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

◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会平成31年３月会議を開会します。 

現在の出席議員は、13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） 

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

◎表彰状の伝達 

○議長（佐々木良一君） 会議に先立ちまして、２月６日に開催された全国町村議長会定期総

会におきまして、小松議員が自治功労表彰を受賞しております。 

  議長から伝達させていただきます。 

  小松議員は前にお越しください。 

〔小松 晃議員 登壇〕 

○議長（佐々木良一君） 表彰状。北海道洞爺湖町、小松晃殿。 

  あなたは、町村議会議員として多年にわたり、地域の振興発展に寄与されましたので、そ

の功績は誠に顕著であります。 

  よって、ここにこれを表彰いたします。 

  平成31年２月６日、全国町村議会議長会会長、櫻井正人。 

  おめでとうございます。（拍手） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、５番、千葉議員、６番、立野議員

を指名いたします。 

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

◎諸般の報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。 

ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） それでは、議会運営委員会からご報告申し上げます。 

  所管事務調査報告書。 

平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

議会運営委員会委員長、千葉薫。 

本委員会は、所管事務のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告します。  
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記。  

１、調査事項、洞爺湖町議会平成31年３月会議の運営について。  

２、調査日、平成31年２月26日火曜日でございます。  

３、出席委員、私のほか、小松副委員長、竹林委員、立野委員、篠原委員、大西委員でご

ざいます。 

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

５、説明員、町から森副町長がお出でいただき、説明をしていただきました。 

６、結果でございます。洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく洞爺湖

町議会平成31年３月会議について本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、

その結果は次のとおりであります。  

会議期間について、３月５日から３月13日まで。 

審議日程については、裏面のとおりでございます。 

本会議。  

以上ございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

本会議の会議期間については、本日から13日までといたしますので、議会運営にご協力

をお願いいたします。 

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

    ◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成31年３月５日、洞爺湖町議会に町の行政報告を申し上げます。 

まず一つ目について、寄附についてでございます。 

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

たく受納いたしました。  

一つ目に、金員の寄附でございまして、札幌市中央区宮の森３条12丁目２の１、若狭高司

氏。金額100万円でございまして、育英資金事業に充てていただきたいということでござい

ました。 

二つ目も金員の寄附でございまして、ふるさと納税寄附金として、今回、個人で155件、

金額で456万5,000円でございまして、累計といたしまして、個人で3,111件、そして金額で

は、累計で7,836万6,000円でございます。 

三つ目に、物品の寄附でございます。洞爺湖町地域食堂への食材等として、延べ４件の

方々にいただいております。内訳につきましては、各種事務事業の取組状況に記載のとおり

でございます。 
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二つ目に、韓国プロモーションの実施についてでございます。 

２月17日から19日の日程で、北海道胆振東部地震に伴う韓国へのプロモーショントップ

セールスを実施し、洞爺湖町長、洞爺湖温泉観光協会長、とうや湖温泉旅館組合長、観光事

業者等の総勢７名が参加いたしました。 

韓国は、北海道への定期便が多く、洞爺湖町への宿泊入込数も年々増加していた中で、北

海道胆振東部地震により韓国からの観光客が激減したことから、ソウル市において、旅行関

係者を対象としたプロモーションと旅行会社社長への表敬訪問を行い、洞爺湖周辺では、地

震による大きな被害はなく、安全に観光周遊ができること、特に、魅力ある観光施設や体験

観光についてお伝えをし、更なる送客をお願いしてまいりました。 

また、旅行関係者からは、現在、実施されている北海道ふっこう割キャンペーン終了後の

旅行者の動きを見守りたいとのことと、韓国国内では、団体旅行から個人旅行へ移行し、安

価な旅行を求める傾向にあり、旅行業者も厳しい状況であるとのことでしたが、北海道は、

日本の中でも人気のある観光地であり、今後も、更に北海道への送客を進めていきたいとの

お話をいただき、手応えを感じることができたプロモーションとなりました。 

三つ目に、各種事務事業の取り組み状況でございますが、前会議から本会議までの各事務

事業の取組状況について、次のとおりご報告をいたします。 

以下、朗読等については省略をさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

次に、教育長の行政報告を許します。 

遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） それでは、教育委員会の行政報告を申し上げます。 

１件の報告でございます。 

寄附について。 

このたび、次の方より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うようありがたく受納いたしま

した。 

洞爺湖町学校給食センターへ食材の寄附でございます。 

①、虻田郡洞爺湖町入江300番地、いぶり噴火湾漁業協同組合代表理事組合長、岩田廣美

様。ホタテ貝290キログラム。 

②、虻田郡洞爺湖町入江84番地２、企業組合あぷた代表理事、福島浩二様。ホタテ餃子

1,200個でございます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、行政報告を終わります。 

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

◎報告第８号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第８号総務常任委員会所管事務調査報告についてを
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議題といたします。 

総務常任委員会から報告の申し出があります。 

本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

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

総務常任委員長の発言を許します。 

立野委員長。 

○総務常任委員会委員長（立野広志君） おはようございます。 

それでは、所管事務調査報告を読み上げて報告させていただきたいと思います。 

報告第８号、所管事務調査報告書。 

平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

総務常任委員会委員長、立野広志。 

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

ます。 

所管事務調査。 

１、調査事項、つどいお茶の間の会の活動内容について。 

２、平成31年１月21日月曜日。 

３、出席委員、私のほかに千葉副委員長、越前谷委員、竹林委員、今野委員、五十嵐委

員。 

４、説明員等、つどいお茶の間の会から５名の方、毛利田紀氏、鈴木孝氏、佐藤敏雄氏、

天野愛子氏。それから、洞爺湖町社会福祉協議会から佐藤玲子氏が参加いただきました。 

５、調査内容、社会福祉協議会は、ふれあい・いきいきサロン活動を推奨し、自治会連

合会においてサロン活動に関する研修視察も行うなど、さまざまにサロン活動の周知と実

践活動を行ってきました。 

現在では、町内13箇所でサロンが立ち上がり、自主運営により自由でそれぞれに特徴の

ある活動を行っています。 

当委員会は、洞爺地区で自治会の枠にとらわれず活動を続けている「つどいお茶の間の

会」の運営をされている５名の方々からお話を伺いました。 

「つどいお茶の間の会」は、平成26年12月から開催し、お年寄りだけでなく、どなたで

もおしゃべりできる場として始められました。最初は、参加者が１名から２名ほどでした

が、「あわてず、いそがず、やっていこう」と継続するうちに、冬場は15名ほど、夏場は

18名と参加者が増え、遠くは大原地区の方も参加しています。 

参加者の最高齢者は93歳で、若い方で60歳です。男性７名、女性20名ほどで、延べにし

ますと30名ほどになります。耳や足腰が不自由な方もいますが、来ることを楽しみにされ

ている方ばかりです。 
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次のような活動内容となっています。 

まず、実施は月２回（毎月６日と26日）午前９時から12時。 

開催日は、洞爺地区の「支所だより」により周知されています。 

参加者同士の懇談が中心ですが、「来て何かしよう」というのではなく、「それぞれが

好きなことをしよう」ということで、折り紙、おしゃべり、ゲーム、軽スポーツなど、自

由で縛りがないのが特徴です。好きな遊びを通じて、元気に通えるようになった方もいま

す。 

年に１回は町のバスの利用し、野外活動を実施しています。昨年はニセコまでバス旅行

を楽しみました。 

決まり事については、いろいろと制限があると運営が大変になり、続かないことから、

とにかく縛りをなくした中で運営を続けています。 

約束事として、昼食やおやつは持ってこられない方のことも考え、「持ってこない」、

また「人の悪口は言わない」といった最低限のもののみです。 

現在の課題として、新たな参加者が少なくなっていること。何か始めるにしても町では

どんな物品の貸し出しができるのかわからないこと、などがあげられました。 

６、委員会のまとめ。 

長年にわたってボランティアの方々が、どうしたら気軽に参加できるか工夫されながら

運営されてきたことで、無理なく、楽しく、和気あいあいとしたサロンとなっていること

が伺えます。 

運営されている方からは、「何もやっていない、苦労していない」と話されていました

が、自らも楽しめる活動に努力し、継続した運営に努力されていることに深い感銘を受け

ました。 

参加者が固定化し、新しく参加される方が少なくなってきているとの説明もあり、どの

地域のサロン活動にも共通する課題であることから、町の広報などを通じて定期的に各地

のサロン活動の開催日や内容を紹介するなど、情報提供の機会を増やすことが必要と考え

られる。また、ゲームや軽スポーツなど、町が貸し出しできる機材のリストを整理し、利

用を促す対応も求められます。 

以上です。よろしくお願いします。 

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

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） ご苦労さまでした。 

以上で、総務常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

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

◎報告第９号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、報告第９号経済常任委員会所管事務調査報告についてを
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議題といたします。 

