については、ごらんいただきたいと思います。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） この議案第５号の、洞爺保育所新築工事の関係でちょっと質問したい

と思うのですが、まず、入所定員を何名というふうに見ているのかということ。それから、

入所乳幼児数と保育士の定員は満たしているかどうか。保育室の広さは基準に満たしている

のかどうか。保育所の設置、認可等の基準に関する指針でも、その中身が詳しく定められて

おりますけれども、それに準拠した形で建設をされる予定なのかどうか。その辺、まず最初

伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 定員でございます。定員は全体で35名でございます。ゼロ歳児３

名、１歳児６名、２歳児６名、３歳児を20名ということでございます。 

  なお、それ以下の定員関係、それから、建築基準に合っているのか、全て、当然法律に基

づいた基準で建てる。当然でございます。 

  以上でございます。 
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○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） この保育所の建設に際して、例えば、幼児の送り迎えで車を利用する

方もいるかと思うのですが、例えば、その施設のところに、そういった駐車スペースなどが

あるのかどうか、その辺もちょっと確認をしたいのですが、図面上でどこなのか、ちょっと

説明していただければというふうに思いますし、どのくらいの台数も含めて予定されている

か。それら、ちょっと説明をいただきたいと思います。 

それから、定員が35名ということなのですが、実はいろいろ調べてみたのですが、公的な

保育所の認可保育所の設置基準というものがあることはご存じだと思いますが、その認可基

準でいいますと、これは公立の保育所ですけれども、定員が60名以上ということで、一応基

準上はそういうふうに定められておりまして、例えばゼロ歳児については、保育士は３人に

１人、それから、１、２歳児については６人に１人だと。３歳児については20人に１人。４

歳、５歳児については、30人に１人だということで、保育士の設置基準も定められています。

今答えられたように、その基準には合致しているということでありますけれども、それは常

勤を充てるのか、非常勤で対応するのか、その辺も含めてちょっとお伺いをしたいと思いま

す。 

議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず、駐車場でございますが、資料の図面の右側の配置図という

ものがございまして、その横に通路みたいなところがございまして、既存の駐車場等ござい

ます。この、今、ここで使っていました駐車場をそのまま使うということで、経費節減とい

う、そこから入っていくということで考えているところでございます。 

  それから、職員の配置でございますが、当然、常勤、非常勤をそこで働いていただいて、

やっていくということでございます。 

  常勤、非常勤ということです。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質問はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、案第５号工事請負契約の締結について（洞爺保育所新築工事（建設工事））を

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、案第５号工事請負契約の締結について（洞爺保育所新築工事（建設工事））

は、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、議案第６号財産の取得についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の５ページでございます。 

  議案第６号財産の取得についてでございます。 

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

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  １として、取得財産。除雪トラック７トン級ダンプでございます。 

２として、数量は、１台でございます。 

３として、契約の方法は、指名競争入札。 

４として、取得価格、3,530万2,010円でございます。 

５として、取得先。登別市大和町１丁目12番地、ＵＤトラックス北海道株式会社室蘭支店、

支店長、原利男でございます。 

  議案説明資料の一番最後のページ、７ページをごらんいただきたいと思います。 

  取得物品として、いまご説明した除雪トラック７トン級ダンプ。２として、車輛概要につ

いてはごらんいただきたいと思います。 

  ３として、納車期限については、平成31年３月29日。 

  ４として、参考に財源措置でございますが、これは雪寒事業で行うもので、社会資本整備

総合交付金が749万8,000円。それから、雪寒機械事業債、合併特例債を使用しますが、

2,660万円を財源措置として予定をしております。 

一番最後の裏ページには、参考図として車輛の図面が書いてありますので、ごらんいただ

きたいと思います。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 
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  これから、議案第６号財産の取得についてを採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第６号財産の取得については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、議案第７号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算

についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書６ページでございます。 

  議案第７号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億7,745万

4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億7,869万4,000円とするもの

でございます。 

それでは事項別明細書でご説明をさせていただきます。 

一般会計の事項別明細書、５ページ、６ページからでございます。 

まず５ページ、歳入でございます。 

12款分担金及び負担金、１項負担金、２目衛生費負担金で２万4,000円の増額補正でご

ざいます。未熟児等、養育医療費の自己負担分として、２万4,000円の増額でございます。 

   14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫補助金で、729万7,000円の増額でご

ざいます。障害児施設措置費負担金の増額でございますが、今年開業いたしました泉にござ

います障害児放課後等デイサービス事業施設がほみいクラブというのが開業しておりますが、

ここの利用者の増によりまして、国の負担金が増額されるということで、729万7,000円の増

額。 

  それから、２目衛生費国庫負担金、13万3,000円の増額でございまして、これについては、

未熟児と養育医療費の国庫負担金の増額ということでございます。 

  続いて、15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金で、365万7,000円の増額でご

ざいます。社会福祉費負担金として、9,000円。これは、民生委員の推薦会交付金として１

名退任による推薦、選任経費ということでの増額でございます。 

  ３目で、児童福祉費負担金で、364万8,000円の増額。これは先ほどお話しをいたしました

放課後等デイサービス事業の道の負担金の増額ということで、364万8,000円でございます。 
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  次の保険費衛生費負担金、6万6,000円の増額で、これも未熟児養育医療費の道の負担の増

加分の数字でございます。 

  それから、２項道補助金で、１目民生費道補助金、850万円の増額でございます。 

  社会福祉費補助金で、介護サービス提供基盤等整備事業交付金ということでございまして、

社会福祉法人慈恵会さんのほうで介護予防拠点整備事業として、地域カフェを設置するとい

うことでの道の補助金でございます。 

  19款繰越金でございます。１億5,732万円の増額でございまして、前年度の繰越金でござ

います。 

  20 款諸収入、５項雑入、３目雑入で45万7,000円の増額でございます。支障物件移転補償

金ということで、国道の防雪柵の改修がございまして、町の月浦地区にある光ケーブルの移

設業務の保証金ということでございます。 

  続いて、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、３目公有財産管理費で、１億2,970万9,000円の増額でござ

います。まず、修繕料としまして、これは、役場庁舎の壁のタイルが剥離しておりまして、

これの修繕、それから、成香の旧教員住宅の壁が傷んでおりまして、これの修繕。合わせて

225万7,000円の修繕料でございます。 

  それから、工事請負費でございますが、745万2,000円。旧大原小学校体育館、屋上防水改

修工事ということで、体育館の屋根が落ちたと。一部、落ちたとのいうことでの改修工事の

費用でございます。 

  それから、19節の北海道市町村備考資金組合超過納付金ということで、１億円の積立でご

ざいますが、これは繰越金の１億円を積むということでございます。 

  それから、続いて、基金管理事業でございまして、2,000万円の計上でございます。 

  特定目的基金積立金ということで、こちらは国営畑かん事業の基金に2,000万円を計上す

るということでございます。  

続いて、５目の電子計算管理費で64万8,000円の増額でございます。譲歩管理事業等をし

て、国道の防雪柵の改修、光ケーブルの移設委託料でございます。 

 次に、２款総務費、４項選挙費、２目町長選挙町議会選挙費で135万2,000円の減額補正で

ございます。町長選挙、それから、議員選挙の執行残の計上でございます。 

それから、３款民生費、社会福祉費、１目社会福祉総務費でございまして852万円の増額

でございます。社会福祉管理事務事業ということで委員報酬、それから費用弁償については、

民営委員推薦会の開催経費ということで、それぞれ1万5,000円、5,000円の計上でございま

す。 

それから、介護サービス提供基盤等整備事業費交付金ということで、社会福祉法人慈恵会の

地域カフェの開設ということの経費でございます。 

  続いて、９ページ、10ページでございます。 

 



－171－ 

  民生費、児童福祉費、児童特別対策費で1,459万5,000円の増額でございます。扶助費の増

額でございまして、泉地区の放課後等デイサービス事業の利用者増による扶助費の増額とい

うことでの計上でございます。 

  ４款衛生費、１項保険衛生費、２目予防費で32万5,000円の増額補正でございます。未熟

児等、養育医療給付費の扶助で32万5,000円の増額でございます。 

  ６款農林水産業費、３項水産業費、１目水産業振興費で、46万9,000円の増額でございま

す。水産振興対策事業ということで、洞爺湖町生物対応性協議会の負担金の計上でございま

すが、洞爺湖の財田地区にウチダザリガニが繁殖をしているということでの、この対策費用

の計上でございます。 

７款商工費、２項観光費、２目観光施設管理費で164万5,000円の増額でございます。修繕

料として、薬師の湯、足湯の屋根、それから塀が、冬の隣家の屋根の雪によって破損したと

いうことでの修繕料の計上でございまして、屋根の部分については保険対応といことになっ

ております。 

それから、洞爺湖ぐるっと彫刻公園維持管理事業で、34万9,000円の計上でございます。

修繕料として、彫刻ライトアップ照明器７基の修繕料でございます。 

  続いて、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費でございます。136万1,000円

の計上でございます。洞爺地区道路橋梁保守事業ということで、側溝清掃委託料での計上で

ございますが、香川３号線の側溝清掃でございます。136万1,000円の計上でございます。 

  予備費でございます。13款予備費で、2,153万4,000円の増額補正でございまして、現計で

4,007万7,000円とするものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わりました。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 何点か、確認も含めてお尋ねしたいのですが、まず、最初に、８ペー