経済常任委員会から報告の申し出があります。 

本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

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

経済常任委員長の発言を許します。 

板垣委員長。 

○経済常任委員会委員長（板垣正人君） おはようございます。 

私も、少し長いのですが、読み上げて報告したいと思います。 

報告第９号、所管事務調査報告書。 

平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

経済常任委員会委員長、板垣正人。 

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

ます。 

記。 

所管事務調査その１。 

１、調査事項、洞爺湖町商工会の現況と課題について。 

２、調査日、平成31年１月28日金曜日。 

３、出席委員、私、岡崎副委員長、小松委員、大屋委員、篠原委員、大西委員、佐々木議

長。 

４、説明員等は、鈴木会長、岡田副会長、傳副会長、高橋事務局長、茶畑経営指導員、鈴

木経営指導員。産業課、佐藤課長、田所主幹。 

５、調査結果。 

現況について。 

会員数は、平成30年12月末現在で300名（加入６名、脱退６名）となっている。平成19年

度の設立当時からは83名の減少となっており、会員の確保に組織全体で取り組んでいる。ま

た、本年度から総代数を80名（20名減）、役員数は23名で（４名減）の見直しを行った。 

予算については、総額6,940万円で町からの補助金が2,550万円（全体の37％）となってい

る。主な事業の取組み状況については、以下のとおりである。 

町内の経済状況について。 

観光客の宿泊状況は、平成28年度69万8,000人、平成29年度が73万3,000人で、本年度は、

９月に発生した胆振東部地震の影響により、前年度より落ち込んでいたが、宿泊数は概ね70

万人が見込まれる。本町地区や洞爺地区の小規模事業者は、地元消費の落込みや定住人口の

減少により、購買需要の低下により売上げ減少に直面している。 

新築住宅の建築については、平成28年度が14件、平成29年度も14件、本年度は12件で、住
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宅建設が減少している状況である。 

各種事業について。 

ＪＲ洞爺駅前大通りにぎわい創出事業、洞爺駅前イルミネーション点灯事業、住宅リフ

ォーム事業、住宅リフォーム事業については88件で、50万円未満が12件、50万円以上が76件。

工事金額は、全体で7,666万円で、１件当たりは87万円となっています。 

ぐるっと洞爺湖プレゼント事業、スクラッチくじ進呈枚数５万3,867枚、売上推定額は

8,800万円。 

２、今後の課題について。 

訪日観光客がＪＲ洞爺駅で下車し、前浜に向かう姿が見かけるが、ゆっくりとくつろげる

場や町内を回遊したくなるような街並みづくりと、訪日観光客の増加に伴い、キャッシュレ

ス決済の導入や普及が必要である。 

空き店舗対策として、インバウンド対応の大型店舗や若手創業により数店開業しているが、

若い起業家に対するチャレンジショップ支援事業の融資拡大が必要と思われる。 

また、平成26年に小規模企業振興基本法が制定され、当町においても小規模企業の振興に

関する施策の基本となる「洞爺湖町小規模企業振興条例」制定についての検討が必要と思わ

れる。 

所管事務調査その２。 

１、調査事項、洞爺湖温泉観光協会の現況と課題について。 

２、調査日、平成31年１月28日金曜日。 

３、出席委員、私、岡崎副委員長、小松委員、大屋委員、篠原委員、大西委員、佐々木議

長。 

説明員等は、大西会長、野呂事務局長、藤川主査。経済部、鈴木参与。観光振興課、田仁

主幹。 

６、調査結果。 

現況について。 

洞爺湖温泉の観光客入込数は、国内外の観光需要が高まり回復基調にあったほか、プロ

モーション事業やイベント事業などの積極的な取組みにより、平成29年度は73万人となった。

また、外国人観光客数は、インバウンド対策としてトップセールス、無料Ｗｉ－Ｆｉ環境整

備やインスタグラムなどのソーシャルネットワークサービスにより、平成29年度の宿泊者数

が約34万3,000人と過去最高を更新したが、９月の胆振東部地震による影響で、約9,000人減

の33万4,000人の見込みで、全体で70万人前後の見込みである。 

外国人観光客宿泊数について。 

洞爺温泉を訪れる外国人観光客は、台湾が最も多く、中国、韓国、香港の順となっており、

近年シンガポール、タイからの観光客も急増しており、アジア圏が約95％を占め、ヨーロッ

パ、北米の順となっている。 

２、旅行形態について。 
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平成29年度における訪日外国人の観光客の旅行形態は、個別手配や個人旅行パッケージ利

用が約81％を占める状況であり、オンライン・エージェント経由による旅行・宿泊予約がで

きるようになったことが大きな要因である。 

３、修学旅行の入込状況について。 

洞爺湖温泉の修学旅行は、平成18年度以前は４万人前後であったが、年々減少している状

況であるが、協会として北関東・東北などへのプロモーションや北海道登別洞爺広域観光圏

協議会による首都圏や神奈川県での教育旅行商談会を広域的な取組みとして行っている。 

（２）協会の取組みについて。 

当協会の事業は、一つとして観光情報の発信、もう一つは観光客旅客誘致事業、もう一つ

は受入整備事業、次に、スポーツ観光の普及促進の４事業を主軸として、世界に誇れる魅力

ある観光都市の実現に向けて事業を推進している。 

（３）課題について。 

外国人観光客が増えていく中、北海道を訪れる観光客の８割がリピーターとの調査結果が

あり、新たなリピーターを増やすため、当地域の玄関口であるＪＲ洞爺駅の利便性及び安全

性の向上を図るため、エレベーターの設置などバリアフリー化や洞爺湖温泉地区の歩道等の

バリアフリー化（歩道段差解消）など、環境の整備が必要である。 

また、ロングラン花火については、耐震改修促進法や少子化等の影響により、ホテルの改

修が進められ、ホテルの部屋数が大きく減少することが予想される。平成31年度では、大手

ホテルの改修工事などにより、ロングラン花火への算出基準である部屋数が大幅に減少し、

大幅な予算減が見込まれることから、観光振興を図るうえからも町としての支援が必要と思

われる。 

所管事務調査その３。 

１、調査事項、いぶり噴火湾漁業協同組合の現況と課題について。 

２、調査日、平成31年２月７日木曜日。 

３、出席委員、私と岡崎副委員長、小松委員、大屋委員、篠原委員、大西委員、佐々木議

長。 

４、説明員等は、福島副組合長、荒理事、阿部理事、細川専務理事、合田参事、山本管理

部長、大塚次長。産業振興課、佐藤課長、田所主幹。 

５、調査結果。 

（１）現況について。 

平成30年３月末の組合員数は48人、組合全体では249人で、ほたて養殖経営者が29世帯、

全体では131世帯である。平成29年度の水揚げは、当町全体で6,116トン、15億8,800万円で、

組合全体では２万376トン、60億8,200万円となっている。販売金額の約７割以上がほたて養

殖で占められている状況である。 

外国人研修生については、当町が13人、本組合内では52人となっており、全てベトナムか

らの研修生である。 
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本年度のほたて養殖貝は、原因不明の大量へい死により水揚量は、計画水揚量より252ト

ンの減、金額で２億1,150万円の減収の見込みである。また、単価についてはキロ当たり、

平成28年は516円、平成29年が295円、本年は250円ほどで、例年になく安値となっている。 

鮮魚類やホタテなどの貝類及び管外水揚を含めた水揚高は５億350万円で、例年の３分の

１の水揚高の見込みであり、過去最低の状況で、漁業者は大変厳しい状況下にある。 

なお、過去５年間の水揚げ実績は、下の表となっておりますので、ご参照ください。 

ホタテ貝の大量へい死の原因については不明であるが、室蘭の栽培水産試験場で、耳吊り

作業時期とへい死の関連性や、そのメカニズムに関する調査を行っており、耳吊りの垂下時

期が５月上旬で生存率が45％。それ以降になると27％以下の生存率となる調査結果が出てい

る。 

今後の課題について。 

漁業者の経営が大変厳しい状況の中、老朽化が進み交換時期にあるカゴ洗い機や耳吊り作

業における人手不足等による遅れが生じて、へい死の要因となっているため、ホタテ養殖の

安定生産を図る上からも、カゴ洗い機や自動耳吊り機の導入などの支援が必要と思われる。 

以上でございます。 

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

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） ご苦労さまでした。 

以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

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

◎平成31年度町政執行方針並びに教育行政執行方針 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、平成31年度町政執行方針について並びに教育行政執行方