ジの事項別明細の８ページに、介護サービス提供基盤等整備事業交付金ということで、850

万円が計上されています。事前にいただいた資料を見ますと、現在ある病院、施設を新築移

転をし、その中にこの介護予防拠点となるスペースを確保するということのために、１拠点

当たり850万円の補助が行われるということなのですが、これは、例えばこういう建物が、

新築移転がされるから、こういう補助が受けられるのか、それとも、新築移転しなくても、

既設の、例えばこういう病院施設とか、いろんなほかの施設ですね、こういう施設でも、介

護予防拠点整備のために、これが充てられるものなのかどうかということを、ちょっと確認

をしたいのと、それから、この850万円というのは、あくまでも建物を建てかえるための費

用というよりは、というものに使うのではなくて、この施設、いわゆるその地域の、ここに

書いている予防活動、医療活動として行う予防活動とか検診活動とか、外来診療とか、訪問
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診療などに加えて、無料のカフェスペースなど備えると、こういうことのために使われるの

か、ちょっとその辺が、なぜ聞くかというと、病院の新築移転のための一部の費用に充てる

ような、そういうような想定になってしまうとこれはまずいのではないかなという気もしま

して、どういう場合に、この整備事業が国から交付されるのかということをもう１回確認を

したいなと。そのことをちゃんと、町としても確認をされていることなのかどうかというこ

とです。 

  それから、二つ目は、10ページに児童特別対策事業障害児給付金補助ということで載って

おります。1,459万5,000円と。これは、先ほど説明もありましたが、児童発達支援放課後等

デイサービスという新たにできた施設、町内にできた施設に対する国庫補助であり、道資出

金であり、同時に、町は、一般財源から365万円を支出すると。こういうふうになっている

わけですが、この費用というのは、何に充てられる費用なのでしょうか。扶助費というふう

になっておりますけれども、これ、何に使われる費用なのかということを確認をしたいと思

います。 

  それから、同じ10ページの６款ですが、農林水産業費、特に19節の洞爺湖町生物多様性協

議会負担金ということで46万9,000円が計上されています。説明でも、ウチダザリガニの駆

除に要する費用と、協議会の費用ということで載っているのですが、これは、洞爺湖では

2005年に初めてウチダザリガニが確認されて以来、防除活動を継続して、今、実施してきた

ところです。行政とか、住民団体とか、あるいは、大学などが連携して、この防除体制を

とって、2010年には国内最多と言われている10万匹以上を捕獲したということなのですが、

ところが一方でウチダザリガニの最近の分布というのは、洞爺湖内でさらに拡大傾向にある

と。特に、この10年かけて築き上げてきた防除も、そういう意味では転換期を迎えていると

いうことで、昨年のシンポジウムでも、そういうふうに言われていました。 

ですから、今後、このウチダザリガニ駆除のために、この協議会として、こういう負担金

を出すことはいいのですけれども、この程度の金額で間に合うのかどうかということも含め

てということですけれども、防除の取り組み方法や、どういう方法で、今度駆除をしようと

しているのか。この拡大傾向にあるウチダザリガニをどうやって食い止めるのか。その辺の

しっかりとした計画をもう既に持って、新年度、今年度ですね、事業を行うのかどうかとい

うことです。 

  もう一つ、協議会に出すお金ですけれども、国としても環境省としても、当然、環境保護

保全と、外来種の、いわゆる、こういうウチダザリガニを駆除することについては、国も責

任を負っているはずなのです。ところが、なかなか国がその駆除のための費用を十分補塡し

ていないという状況があると思うのですが、例えばこういう事業に伴って、国はどのくらい

の負担を考えているのか。あるいは、新たな何か、国としての独自の環境省の防除対策とい

うのはあるのかどうか。その点についても伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） まずは、介護サービス提供基盤等整備事業費交付金でございま
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す。 