針についてを議題といたします。 

  まず、平成31年度町政執行方針の説明を求めます。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成31年度洞爺湖町の町政執行方針についてを述べさせていただきま

す。 

  はじめに、洞爺湖町議会平成31年３月議会にあたり、私の町政に対する所信の一端と、平

成31年度予算における主要な施策について説明を申し上げ、議員各位を初め、町民の皆様の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

  平成30年度も、全国各地で自然災害が発生し、７月には西日本を中心とした豪雨災害や９

月の北海道胆振東部地震など大きな災害が続き、北海道全域に停電をもたらしたブラックア

ウトでは、当町における大規模停電への脆弱性が浮き彫りとなりました。また、その地震に

より全道的に観光客が急激に激減するなど、町の経済においても大きな打撃を受けたところ

でございます。改めて、災害に強いまちづくりに向け、災害備蓄の拡充と、地域とともに進
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める「命を守る防災」を第一とした防災体制の構築を強く認識したところでございます。 

  宿泊者数においては、平成29年度より微減の71万人前後が維持される見込みとなっており

ます。洞爺地区では新たなホテルがオープンしたほか、本年４月から供用開始に向け整備が

進む、洞爺高校メモリアル公園・洞爺保育所においても、地域の賑わいにつながるよう期待

しているところでございます。 

  また、ＪＡとうや湖のグローバルギャップの取り組みが、全国版のテレビＣＭで長時間に

わたり放映されているほか、財田米が日本一おいしい米に選ばれるなどの話題もありました。 

  一方、洞爺湖町の人口は今や8,800人となり、毎年度200名ほどが減少しています。その中

で町内の企業においては、仕事や求人はあるものの従業員不足が続いているほか、一人暮ら

しや外出しにくい高齢者が増加するなど、地域社会をいかに維持し、将来につなげていくか

が課題であると考えております。 

  この課題の解決に向け、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」により、人口減少対策と地

域の創生を推進してまいりました。 

  引き続き、まちの最重要課題である人口減少問題に対応すべく、産業構造のツインタワー、

（観光分野、医療・福祉分野）への効果的な施策による地域のにぎわいの創出と、定住人

口・交流人口・関係人口の拡大に向け、三地区の特性に合った振興策の充実、産業の振興、

子育て支援策の充実、生活基盤の整備、住宅施策など、各種施策が連動した相乗効果による

地域経済の活性化を図ってまいります。 

  また、これまで取り組んできた成果や課題を検証・反映し、第２期洞爺湖町まちづくり総

合計画の実現に向け、まい進する所存であります。 

  平成31年度予算編成の考え方でございます。 

  それでは、平成31年度予算について申し上げます。 

  平成31年度の一般会計予算でございますが、昨年度と同様に経常経費をできるだけ抑えな

がら、防災体制の強化、道路など生活基盤の整備、子育て支援、定住促進、産業振興策、教

育環境整備の充実を重点施策として、総額として前年度に比べ９億2,474万円増の70億5,944

万円となっているところでありますが、財源には合併特例債等の有利な地方債などを活用し、

歳入不足分については、財政調整基金等を取り崩して補てんしております。 

  財源の根幹である町税は、平成30年度の収納状況などを踏まえて若干の増額を見込んでお

りますが、地方交付税は、合併優遇措置の段階的解消などの減少要因により、前年度に引き

続き減額しているところであります。町債については、普通建設事業の増加に伴い前年度よ

り増額となっております。 

  歳出では、国民健康保険特別会計などへの繰出金は減少しておりますが、公共施設の老朽

化に伴う維持補修費、一部事務組合などに対する負担金の増により補助費等は増加しており

ます。普通建設事業では、高砂貝塚保存整備等の継続事業のほか、虻田地区町道整備、定住

促進住宅建設、民間大規模建築物耐震補強補助金、人参選別機整備補助金を計上しておりま

す。 
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  特別会計では、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計が保険給付費の増額、公共下

水道事業特別会計が管路長寿命化工事の増額、後期高齢者医療特別会計では広域連合給付金

の伸びから、それぞれ前年度より増となりました。その他の会計は事業状況等から減となっ

ております。 

  各会計の予算総額は以下のとおりとなっております。 

  一般会計でございますが、70億5,944万円、前年度比で15.1％増、国民健康保険特別会計

では14億2,731万円、前年度比で6.0％増、公共下水道事業特別会計では６億8,412万円、前

年度比で3.3％増、介護保険特別会計では10億7,370万円で、前年度比3.3％の増、簡易水道

事業特別会計では9,325万円で、前年度比5.3％の減、後期高齢者医療特別会計では１億

6,154万円で、前年度比1.5％の増、水道事業会計では、収益的収支で２億8,076万円、前年

度比14.5％の減、資本的収支では１億4,120万円で、前年度比2.3％の減でございます。 

  次に、平成31年度予算の主な施策と取り組みをまちづくり総合計画の施策体系に基づきご

説明申し上げます。 

  定住を促す住みよい環境のまちづくりでございます。 

  まず、定住を促す住みよい環境のまちづくりでありますが、想定外の災害への対応から得

られた教訓や課題をもとに、災害発生時においても安全を確保できる防災体制の強化と基盤

整備を進めます。 

  また、町への影響が表れている人口減少対策として、住環境などの定住・移住・雇用につ

ながる施策とともに、人口減少社会にあっても活力ある町を維持できるよう、安心して暮ら

していける基盤整備を進めます。 

  道路・交通網においては、町道の整備として、平成30年度より開始した虻田地区環境整備

事業など、計画的な整備を進めております。 

  道路の危険度調査や洞爺湖町通学路等安全推進会議での検討などを踏まえて、改良計画を

策定し実施してまいります。 

  また、点検を含めた安全な道路環境の維持管理とともに、安全性や利便性・機能性の向上

につながる国道、道道の整備要望を引き続き行います。 

  生活の足となる地域交通は運行を継続し、より多くの利用につながるよう、各交通事業者

や町民の皆様のご協力を得ながら検証いたします。 

  消防・防災体制では、今年度末に2000年有珠山噴火から20年目を迎えます。噴火災害の経

験と教訓を風化させることなく次世代に引き継ぐため、有珠山噴火防災訓練を実施し、噴火

に対する町民の皆様の防災意識の向上を図ります。 

  また、自主防災組織の設立や活動支援を積極的に行うとともに、消防団の機能強化として

多機能型積載車などを導入し、地域の防災力の強化に努めます。 

  さらに、昨年９月に発生した胆振東部地震に伴うブラックアウトで浮き彫りとなった課題

への対応として、虻田・温泉・洞爺の三地区で拠点となる避難所への非常用発電機の設置や

防災備蓄を進め、安心して避難所に身を寄せていただくための体制整備に努め、自助・共
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助・公助の枠組み確立を目指した防災に強いまちづくりを総合的に推進いたします。 

  上水道については、水道事業の使命である安全で良質な水を安定供給するため、引き続き

浄水場ろ過膜の更新や老朽管の布設替え工事を実施いたします。 

  また、下水道についても、施設等の点検、改築、更新などを計画的に実施するための管理

計画であるストックマネジメント計画に基づき、実施設計や老朽管の布設替え工事を実施し、

施設の適切な管理を行います。 

  両事業とも、今後も一層の効果的な管理と効率的な収納率向上に努め、経営の健全化を図

ります。 

  環境衛生については、西いぶり広域連合の廃棄物処理施設の更新に向け協議を進めるとと

もに、町民の皆さまや事業者への啓発活動を実施し、ごみの適正処理、分別排出の徹底や減

量化、リサイクルを推進いたします。 

  また、不法投棄を防止し、河川等の水質や自然環境の維持保全に努めます。 

  西胆振行政事務組合による新火葬場の整備については、本年度夏頃の工事着手が予定され

ております。引き続き火葬場の共同整備を進めるとともに、虻田火葬場についても安定的な

運営と長寿命化に向け、火葬炉等の整備を計画的に行います。 

  昨年は、幸いなことに、町内で交通死亡事故などの大きな事故の発生はありませんでした

が、全国的に高齢者の運転による交通事故が多発しております。交通安全推進委員会を中心

とした交通安全運動を推進するとともに、高齢者の運転免許証の自主返納を促すなど、高齢

者等の事故防止に努めてまいります。 

  防犯におきましては、これまでそれぞれの活動を展開してきた虻田地区・洞爺地区の団体

の統合が予定されております。円滑な統合となるよう支援し、関係機関・団体と連絡して、

子どもや高齢者を狙った犯罪や特殊詐欺などから、安全と安心を守る防犯活動を推進いたし

ます。 

  定住・移住の促進については、雇用や住宅、各種生活支援や教育環境など複数の施策や状

況が関連していることから、町内企業の求人情報、住宅情報の周知を行うとともに、子育て

施策等の各種情報についても幅広く周知し、一体となった定住しやすい環境づくりを進めま

す。 

  移住に関心がある方に対しては、移住体験を引き続き実施するほか、洞爺湖町での暮らし

のイメージや関心が高まるよう、来場者が増加している首都圏での移住フェアへの積極的な

参加によるＰＲや、地域おこし協力隊などによる情報発信に努めます。また、隊員の活動終

了後の定住につながるよう、就業・起業に向け支援いたします。 

  定住・移住の基礎となる住宅施策については、町内全体の総合的な住宅政策として、「洞

爺湖町住生活基本計画」に基づき、福祉・まちづくり・環境等の関連分野と連携を図り、町

営住宅については、適切な管理のもと、「洞爺湖町営住宅等長寿命化計画」に基づき、事業

を実施いたします。 

  さらに、花和地区での若い就業者などの定住を促進するため、新たに単身者住宅１棟４戸
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を整備いたします。 