 議員は、まず最初に、新築改修等でも対象になるのかというご質問でございましたが、これ

につきましては、なります。改修でも対象となるものでございます。また850万という補助

額、交付金額でございますけれども、これは上限額でございまして、あくまでも、その病院

の施設を建設するものではなく、地域貢献の一環として、病院内に地域の憩いの場、交流の

場などの生活支援の拠点となる介護予防拠点スペース、これに対する交付金でございます。

町といたしましても、このお話をお伺いしたときに、北海道のほうにこういった事業の中で、

こういったスペースを設けるのだけれども、こういった活動をするのだけれども、補助対象、

交付対象になるのかという確認はさせていただいております。その結果、対象になるという

ことでございまして、あくまでも、介護予防拠点スペースということでの交付金でございま

す。 

  それから、２点目の、放課後等デイサービス事業でございます。歳出の予算では、扶助費

で予算計上をしてございますが、その前に、まず現状をちょっと説明をさせてもらいたいと

思うのですが、議員もご承知のことと思いますけれども、放課後等デイサービス事業につき

ましては、これまでは１市３町で構成をする運営をいたします事業といたしまして、伊達市

の１市３町で構成する事業所と、それから民間の事業所１カ所ということで、計２カ所あっ

たわけでございますが、副町長のほうからもお話いたしましたとおり、平成30年２月に洞爺

湖町内に新たに放課後等デイサービス事業を運営する民間の事業所が１施設、さらに同年４

月には、豊浦町にも民間事業所１施設が開設をされたことに伴いまして、新規利用者が６名

増加となり、加えて、これまで週１回の利用であったものが、町内に開設されたことに伴い

まして、さらに送迎が、今回あるということ等によりまして、通いやすくなり、利用回数が

週３回と増加をいたしまして、支給量が大幅に増加したということでございます。 

  それで、扶助費で予算計上してございますけれども、これは、療育を受けるための経費で

ございまして、保護者も１割負担をしていただいている中での現状でございます。 

  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） ウチダザリガニの関係でございますが、議員もおっしゃいま

した、ザリガニについては、平成22年から駆除が始まっております。これ、当初は南岸、洞

爺湖の南岸ということで集中していたのは洞爺湖温泉街ということから始まりました。それ

で、当初、ずっと駆除が進みまして、相当な量が駆除されてのですが、やはり少しずつ東西

に広がりまして、今現在は、東側は壮瞥滝之町を越えたところまでいっています。それから、

西については、月浦の臨湖実験所を越えたあたりまで、実際にいっております。 

  これは、この対策については、今までいろいろな対策も行っておりました。補助を受けて

やっておりました。一番最近では、環境省の補助も３年間受けましたけれども、今、一番最

近では、花博の補助ということで、去年から、去年、それから今年も交付決定を受けまして、

今２年目ということで、今回、事業を行うこととなっております。 
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  それで、実際の今回、当初予算で今回、当初からやっております洞爺湖の南岸については

当初予算で組んでおりまして、今回のこの補正については、去年も議会の中でも報告してお

りますけれども、財田の、財田地区で新たに発見されたということの対策でございます。こ

れは、どのようなことで対策をするかということなのですけれども、まず最初に、財田のほ

うについては、一番懸念されるのは、どうしても隣に壮瞥川がありますので、そこにいかな

いように、やはりしなければならないということの中で、去年は協議会の臨時総会を開いて、

今後の対策をどうしたらいいかということで、いろいろ協議会とか酪農学園のほうからも意

見を聞いて、いろいろ対策を検討しておったのですが、今年度については、まず酪農学園の

協力をいただいて、まずその捕獲数ですとか、重量、それから雌雄等のデータをまずとりた

いと。そして、これ、来年度以降のかごの捕獲場所ですとか、設置数、それから引き上げ回

数など、今後の対策等についても、含めた中でのそういった調査を行うということでござい

ます。それで、来年度に向けて環境省や北海道への要望を行うためのそういったデータをき

ちんと固めておかなければならないということも含めて、今回は酪農学園の力をいただいて、

かごの数も少ないものですから、かごを買ったりとか、その辺の今回の補正ということでご

ざいますが、今回の補正はそういう中身でございます。 

 それから、今までやっている補助事業については、当然、捕獲数、年々減ってきてきた中

で、この二、三年は逆に増えているということでございます。中心部は、数も大分減って、

そして小型化してきているのですが、広張っている部分については大型化がされているとい

うようなことなのです。確認してみると。だから、それらの対策を今後やはり専門家の意見

を聞きながら、どのような形で、設置だとかしていくか。あと、最悪、やはり広がらないた

めの網といいますか、かごではなくてフェンスみたいな形のそういったものも今後検討して

いきたいという中で、今、その協議会の中でその辺のお話を進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はありませんか。 

はい、立野議員。 

○６番（立野広志君） 最初の質問に対して、ちょっともう一回お聞きしたいのですが、これ

は、養育を受けるための、受ける方の負担分は１割負担だと。あと、そのほか必要な費用に

ついて、これは補助するという意味合いでいいのですか。そうすると、つまり、施設側とい

いますか、事業者側の、例えば施設整備であったり、あるいはさっき送迎も必要だという話

がありました。例えば送迎費用であったり、そういうようなものにこれは使われる目的なの

か、それともここで、いわゆるその児童の対応する資格を持った職員が確か必要なはずです

が、そういう方々の人件費を負担するためのものなのか。ちょっと、最終的に、これ、障害

児給付費扶助と書いてありますけれども、これが何に使われるものなのか。その施設の運営

上、何に使われるものなのかということを、ちょっとお聞きしたかったので、その点につい

てお答えをいただきたいと思います。 

  それから、ウチダザリガニのことなのですが、そうすると、今説明いただきましたけれど
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も、今年度は特にデータ収集が中心だと。それで、そのデータを収集して、来年度の予算要

望、国への予算要望に充てるということですよね。私、前から不思議だと思っているのです

けれども、洞爺湖というのは、周辺の町村が所有しているわけではないし、当然、国の１級

河川にも、湖沼にも相当しているわけで、そして、その中で外来生物の駆除というのは、基

本的には国の責任で行われなくてはならないと。ところが、実際には、ウチダザリガニを捕

まえて駆除しているのは、周辺の町村。一番、やはり困っているからですよね。特に洞爺湖

というのは、私たちの飲料水だと。そこにウチダザリガニが水草を食べ、そして、それに

よって、水草や小動物を食べることによって、この湖の生態系が大きくこう変わっていく。

逆に言えば、湖が、そういう意味でいうと、今、おいしい水だという評判もあるのですけれ

ども、これがどんどんと悪化していく可能性もあるわけで、地域にとっては、重大な問題で

すけれども、環境省、国にとっても、これは当然、責任を持ってやらなければいけないわけ

なのだけれども、その責任を持つべき国に、地元の市町村が協議会をつくってデータを集め

て、国でちゃんとこれでやってくれと上げるということ自体が、何か矛盾していないかと。

国がもっと積極的にやるような方向で行政側として働きかけを強める必要があるのではない

かと。当然やってきたと思いますけれども、その点での何か環境省側の対応の非常にこう、

弱さというか、責任を地域自治体に負担を求めていく。そのような状況が見えるので、協議

会は協議会としてさまざまな問題、検討するという意味で負担金を出すことは必要なことだ

と思います。ただ、その負担金によって、結局は何名かの臨時職員を雇い、そして、一定期

間、防除のためにウチダザリガニを捕獲する、そういうことにずっと充てて来たわけでしょ

う。その費用だって、国は一定期間見たけれども、今回は、今度、花博の、いわば補助を受

けてということなのですが、補助がなければできないわけですよ。 

  その辺も含めて、どういうふうに考えているのか、もう一度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） 放課後等デイサービスでございます。扶助費でございますけれ

ども、まず、この施設には、介護福祉士などの資格を持ったスタッフが常勤、及び管理者、

その他支援員というような方たちの人件費がまず含まれております。そのほか、この施設で

は、調理実習、それから運動をすることによります療育というようなことをメインとして実

施している施設でございますので、そういったところの用具代だとか調理実習代だとかとい

うことも含まれているということでございます。 

  なお、送迎でございますけれども、大変申し訳ございません。私の、ちょっと勉強不足で、

その送迎費用が今回のこの予算の中に含まれているのかというところでございますけれども、

私の今の記憶の限りでは、別料金だったというふうに認識をしておりますので、もし間違っ

ておりましたら、大変申し訳ございません。後ほど、訂正はさせていただきたいというふう

に思いますが、いずれにせよ、そういった放課後等デイサービスを利用するときのための、

いわゆる療育を受けるための諸経費に充てているというところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 
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○産業振興課長（佐藤孝之君） 洞爺湖については、先ほども申しました平成22年からという