  次に、誇れる地域特性を活かしたまちづくりであります。 

  ユネスコ世界ジオパークに認定されている洞爺湖有珠山ジオパークは、指摘された課題を

乗り越え、さらなる発展が期待されています。 

  また、世界遺産登録に向け前進している「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する「入

江・高砂貝塚」においても、施設整備が進んでおります。景観や歴史、温泉など、このまち

にしかない財産の恩恵を町民の皆様が感じ、好循環へとつなげる取り組みを進めてまいりま

す。 

  観光地の重要な資源である温泉は、昨年度、高温の地熱水が湧出されているＫＨ－１地熱

井でポンプの故障があり、安定的に供給していくうえでの課題が浮き彫りとなるとともに、

多くの情報と教訓が得られたところです。今後、洞爺湖温泉利用協同組合を中心に、持続可

能な利用ができるよう、維持管理や新たな温泉資源の開発と利用に関し、関係機関と協議を

いたします。 

  また、引き続き、町民の皆様に対する入浴助成を行います。 

  洞爺湖有珠山ジオパークは、本年、ユネスコ世界ジオパークの再認定審査を迎えます。１

市３町連携のもと、日本国内初の世界ジオパーク認定地域としての誇りを持って再認定審査

に挑みます。 

  また、ジオパークの優れた資源を保全・活用しながら、昨年12月に「相互協力協定」を締

結した国内屈指の規模を誇る北海道大学総合博物館との連携事業等を通じて、教育活動、地

域振興、自然災害に対するリスク軽減など、ジオパーク活動をまちづくりに活かします。 

  今後も洞爺湖の魅力を知っていただき、安定して観光客の皆様に来ていただくため、引き

続き観光協会や関係団体と連携した旅客誘致等を継続するほか、ジオパークの恵みである

「洞爺の水」ペットボトルを作製しＰＲに活用いたします。 

  また、訪れたい場所として選ばれる観光地となるよう、花と緑あふれた美しい環境の整備

と、スポーツイベントやＴＯＹＡＫＯマンガ・アニメフェスタなど、様々な事業を行うなど、

行政と関係機関が連携を強化し、洞爺湖の魅力を高めるとともに、洞爺湖での滞在時間を延

ばしていくための拠点整備として、建設されてから60年が経過している洞爺湖森林博物館の

整備に向け、今年度、実施設計を行います。 

  災害時の観光客等への安全の確保に向けて、引き続き民間大規模建築物耐震改修工事を実

施しする建築物の所有者に対し、支援いたします。 

  2020年４月には白老町に民族共生象徴空間（ウポポイ）が開業します。洞爺湖温泉の玄関

口となるＪＲ洞爺駅の安全性と利便性を高めるエレベーターの設置について、引き続きＪＲ、

国などの関係機関との協議を積極的に進めるとともに、町民の皆さまにも利用する駅周辺の

賑わいと街並みづくりを進めます。 

  芸術・文化の発信拠点となっている洞爺湖芸術館は、本年度より町の直営により運営する

こととし、昨年10月に学芸員１名を採用したところです。これまで、指定管理者として鋭意
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努力していただきました芸術館友の会が６年間にわたり築いてきた大きな成果を引き継ぎ、

彫刻作品などの常設展示や多彩な特別展のほか、新たに親子らが参加・体験するワーク

ショップ事業を企画するなど、地域に根差した芸術文化にふれ合える場の提供に努めます。 

  また、町民の皆様の憩いの場となる洞爺高校メモリアル公園が今年度より供用開始となる

ことから、とうや水の駅周辺と一体となった賑わいの創出に努めるとともに、洞爺いこいの

家周辺の町有地を活用した振興策についても、引き続き町民の皆さまや議員各位への情報提

供を行い、協議いたします。 

  次に、競争力のある地域に根ざした元気産業のまちづくりであります。 

  洞爺湖町には、火山の噴火によって作られた地質や地形に、長年にわたる生産者の知恵と

努力が加わり、現在の豊かな食を創り出す農水産業があります。また、地域に密着した商工

業、そして医療・福祉サービスが充実していることもこのまちの強みです。このまちで働く

人の元気が町の元気へとつながるよう、各産業を後押しいたします。 

  洞爺湖町の農業は、土づくりから取り組むクリーン農業の推進による安全・安心な農産物

が強みであります。 

  土づくりに重要な土壌分析を引き続き実施し、他産地や海外農産物との差別化を図るとと

もに、用水の安定供給のため、「国営畑地かんがい排水事業」の大原二期地区及び「道営土

地改良事業」の早期実施に向け、引き続き要望いたします。 

  また、ＪＡとうや湖の人参選別機の更新や、農業・農村の多面的機能維持を図るための地

域共同活動に対し支援するほか、有害鳥獣による農作物等への被害の低減に向け、捕獲事業

や捕獲技術の普及に努めます。 

  林業においては、今年度より新たに間伐などの森林整備や人材育成、木材利用の促進など

のため、森林環境譲与税が交付される見込みです。森林資源の適正な管理に向け、未来につ

なぐ森づくり推進事業による民有林の整備支援や町有林の整備を実施いたします。 

  基幹漁業であるホタテ貝養殖業においては、耳づり用稚貝の生育不良や大量へい死により、

水揚げ量は平年の３割程度となっております。調査結果による大量へい死等の原因が早急に

解明されるよう、噴火湾内の自治体及び漁協が一体となって、国や北海道に対し、引き続き

要望いたします。 

  また、いぶり噴火湾漁業協同組合に対し、大量に付着した雑物処理や漁労作業の軽減化・

効率化に向けた機材整備などの支援による漁業経営の強化を図るとともに、ホタテ貝の価格

低迷時においても安定した漁業経営となるよう、ウニの種苗放流と漁場の管理や、高級食材

であるナマコの種苗放流の可能性を検証いたします。 

  洞爺湖内水面漁業については、ワカサギの資源安定化を図ることを目的に、試験研究機関

の協力を得てふ化事業に取り組むこととし、ふ化器等の導入に対して支援いたします。 

  商工業においては、昨年、中小企業の設備投資を支援するため、町において「生産性向上

特別措置法に基づく導入促進計画」を策定し、国の同意を得ております。これにより、各種

補助金を優先採択や新規取得整備の固定資産税の免除が３カ年受けられるなどのメリットが
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あることから、商工会とも連携し活用を促すとともに、中小企業振興資金の貸付制度により、