ことで、地元も対策をしているということで、実は全国的にも先進地といえるのではないか

というふうには思っております 

  ただ、それに対して、国のほうで今まで何をしてくれたのかというようなことで、国は実

際３年間というような、環境省の補助ですね。これは３年間というようなことでございまし

た。 

それで、いろいろ、国のほうにも要望した中で、いろんな話を聞きますと、やはり洞爺湖

は先進地で、地元は一生懸命頑張ってくれていると。大変ありがたいけれども、なかなか、

その、まあこういう話はあれなのですけれども、予算的に、例えばいろんなほかの町でマン

グースだとか、いろんな危険なカメだとかキョンだとか、いろんなのがあると。やはり、町

としては、当然、ウチダザリガニを、やはり一番にやってもらいたいという頭はありますが、

やはり、そういったそのいろんな地域にもいろんな問題があって、恐らく順番というわけで

はないでしょうけれども、やはりそういったいろんな大きな問題があるというも聞いており

ます。 

 それで、地元協議会には、環境省もメンバーといいますか、顧問といいますか、そういう

形で入ってまして、必ず出席をしていただいております。 

その中で、今回のこの問題についても、いろいろ環境省としてもいろいろ理解をしていた

だいております。 

それで、まず財田の、その、最初に発見された部分も、実は環境省のほうがアクティブレ

ンジャーのほうにお願いして調査した結果、そういう形で発見されたと。いうような形で、

その後、地元の協議会もボランティアで、エグザブルグリーンのほうで、ボランティアで、

一応確認したら、やはり出てきたというようなことでございます 

それで、その辺の話も協議会の中で何とかこれ、すぐ対策をしなければならないというお

話も進めておりましたが、ただ、まだ、発見されてどういう状況でその清掃をしているのか

だとか、どの辺までいるのだとか、その辺が全く、ちょっとわかりませんので、まず、やは

りその辺きちんとした上で、きちんとしたそういう今後の対策を講じなければならないとい

うことの判断で、環境省にもいろいろ相談しながら、まず、今年度については、そういう、

まず調査をしたいと。来年度以降、国のほうもぜひお願いしますねということで、お話は進

めております。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑。 

  はい、２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） １点だけ伺います。９ページで、商工費の観光施設管理費で、事

業費のところで、ちょっと伺っておきたいと思うのですが、実は、需用費で164万5,000円と

いうことで計上されております。これは、薬師のそばの足湯のところの、３月頃でしたで

しょうか。氷が落ちて、屋根が破れたことがございまして、この修繕費なのだろうと思って

おりますけれども、観光地として、観光地としてもう６月ですから７月に入るでしょう、も
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う。工事やるということになれば、もっと早くにできなかったものかなという、そんな気が

してならないのですけれども、その辺のいきさつをお願い申し上げたいと思います。 

それから、もう１点は、19の洞爺湖ぐるっと彫刻公園の維持管理事業ということで、これ

は34万9,000円計上されているのですが、この洞爺湖ぐるっと彫刻公園というのは、洞爺湖観

光の大きな資源の一つだと自分は思っております。 

これは、ぐるっとには52基だったでしょうか。五十七、八。ああそうか、ごめんなさい。

58基のうちの７基を修繕、ライトアップのライトの修繕ということでありますけれども、こ

れは、その、何て言いましょうか、年次計画でやっていこうとするのか、それとも、傷んだ

分を修繕しようとしているのか、それから、ライトは、ＬＥＤの対応ということになるのか、

お願い申し上げたいと。 

この彫刻公園は、言うまでもなく、観光客に対するその啓蒙活動、先ほど申し上げました

ように、洞爺湖観光の一環として、非常に大きな資源であるという認識のほかに、子どもた

ちに対する野外学習の大きな場にもなる彫刻公園でないのかなという気がしてなりませんの

で、今後、こういう修繕した後のライトアップした後、どういうこの彫刻公園が観光資源と

して活用していこうとするのか。ただ、あるものだから、ライト切れているからつけようと

いうことではなくて、もっともっと洞爺湖観光を躍進をさせる方向で、ライト修繕というこ

とになっているのか、それだけ伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） ７款、商工費、この需用費の部分でございます。一つ目の足湯、

手湯管理事業の129万6,000円でありますけれども、時系列でお話ししますと、３月の暴風雪

により、洞爺湖温泉もべたついた雪がたくさん降ったところであります。 

その３月４日の日であります。議員からも電話をいただいたところでありますけれども、

薬師の湯の足湯のかさの部分、隣地の上から落雪をして、かさの部分と、あと横との境界の

塀が倒壊したところであります。対応に関しましては、早朝から、立ち入りできないような

形で、除雪として片付けたところですけれども、翌日には、保険会社のほうに事故の内容、

また、その請求をしたところであります。保険会社においては、全額保障した保険対象とな

るのか、全く保険対象とならないのか、そういう判断のところから始まったところでありま

すけれども、最終的には４月12日にお金が振り込まれたところであります。そうした部分で

は一部の壁の以外のかさの部分に関して保険の対象になって、年度を越えた部分であります。

議員がおっしゃるとおり、我ら観光地として、また、足湯というのは多く利用する部分では

早く開始をしていくべきところでありましたけれども、足湯につかる部分に関しては、ちゃ

んとできるようにはしたのですけれども、屋根の部分、全面かさを取りかえるのか、また、

一部のかさを取りかえるかという部分でも、ちょっと保険の保障額等確認してという部分で

は、今回の時期になった部分であります、 

 そうした部分では、楽しんで足湯を入られる方に、ちょっと悲しい部分を見せていますけ

れども、この部分は大変申しわけないと思っているところであります。 
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 ただ、これに関しては、予算ついた時点で、すぐ執行をしていきたいと思っております。 