中小企業の育成と経営安定を図ります。 

  また、管内の雇用情勢は、全道平均を大きく上回る高い有効求人倍率を維持しております

が、職場への定着が進まず労働力不足の状況が続いております。特に、建設業などの技術者

が不足している状況であるため、西胆振地域通年雇用促進協議会とともに連携を図り、建設

オペレーター資格取得事業などの各種事業を行うほか、町内企業の求人情報についても、町

のホームページなどによる情報の一元化や、ハローワークや商工会とともに連携をした情報

の提供サービスを実施いたします。 

  本年10月には消費税が10％となる予定です。町内の消費の冷え込みや低所得者に対する対

策を行うとともに、引き続きぐるっと洞爺湖プレゼント事業や、リフォーム支援事業を継続

し、地元商店街での消費の拡大と、建設工事等の増加による地域経済の活性化を図ります。

また、廃業事業者の継承者の受入対策や、空き店舗を活用した新たな開業者を増やすため、

チャレンジショップ支援事業などについても引き続き実施するとともに、医療福祉施設など、

若者などの新たな雇用と定住が見込まれる施設整備、誘致等を支援いたします。 

  次に、心豊かに子供を育むまちづくりについてであります。 

  子育て支援は、定住・移住施策の大きな柱として充実を図ってきした。子育ての喜びと、

家庭や未来への洞爺湖町への希望につながるよう、切れ目のない支援を継続するとともに、

地域への愛着を持ち、確かな学力と豊かな心を育む教育環境整備等を進めます。 

  出産や子育ての不安・心配を解消するため、医療機関等と連携し、妊娠から出産・産後ま

での相談・支援を行うほか、家庭訪問や乳幼児健診を実施し、乳幼児の健康管理と親の育児

支援を行います。 

  また妊婦健診や不妊治療費の助成、出産した産婦の健康検査への助成などによる経済的負

担の軽減により、結婚し、安心して出産、子育てができる環境整備に努めます。 

  次に、子どもの病気に対する早期対処や重症化の予防としては、中学生までの医療費やイ

ンフルエンザ予防接種費用の無料化、子どもたちの将来にわたる胃がん発生予防のための中

学２年生を対象とした「ピロリ菌検査」を継続するとともに、新生児の聴覚障害を早期に発

見するための聴覚検査を実施いたします。 

  当町の子ども・子育てすべての分野に関わる施策の根幹である「洞爺湖町子ども子育て支

援事業計画」の計画期間が満了を迎えます。これまでの子育て施策の成果を検証するととも

に、現在の子どもや家庭の状況、子育ての環境や貧困、子どもの虐待などの問題を踏まえた、

2020年度から５カ年の「第２期洞爺湖町子ども子育て支援事業計画」を策定し、子どもたち

の育ちを地域も一体となって支えます。 

  また、公園や子育てサロンなど、小さい子どもたちものびのびと遊べる、親子のふれあい

や交流の場の提供に努めます。 

  次に、やさしさあふれる健康福祉のまちづくりであります。 

  病気や障がいのあるなしだけでなく、頼れる安心感があり、充実感・満足感を持って豊か
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な生活を送ることが健康の基本です。疾病などの予防はもとより、安心して相談できる体制

や利用できる制度の住民周知を図りながら、充実した保健・福祉・介護・医療・住民の連携

したサポート体制のある地域づくりを進めます。 

  保健・医療については、予防対策として、感染症の拡大防止を図るため、対象者に対する

予防接種を勧めるとともに、高齢者に対するインフルエンザワクチン接種の費用助成を継続

いたします。 

  また、早期発見・早期治療による疾病の予防及び重症化予防につなげるため、基本健診や

がん検診等の積極的な受診勧奨による受診率の向上や新たな検査の導入等を実施するととも

に、受診結果を活用した予防・改善のための支援に努めます。さらに、近年重要性が高まっ

ている口腔ケアとして、後期高齢者の歯科健診や成人の歯周疾患健診を実施し、適切な治療

へとつなげてまいります。 

  医療体制の確保としては、町内の病院、診療所、歯科診療所に地域医療を担っていただく

とともに、一次・二次緊急医療体制や未熟児に対する周産期医療については、広域連携によ

る体制維持を引き続き支援します。 

  国民健康保険事業は、北海道が財政運営の責任主体として市町村との共同運営となり２年

目を迎えます。これからも北海道と連携協力し、国民皆保険制度の中核であります国民健康

保険の安定運営に努めます。 

  また、「洞爺湖町国民健康保険第３期特定健診実施計画」並びに「洞爺湖町第２期国民健

康保険データヘルス計画」に基づき、新たに「特定健康診査等未受診者対策事業」を実施し、

特定健診の受診率向上を目指すとともに、保健事業や生活習慣病対策の実施、レセプト点検

の徹底やジェネリック医薬品の利用促進など、医療費の適正化に取り組みます。 

  後期高齢者医療事業は、北海道後期高齢者医療広域連合と連携し、定期的な運用を推進す

るとともに、高齢者の健康管理に重要な健康診査について、一人でも多くの方が受診される

よう、健診の有効性について周知いたします。 

  地域食堂は開設から１年となりますが、地域の皆さまが気軽に立ち寄り、飲食を共にする

中で、年齢の違う子どもたちや高齢者などが会話や遊びで関わるとともに、地域の方がス

タッフや食材提供などで関わりを持つなど、さまざまに広がりを見せております。 

  １人でも多くの子供や高齢者、障がいのある人、地域の皆さまに利用していただけるよう、

昨年度実施した秋祭りなどの年間行事について、内容の充実を図りながら、子どもの貧困対

策、ひとり親などの子育て世代への支援、高齢者の孤食対策、障がいのある人の交流の場の

確保など、地域住民の拠点としての居場所づくりを進めます。 

  高齢化が急速に進む中、日常生活の支援が必要な一人暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯、更

には認知症高齢者とも年々増加しております。 

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営み、安心して老後の生活を送ることがで

きるよう、「第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づく各種施策を、地域包括支

援センターや社会福祉協議会、その他関係機関と連携して推進するとともに、地域包括ケア
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システムの構築を図ります。 

  また、地域での介護予防活動の担い手となるサロンサポーターを養成し、認知症予防運動

等を取り入れた地域でのサロン開催への支援を行うとともに、各種高齢者福祉対策について、

多くの高齢者の方々に理解、利用されるよう、様々な方策を用いてわかりやすく周知を図り

ます。 

  障がい者福祉では、町内の社会福祉法人や障害児発達支援事業所と連携の上、障がい者・

児の福祉の推進に努め、昨年度より実施している手話奉仕員の養成講座につきましては引き

続き実施し、さらに技能向上を図るとともに、小学校の授業の中で手話の学習会を実施しま

す。 

  最後に、人が輝きと賑わいを生み出すまちづくりであります。 

  人口減少や高齢化が進む時代にあって、町民の皆さまが地域との良好な関わりやつながり

を持つことは、自らの生活や安全・安心にとって、ますます重要になってきます。町民の皆

さまの様々な分野における活躍を後押しするとともに、近隣や都市部の人たちとの交流や関

わり、連携をまちの活性化につなげます。 

  また、人口規模に見合った行政運営のあり方や、事業の持続可能性などを十分検証し、反

映いたします。 

  地域コミュニティにおいては、自治会をはじめとする関係団体の活動を引き続き支援する

とともに、様々な人が自分にできる立場で地域活動に参加し、関わりを持てるよう気軽に参

加できる事業などを、地域の皆さんと協力しながら進めます。 

  また、人生100年と言われる時代にあって、元気な高齢者の方もたくさんおられます。洞

爺湖町社会福祉協議会が実施している、高齢者が高齢者を支えるお互い様の気持ちを大切に、

助け合い活動としての有償ボランティア事業やボランティアポイント事業などの普及に努め

るほか、高齢者事業団や地域サロンの開催など、しごととしても活躍できるよう支援いたし

ます。 

  国際交流となる英国ボランティア青年受入事業を継続して実施するとともに、姉妹都市・

友好都市との交流事業や、ふるさと納税寄付者への情報発信など、関係人口の拡大に努めま

す。 

  人口減少に伴い、まちの予算規模や行政組織のあり方も小さくしていかなければまちの行

財政運営は成り立たなくなります。行財政運営の効率化として、老朽化や今後の活用見込み

のない公共施設については、公共施設等総合管理計画のもと解体いたします。 

  また、事業の成果と今後の持続性の検証のもと、持続可能な行政運営となるよう、行財政

改革審議会をはじめとする町民の皆さまや議員各位のご意見を伺いながら、事業の見直しや

組織課題の解決に努めます。 

  以上、平成31年度の町政執行に臨む、私の基本的な所信を申し上げました。 

  平成の時代は、有珠山噴火、市町村合併、北海道洞爺湖サミットの開催、財政の早期健全

化、東日本大震災など大規模災害の多発など、数々の難題に直面してきました。その度に知
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恵を出し合い、ともに汗を流して乗り越えてまいりました。 

  そして、人口減少社会が到来し、これからの地方自治体は、行財政運営、まちづくりはよ

り一層、自ら考え、意見に耳を傾け、わがまちの未来に責任を持って進めていかなければな

りません。 

  世界の潮流がグローバル化に向け加速する中、日本も変化を求められています。このこと

から、時には前例にとらわれない発想と行動力で、時代の要請に応じた政策転換への決断も

必要であると感じております。 

  本年は平成の時代が終わり、新たな元号を迎える年になります。 

  心を新たに、未来にわたってこの町に住んで良かったと思ってもらえるよう、町民の皆さ

ま、議員各位とともに築くまちづくりを進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げ、町政の執行方針といたします。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、平成31年度町政執行方針の説明を終わります。 

ここで、休憩をいたします。 

再開を11時35分といたします。 

（午前１１時２１分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午前１１時３５分） 

○議長（佐々木良一君） 続いて、教育行政執行方針の説明を求めます。 

  遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 平成31年度の教育委員会所管の主要な方針について申し上げます。 