 また、もう１点、ぐるっと洞爺湖彫刻公園でございます。議員おっしゃるとおり、洞爺湖

町内、湖畔周辺には、58基の彫刻公園がございます。壮瞥町に18基、洞爺湖町には洞爺湖温

泉街には21基。月浦、花輪には３基。そして、洞爺地区に関しては16基。洞爺湖町において

は40基ございます。その中で、遊歩道の部分に関して、12基のライトアップをしている彫刻

がございます。ちょうど、温泉のホテル街の前にある部分でありますけれども、実はそのう

ちの７基が器具の故障、破損という形になっておりまして、今回それを新たに、しっかりと

夜見えるようにという形で、整備をすることにしてあります。 

 ライトにつきましては、ＬＥＤを予定しているところでありますけれども、このやはり、

洞爺湖ぐるっと彫刻公園、これは昭和50年代から安田侃先生の維新期から始まったものでご

ざいます。そうした部分では、この洞爺湖町の宝という部分でもありますし、これをやはり

写真を撮ってインスタ映えもするところですから、やはり写真とかでもネットで出ていると

ころでは、これからもしっかりとお見せできたいところでございますけれども、そうした部

分では、やはり、この58基、壮瞥町の部分も入れてですけれども、観光資源としてしっかり

とＰＲをして、また、これによって、観光客が来ていただけるような部分にしていきたいと

思っております。ただ、今の部分では、洞爺湖町のホームページにおいて、58基の紹介等を

させておいていますけれども、もっと一つ一つの芸術の作品というものが、思い入れもあり

ますので、そうした部分をしっかりと出せるようなホームページの情報発信、こういうもの

はこれからもして、観光資源として大事に使っていきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第７号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第７号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算については、原案の

とおり可決されました。 

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

◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（佐々木良一君） 日程第９、議案第８号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別

会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の９ページでございます。 

  議案第８号でございます。平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）でございます。 

平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,970万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億7,623万2,000円とするもの

でございます。 

事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

国保の事項別明細の５ページ、６ページでございます。 

歳入でございます。 

５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金。補正額2,970万6,000円でございまして、前年度の

決算剰余でございます。 

次のページ、７ページ、８ページで、歳出でございます。 

８款諸支出金、１項償還金及び賦課還付加算金、３目償還金で、56万5,000円の増額補正

でございます。 

国、道、補助金の確定による返還金の確定でございまして、56万5,000円の計上でござい

ます。 

９款予備費で2,914万1,000円の増額で、現計で3,319万5,000円とするものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 議案８号のこの国民健康保険特別会計補正予算ですが、今回の補正は

５月の出納閉鎖後の、いわば今年度に向けての繰り越しということで、補正がされるという

ことなのですが、一つ伺いたいのは、前年度からの繰り越し金の額が、例えば30年度の保険

税額と比較すると、15.9％相当に、まあ相当します。どちらかというと、多額の繰越金を前

年度から今年度に繰り越したということになるわけですが、この要因は何だったのかという

ことです。 

  それから、もう一つは、国民健康保険税を算定する算定方法に当該年度、その年度に要す

る医療給付、病院にかかる、かかって支払うお金です。医療給付費の総額から、国や道やあ

るいは町の負担額を控除して、残った費用を応益割、応能割の負担比率に応じて被保険者が
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国民健康保険税として支払うと。こういうような仕組みだったかと思うのですが、その点で

いうと、前年度からの繰越額が金額的に大きく発生するということは、見込んでいた医療給

付額が想定よりも少なかったということになるのではないかと思うのですが、その点につい

ても伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 今回の繰越金の額についてでございます。この繰越金自体は、前

年度繰越金からの確定に伴う予備費への増額補正でございますけれども、国の、これにつき

ましては、国の療養給付費負担金、あと、退職者の医療費に係る療養給付費交付金、あと高

額医療費共同事業交付金等に係る平成29年度に係る返還金を見込んでの計上でございます。

ただ、現在のところ、返還金額については、現在、国、道のほうで精査をされている段階で

ございまして、まだ確定額は出ていない状況でございます。 

  それと、すみません。保険税総額も、15.9％に当たる繰越金というような形でございます

けれども、これについても、先ほど言いましたけれども、あくまでも、返還金を見込んでい

る形なものですから、それに対して給付費自体は、それほど減ってはいないとは思いますけ

れども、ちょっと今、数字を持って来ていないのですけれども、大きく、若干この数年減少

傾向ではありますけれども、それに反映されての繰越金という形ではないと私は考えてござ

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） ２番目に伺った質問については、要はそれほど、医療給付額について