  昨年は豪雨や台風、地震などの大きな災害が相次ぎました。そして本年は、2000年の有珠

山噴火災害から19年目を迎えます。教育の分野においても災害への備えは重要さを増してい

ます。 

  また、待ったなしで進む人口減少、少子高齢化社会、地方創生、子育て支援などをとおし

て町づくりを進めていますが、その克服は容易ではありません。 

  こういう時こそ、さまざまな対応力を備えた人材育成に力を注ぐ必要があります。教育の

役割はますます高まっていると考えます。 

  自然、歴史、文化、産業から学ぶ「ふるさと洞爺湖町」を基底にしながら、「洞爺湖町の

教育目標と教育ビジョン」に沿った、各種教育活動の充実に努めてまいります。 

  以下、主な方針を申し上げます。 

  第１は、幼児期の保育及び教育の推進であります。 

  幼児期は、生涯にわたる人間形成の始まりとして重要な時期であり、「洞爺湖町子ども・

子育て支援事業計画」を尊重し、幼児教育を推進してまいります。 

  子どもたちが集団の中で遊びや生活をとおして、生きる基礎を培うことができるような保
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育を進めるととに、幼保間の連携や小学校へのスムーズな引き継ぎを重視した環境づくりに

努力してまいります。 

  一時預かり保育事業については、継続して実施いたします。 

  本年10月からは、国の方針により保育所及び私立幼稚園などの幼児教育の無償化等が予定

されています。無償化の対象とならない児童の保護者に対しては、利用者負担額（保育料）

を現行の２分の１とする軽減対策を引き続き実施してまいります。また、見込まれる給食費

の負担については、国などの動向を注視しながら対応を検討してまいります。 

  洞爺高校跡地に新築された洞爺保育所では、へき地保育所のさくら保育所を統合の上、新

たに０歳児保育を開始するなど、保育の充実を図ってまいります。 

  本町保育所と入江保育所については統合を進めますが、民間幼稚園を含めた町内幼児教育

のあり方についても検討のうえ、よりよい方向性を決定し、保護者等と協議を進めてまいり

ます。 

  子育て支援センターについては、健康福祉部局とも連携し、保育所開放、育児相談、子育

てサークルの支援などの活動を行ってまいります。 

  第２は、学校教育の推進であります。 

  「確かな学力」「健やかな身体」「豊かな人間性」のバランスよい向上を図り、社会で生

きていくための力の育成を基本姿勢とすることは、これまでと同様であります。 

  学校が地域の核となり、地域全体で子どもたちを支える仕組みであるコミュニティスクー

ル（学校運営協議会）が全校に配置されたことから、その活動を推進し、地域とともにある

学校づくりに努めてまいります。 

  新学習指導要領は、小学校が2020年度から、中学校が2021年度から全面実施されます。す

でに移行期間が始まっており、確実な準備を進めてまいります。特に、小学校では外国語や

プログラミング教育が新たに導入されます。学校と連携を取り合って、効果的でスムーズな

授業づくりを進めてまいります。 

  小・中連携教育については、乗り入れ授業を引き続き実施するとともに、一貫教育制度に

ついての調査研究を行ってまいります。 

  ＩＣＴ環境の整備については、計画的に進めてまいります。法律改正により、デジタル教

科書の使用が制限付きで認められたこともあり、整備費用及び教育的効果を見極めながら、

導入時期、内容を検討いたします。 

  教育指導専門員、学習支援員、外国語指導助手などを引き続き配置し、学校運営や授業の

充実を支援してまいります。 

  学力向上については、洞爺湖町教育改善推進事業による取組や、町単独の学力検査、中学

生対象の各種検定料助成を実施し、さらには、全国学力・学習状況調査から分析された課題

を見据えた授業改善等の取組を通し、確かな学力の定着を図ってまいります。 

  特別支援教育については、支援員や介護員を継続配置してまいります。幼児期から使用で

きる個別支援ファイルの活用を浸透させ、「指導計画」、「教育支援計画」の充実に引き続
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き努めてまいります。 

  インクルーシブ教育の趣旨を尊重した教育体制について理解を深めてまいります。 

  ふるさとへの愛着と誇りを持つための「ふるさと教育」を推進し、特に環境教育、防災教

育については重要なテーマとして、火山マイスターなど専門家や関係機関の協力を得ながら、

避難所体験学習会、噴火遺構の学習などを体系的に行ってまいります。 

  また、北海道教育委員会が作成する「緊急対応業務チェックリスト(仮称)」を活用しなが

ら、各学校の災害対応管理を強化してまいります。 

  道徳教育については、昨年度の小学校に続いて中学校において教科化されます。発達段階

に応じた基本的な規範意識や公正な判断力、自らを律しつつ粘り強くたくましく生きる力、

かけがえのない自他の生命を尊重する心など、豊かな心の育成に努めてまいります。 

  いじめ、問題行動、不登校等については、学校、家庭、地域及び関係機関の連携により、

適切な対応に努めてまいります。 

  特に、いじめについては「洞爺湖町いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ防止及び早期

対応に取り組んでまいります。 

  また、不登校児童生徒については、教育指導専門員や学校、そして関係者が連携して、柔

軟な取り組みを進めてまいります。 

  体力の向上に向けては、各学校の取り組みを支援してまいります。 

  健康を守る取り組みとしては、むし歯予防のためのフッ化物洗口事業を継続して実施いた

します。 

  通学路については、地域の方々や関係機関などで構成する洞爺湖町通学路等安全推進会議

において検討し、安全確保に努めてまいります。 

  また、交通安全教室などを通して子どもの安全対応能力を高めるとともに、防犯協会など

の協力をいただき、地域で子どもたちを守り育てる体制づくりに努めてまいります。 

  洞爺地区等高校生通学費等助成事業につきましては、本年３月末に助成期限を迎えますが、

本年度も制度を継続いたします。 

  虻田高等学校は、昨年度から地域連携特例校となり、再編基準の緩和とともに地域との連

携が求められています。昨年度の虻高未来づくり推進委員会からの「虻田高等学校の未来づ

くりに関する提言」を踏まえ、具体的に支援を行うとともに、より魅力ある学校づくりのた

めのフォローアップ活動に取り組んでまいります。 

  学校施設等については、施設などの破損、修繕状況等を確認しながら、順次改善を図ると

ともに、施設長寿命化計画に沿い、年次的な改修を進めてまいります。 

  多忙を極める教員の働き方改革については、時間外勤務の縮減に向けた取り組みを着実に

進めてまいります。併せて、中学校の部活動のあり方についても、北海道教育委員会が示す

方針に基づき、計画を策定しながら取り組んでまいります。 

  中学生による姉妹都市箱根町との親善交流は継続して実施し、「洞爺湖子ども芸術文化フ

ェスティバル」についても、全校児童生徒参加の開催とし、引き続き学校間、世代間の交流
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の充実を支援してまいります。 

  町育英資金貸付及び給付事業については継続して実施し、進学・就学の支援を行ってまい

ります。 

  学校給食については、10年間据え置いていた給食費を改定しますが、一層の安全・安心な

給食提供に努めてまいります。 

  給食を通して食に関する正しい知識や望ましい食習慣の育成とともに、地域の特色を生か

した魅力ある給食の提供をしてまいります。併せて、学校における食物アレルギー事故防止

の徹底を図ってまいります。 

  また、衛生管理や施設管理を適正に行うとともに、施設の長寿命化に努めてまいります。 

  第３は、社会教育の推進であります。 

  「第３次洞爺湖町社会教育中期計画」に基づき、町民一人ひとりが生涯にわたって心豊か

に学び続けることができるよう、当町の教育資源を活用した学習や文化・スポーツ活動など、

地域の皆さんとともに推進してまいります。 

  乳幼児教育については、親子のふれあいを大切にする生活習慣を啓発する「子育てメソッ

ド形成事業」や７カ月健診時に絵本を提供する「ブックスタート事業」を引き続き実施し、

家庭教育に関する情報提供や母親同士の仲間づくりの機会を提供する「子育てセミナー」に

ついても支援してまいります。 

  少年教育については、「洞爺湖ＧＥＮＫＩＤＳ」などの体験活動や異年齢間の交流を促し、

ジュニアリーダー研修によるリーダー養成に努めてまいります。 

  また、電子機器を使用しないボードゲームを奨励し、各種事業での活用や拠点づくりを通

して、コミュニケーション能力の向上を図ってまいります。 

  三豊市との交流事業「ふるさと・ふれあい・フレンドリーツアー事業」については、内容

充実に努め、引き続き両市町の友好関係を一層深めるよう取り組んでまいります。 

  放課後児童健全育成事業（学童保育）については、子どもたちが楽しく安心・安全に過ご

せるよう環境の維持に努めてまいります。 

  学校支援地域本部事業については、各小中学校のコミュニティスクールと連携しながら、

ボランティア活動を通して、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えてまいります。 

  地域未来塾事業については、小中学生を対象に放課後の学習機会を提供し、基礎学力の向

上や学習の習慣化、高校入試における受験対策として、引き続き学校、地域と連携して一層

の充実を図ってまいります。 

  青年・成人教育については、地域活動に必要な人材を育成するため、自主的、主体的に行

う研修などの支援に努めてまいります。また、地域活動への参加や幅広い学習機会の提供を

行い、交流の促進を図ります。 

  女性教育については、女性リーダー養成研修への派遣を継続して実施し、地域における女

性団体活動とともに、地域活動の活性化につながるよう支援してまいります。 

  男女共同参画事業については、男女がともに学べる機会としての「きずな学級」を通して、
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男女共同参画に対する意識の醸成を図り、情報提供や啓発に努めてまいります。 

  高齢者教育については、「いきいき学園」などを中心に、学習意欲の高揚や知識の習得を

図りながら、健康づくりや生きがいづくり、仲間づくりを行ってまいります。また、高齢者

の持つ長い人生経験、職業経験を地域で生かせるよう支援するとともに、少年事業との異世

代交流を進めてまいります。 

  芸術文化の振興については、町内文化団体等との連携を図り、子どもから大人まで芸術文

化に親しむ機会や優れた舞台芸術に触れる機会、各種サークルなどが日頃の活動成果を発表

する機会の提供にそれぞれ努めてまいります。 

  高砂貝塚の保存整備事業については、平成27年度から整備を進めており、早期の完成を目

指してまいります。本年度は園路整備、竪穴住居跡及び墓坑の復元表示、取付道路改良工事

などを実施いたします。 

  「北海道・北東北の縄文遺跡群」のユネスコ世界文化遺産登録に向けては、本年度の国内

推薦決定が有力となっています。今後も関係自治体と連携し、早期の登録実現に向け取り組

んでまいります。 

  また、町民ロビー講座や縄文まつり、文化財ウォーラリーなど、様々な情報発信、啓発活

動を通し、住民の皆様に遺跡への理解を深めていただくよう努めてまいります。 

  虻田郷土資料館並びに洞爺郷土資料室については、地域ごとに特色ある収蔵に努め、定期

的な展示替えや企画展等を催し、地域の歴史に対する知識と理解を広げるため、適切な保存

と展示に努めてまいります。 

  町内の指定文化財についても適切な保存と活用を図ってまいります。 

  また、９月に予定される国際博物館京都大会後の学術協議会を伊達市と共同で誘致し、地

域の自然、歴史、文化への国際的な理解と両市町のＰＲに取り組んでまいります。 

  読書活動については、第３次洞爺湖町子どもの読書活動推進計画の策定に向けて取り組む

とともに、図書検索システムの活用促進を図り、図書施設の利用促進に努めます。また、関

係団体の協力を得ながら実施している「読書感想画・読書紹介文事業」などを通して、読書

活動の一層の推進を図ってまいります。 

  スポーツ活動の推進については、体育協会などの関係団体やスポーツ推進委員との連携の

下で、スポーツを通した仲間づくりや健康・体力の維持増進を図るとともに、ニュースポー

ツの普及に取り組むなど、各種事業への参加促進に努めてまいります。 

  社会教育施設及び社会体育施設については、適正な維持管理を行い、誰もが安心して利用

することができるよう努めてまいります。また、旧洞爺湖温泉中学校体育館については、地

域の皆さんとの利用検討会議を踏まえながら、早期の整備に向けて取り組んでまいります。 

  以上、平成31年度の主要な方針を申しあげました。 

  「まちづくり」は「人づくり」。「人づくり」は「教育」が基本です。 

  未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、学校、家庭、地域はもとより、関係機関等

との連携を図りながら、町民の皆さまの一人ひとりが笑顔で心豊かに生き生きと学び合うこ



－25－ 

とができる生涯学習社会の実現をめざし、本町教育の充実に取り組んでまいります。 

  直面する課題の克服に全力を尽くすとともに、ふるさと洞爺湖町を次の世代に引き継いで

いくための確かな道筋をつける努力をしてまいります。 

  町民の皆様並びに議員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、平成31年度教育行政執行方針についての説明を終わります。 

  ここで、休憩をいたします。 

  再開を午後１時からとしたいと思います。 

  午後から一般質問を続けます。 

（午前１１時５５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午後 １時００分） 

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

◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、一般質問を行います。 

  本日は、４番、今野議員と６番、立野議員の２名を予定しております。 

  初めに、４番、今野議員の質問を許します。 

  ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 保育所の統合とゼロ歳児保育の早期実施について。 

  保育所の統合について、協議の進み具合がどうなっているかを伺います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 本町保育所と入江保育所の統合については、平成29年度から検討

を進めてきています。 

  これまでの取組みの概要でございますけれども、一つ目として、本町保育所が津波浸水予

想区域内にあること。それから二つ目として、入江保育所は、施設の老朽化、昭和60年に建

設されてございまして、今年で34年経過します。それと国史跡指定地域内であること。それ

から三つ目として、保育児童数の減少。それから四つ目として、保育内容の多様化、これは

ゼロ歳児保育等の実施などのことから、虻田本町地区における検討案としまして、本町保育

所と入江保育所を統合して、新たな保育所を開設することとし、ゼロ歳児保育等の実施とし

て、保護者説明会をしてきたところでございます。 

  その後、保護者を対象に、洞爺湖町における保育所のあり方検討案に関するアンケート調

査を実施しまして、本町・入江保育所の統合等に関し反対意見はなく、また、自治会長会議

でも説明をさせていただき、特にご意見もなかったことから、統合を進めることとしてござ

います。 

  新たな場所を本年度中に絞り込み、その後、保護者や地域の皆さんと協議を進め、平成31
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年度実施設計、平成32年度建設をと、考えてございましたが、町内の私立幼稚園から幼保連

携型の認定こども園への移行についての考え方が示されたことから、急遽この件についても

検討を要する必要性が生じたところでございます。 

  検討を要する必要性につきましては、第１に、虻田地区の児童数の減少により、保育所と

幼稚園が一体化して、認定こども園化しても十分にやっていける可能性があること。第２に、

保育の必要性の有無にかかわらず、入所児童全員が同一施設において幼児教育を受けて、虻

田小学校へ上がっていくことの有用性などの利点があることから、慎重に検討する必要があ

ると判断をしたところでございます。 

  このことから、現在、これらを含めて、本町・入江保育所の統合について検討を進めてご

ざいますが、町内私立幼稚園の幼保連携型の認定こども園へ移行した場合の施設建設に関す

る場所や費用、そして財源、さらには、こども園化した場合のランニングコストなどを確認

中であり、その回答を得た上で、民間幼稚園を含めた中で検討の上、できるだけ早い段階で

今後の方向性を決定し、保護者の皆さん等と協議をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） その私立幼稚園のほうのどこから、こども園、その話が来たのはいつ

ですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 当初、私どものほうで新しい統合の考え方を伝えて、30年３月、

それから４月、そのときには、ないという話であったのですが、その後また、30年度に入り

まして、幼稚園型、それからその後、今言った幼保連携型ということで、６月、７月、どん

どん、30年度に入ってからお話が来たので、その内容を詰めるのも、そんな形で６月、７月

ということで来ていますので、８月の総務常任委員会でもお答えしたとおり、そんなことで

今、検討が進んでいるという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 29年度から話が出て、30年の４月にはまだそういう話が幼稚園から来

ていなかった。その間は、進める何かは、手立ては何もなかったのですか。その間の進み具

合は何もなかったのですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 先ほど申したとおり、29年度当初から保育所の保護者なりに説明

してきまして、先ほどお話ししました自治会長会議で説明したというのは30年２月、定例自

治会長会議で、全体で温泉でございますので、自治会長会議は30年２月ということで、最終

的に、保護者と自治会長さんではそこまで言ったと。その後、30年２月で説明してございま

すので、先ほど言ったとおり、特にご意見がなかったということで、その後、町内の幼稚園

にも、どうですかと、そういう認定こども園化等の意向はございますか、４月前には、その
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ころについてはまだないという話であったのですが、４月以降徐々にぼつぼつ意見が変わっ

て出てきたりしたものですから、そこから実際に話が、幼稚園のほうの部分も加えて検討す

るようになっていったという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 31年度の執行方針でやっと「本町保育所と入江保育所の合併を進めま