は変更はないのではないかというお話なのですけれども、いずれにしても、確か以前に国民

健康の保険税についての計算というのは、前年でなくて前々年度から、確かかかわって半年

以上ずれていたかな。だから、純粋に前年度だけの部分でないというのはわかるのですが、

それにしても、今、実際には、保険税が比較的やっぱり高くなってきている中で、こういう、

特に予算立てのときに、どのくらいの１年間の医療給付費を見込むかと。そして、当然、そ

れに伴って国とか道からの療養給付等の負担もあるわけですから、それらを見込んで出すわ

けですよね。今回は、それらが返還されたという、一部返還されたという話ですが、要は、

それだけ医療費がかかっていないからだと思うのです。そういうことで、想定している医療

費の算定方法というのは、確か、あの、前年度の医療給付に掛ける５％だったかな、を加算

して、必ず増やして医療療養給付費を増額して予算を立てているのですよね。 

  ですから、それが、必ずしも増額にならない場合がある。そうすると、その分は、結局、

最終的には、加入者が、被保険者がです、負担をしなければならないということになって、

結局、高い保険、料率は変えていないですけれども。要は、料率は変えていないけれども、

かかる費用が高くなるから、保険料、保険税も変わってくるということで、そういうような

ことなのですかということで、今、こう、確認をさせていただいているのですけれども、い

かがですか。 
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○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 大変申しわけございません。その辺について、ちょっと詳しい数

値、現在持ち合わせてございませんので、後ほど、ちょっと説明させていただききたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第８号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算について

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第10、議案第９号平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特

別会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の12ページでございます。 

  議案第９号 平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）でご

ざいます。 

平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

第１条で、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

1,946万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億8,173万5,000円とす

るものでございます。 

第２条は、地方債の補正でございますが、事項別明細でご説明をさせていただきます。 

公共下水道特別会計の事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

５ページ、６ページでございます。 
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歳入で３款国庫支出金、１項国庫補助金、２目浄化槽設置整備事業費国庫補助金でござい

まして、35万1,000円の増額でございます。浄化槽設置整備事業費補助金で、合併浄化槽３

基増による補助金の増額でございます。 

  ６款繰越金でございまして、411万5,000円の増額。前年度繰越金の計上でございます。 

それから、８款町債、１項町債、１目下水道債で、1,500万円の増額でございます。これは、

入江地区の汚水１号幹線の工事に充てる機材の計上でございます。 

次、７ページ、８ページでございます。 

歳出でございます。公共下水道費、１項下水道管理費、⒋目浄化槽設置整備事業費で195

万円の増額補正でございまして、浄化槽の設置整備事業３基分の増額補正でございます。 

２項、下水道建設費で、１目下水道建設費1,500万円の増額でございます。 

工事請負費で単独事業ございますが、汚水１号幹線管路敷設工事の増額補正でございます。 

３款予備費でございまして、251万6,000円の増額で、現計で396万4,000円の予備費となり

ます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第９号平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算につい

てを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第９号平成30度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、議案第10号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計

補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 
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○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書16ページでございます。 

  議案第10号、平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第１号）でございま

す。 

平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よるものでございます。 

第１条で、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

1,499万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,460万5,000円とす

るものでございます。 

事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

事項別明細書、５ページ、６ページ、歳入でございます。 

繰越金でございまして、1,499万6,000円を増額するものでございます。 

次に、７ページ、８ページでございます。 

予備費でございまして、同額、1,499万6,000円を増額補正をして、予備費現計としては、

1,636万2,000円とするものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。  

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第10号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第10号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算については、

原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、議案第11号平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別

会計補正予算についてを議題といたします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の19ページでございます。 

  議案第11号、平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）でござ

います。 

平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ208

万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億59万8,000円とするもので

ございます。 

事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

５ページ、６ページ、歳入でございます。 

繰越金でございまして、208万6,000円を増額するものでございます。 

次の、７ページ、８ページ、歳出でございまして、全て予備費に充当し、208万6,000円を

増額補正し、現計として370万1,000円とするものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第11号平成30度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第11号平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、議案第12号平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特
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別会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の22ページになります。 

  議案第12号、平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でご

ざいます。 

平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

第１条で、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

679万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億6,587万2,000円とする

ものでございます。 

事項別明細書をごらんいただきたいと思います。５ページ、６ページでございます。 

歳入でございます。 

繰越金、679万5,000円の増額補正でございます。 

７ページ、８ページ、歳出でございます。 

２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目として

後期高齢者医療広域連合納付金493万9,000円の増額補正でございます。保険料等負担金でご

ざいまして、29年度の出納整理期間中に収納した保険料の確定による増額補正でございます。 

４款として予備費でございまして、185万円6,000円の増額補正で、現計207万9,000 円と

する、ものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。 

討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第12号平成30年度虻田郡洞爺湖後期高齢者医療特別会計補正予算について

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、議案第12号平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

◎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。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ３時５２分） 
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