す」と書いてあります。幼稚園からの話を含めておきながら、31年度に進めるに当たって、

予算化はされているのですか、何か。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 先ほど申したとおり、まだ私立幼稚園からの幼保連携型の認定こ

ども園に関する、今、私どものほうから、先ほど言ったように投げかけて、先ほど言った建

設に関する財源だとか、それからランニングコストなど、今投げかけて、回答待ちの状況な

ものですから、方向性が決定しないので予算化できないのです。その答えを持って、方向性

を決定していきたいという状況です。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私立幼稚園の回答がなければ何もできないという状況ではないと思い

ます。統合するということはもう決めているのですよね、町では。それなら、例えば土地、

場所を探すとか、そこを調査するとか、何かはできますよね、その規模はわからなくても。

ゼロ歳児がどうなるかがわからなくても、そういった方向で進むというところはできますよ

ね。でも返答がなければ予算化なければという具合であると、31年度に進めますとなっても、

どういうふうに進めるのですか、後は、返答後は。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 基本的に、先ほど言ったとおり、認定こども園化も含めて、公の

方向性を決定するということですから、どうするかによって、その予算がどうなるかという

ことも変わってきますので、何かに決まっていない段階で予算化するということはまずでき

ないということが１点。 

  それからあと、全く何もしていないというわけではございませんので、例えば認定こども

園化ができない場合には、入江と本町の保育所を統合するということは町がやるわけですか

ら、例えば町が仮にこれを統合するといった場合については、その検討については、今、町

内の場合は、仮に認定こども園化に民間がしない場合については、民有地も含めて今、検討、

それから既存の公共施設なども含めて検討をしていると、それはしております。ただし、方

向は決定しないということですから、先ほど言ったとおり、予算化がされない、できないと

いうことでお話ししたところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） ちょっとわからなかったのですけれども、認可がされたら、町の今の

入江保育所と本町保育所はどうなるのですか。 

○議長（佐々木良一君） 質問は良いのですか、ちゃんと質問してください。 
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  遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） ちょっと補足的に説明させていただければと思います。 

  先ほど次長のほうから話しましたように、本町保育所と入江保育所につきましては、さま

ざまな事情から統合するというふうには決定してございます。その中で、民間の幼稚園のほ

うから、当初は幼稚園のままで行きたいという話だったので、私どもとしては、保育所統合

で進めようという考えております。30年度に入ってからは、幼稚園側のほうから、幼稚園型

の認定こども園を進めたいという。幼稚園型の認定こども園というのは、今ある幼稚園をそ

のまま、まず運営しながら状況に応じて、地域に応じて保育所機能もある程度持たせる。そ

の場合については、例えば地域事情によっては、土曜日はやりませんよとか、日曜日はやり

ませんよとか、時間も一定程度制約できます。それであれば、私どもとしては、やはりこの

ままでは、幼稚園型の認定こども園化では、私どもは保育所を統合していきたいと考えてお

ります。 

  その後に、さらに幼稚園側から幼保連携型の認定こども園化を進めたいという話をいただ

きました。幼保連携型であれば、保護者のお仕事の都合にかかわらず全児童を受け入れるこ

とができます。幼稚園部分につきましては、大体１日４時間程度なのですけれども、一緒に

幼児教育を受ける。その後、保育が必要なお子さんについては夕方までお預かりするという

ような形で、今の町内の児童数の推移からいきますと、十分一つの認定こども園の中で運営

していけるだろうという私ども判断がございます。 

  そういう中で、保護者の皆様からは、保育所であったり幼稚園であったり、いろいろ悩む

部分があると思います。そういう中では、一つの施設に集約することによって、保護者に

とってもメリットが出てくるという考えでございます。そういうことで、まずは、私どもと

しても幼稚園との共同による幼保連携型の認定こども園化をしっかりと考えなければいけな

いという考えです。 

  これが、いろいろな課題が先ほど次長のほうから出てございますが、この課題について、

当初提案いただいたときは、あまり細かい提案がなかったものですから、私どもその提案を

吟味させていただいて、こういう課題、こういう課題、こういう課題、それをもう少し具体

的に説明していただけませんかという、今、投げかけをしてございまして、今その回答を

待っているところでございます。その回答をもとに、本当はどうすることが良いのだろうか

というのをしっかり決めなければいけないと思います。 

  これからの幼児教育の将来にかかわる問題ですので、拙速に進めるべきではないと。しっ

かりとした協議の上で進めたいという考えで、まずは、私個人の考えになるかもしれません

けれども、認定こども園化は本当に僕はすばらしいものだと思っていますので、これが進め

られるものであれば進めていきたい。でもいろいろな課題を考えていくうちに、ちょっと厳

しいなということになれば、最初に言った保育所の、本町と入江の統合をしっかりと進めよ

うという考えでございます。ご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 
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○４番（今野幸子君） 幼稚園型の保育園、それが例えば時間的なものとか、そういうものは

私も調べてわかってはいますけれども、それが全部認められて、そうしますよとなった場合

に、入江保育所と本町保育所は、町としての保育所はなくなるということですか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 入江保育所と本町保育所を統合ということで進めてございます。そ

の中で民間の幼稚園からそういう話をいただいてございますので、それであれば、そちらの

ほうが本当にうまくいく可能性が出てくれば、そういう形で進めさせていただいて、町立の

保育所というのは虻田地区ではなくなるというふうに今のところ考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 統合の話は聞いていましたけれども、なくなるというような方向に今

進んでいるというのは、今初めて聞いたのでちょっとびっくりしています。これは、ほかの

保護者の方、住民の方への何か聞き取りとか、そういうものもあるのですか。例えば先ほど

アンケートや何かで反対はなかったというのは、あくまでも統合においてですよね。その後

の、今、幼稚園の話が出てきて、もしかしてそっちに行くとなると、なくなりますよという

話はまだ住民には知らせてはしないのですよね。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 先ほどから申しているとおり、今、町として方向性を決定してい

ませんので、それを不確実な話で住民の方々にするわけにはまいりませんので、その話はし

ていません。要するに方向が出た段階で新たな説明ということになろうかと思います。いず

れにしても、どちらにしても、また再度しっかり説明をした上で進めていくということにな

ろうかと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 町としての方向性というのは、私立の幼稚園がたとえどういうのであ

れ、まずもって、例えばそっちに任せるのでも、町としての方針は持っていて、要求してい

くべきものではないですか。まずは、その返答が返ってくるのを待たなければ何もできない

という状況は、ちょっと違うのではないかと思うのですけれども。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 本当に私はその方向性は間違っていないというふうに考えてござい

ますが、ただ、一切決定したものではございません。今、議員おっしゃられましたように、

いろいろな課題があります。本当に保育と幼稚園、まずはそこから、内容自体が違っていた

りとか、あと、施設の運営費の問題であったり建設費の問題であったり、場所であったりと

か、さまざまな問題があります。そういうことが本当にクリアできるのか、私どもとしては、

まずその判断材料が欲しいのです。その判断材料がしっかり出てきた中で、私ども事務局と

して、これは行けるかもしれないとなれば、当然地域の皆さん、保護者の皆さんにお話をし

て、どうでしょうかという話になっていくのです。 

  何もない中で、初めて聞きましたと言われても、この小さい町で、今どんどんどんどん子
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どもが減っていっています。町立として保育所を運営しながら、また民間の幼稚園も運営し

ていただこうと、本当にこれから先を考えていくと非常に難しい問題になってくるのだと思

います。それであれば、私どもとしては、しっかりとした幼児教育を受けられる体制づくり

というのは責任を持って考えなければいけないと、そういう思いから出ているところでござ

います。ご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） あまり納得はいかないのですけれども、これ以上進めても多分同じ答

えしか返ってこないと思いますので、ちょっと次のほうに進んでいきます。 

  31年度の執行方針の中では「統合を進めます」と書かれていますよね、入江と本町保育所。

では、これを進めますとここに書いてあるのは、ちょっと違うということで受け止めていい

のですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 教育長の執行方針を読ませていただきますが、「本町保育所と入

江保育所については統合を進めますが、民間幼稚園を含めた町内幼児教育のあり方について

も、検討のうえよりよい方向を決定し、保護者等と協議を進めてまいります」と言っていま

すので、その文面どおりでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私もそこは読んでいますけれども、「進めますが」というのは、やっ

ぱりそこで一つですよね。「進めますが」、その後のことで、もしかしたらしないかもしれ

ないということになるということですよね、したら。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） しないとは一言も言ってございませんので、統合という方向は決

まっていると。ただ、途中から民間の幼稚園からそういうお話があったので、それも含めて

検討をして、よりよい方向を出すと言っているので、しないとか何とかとは一切言ってござ

いません。誤解のないようにお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 統合する、しないと言っていないとか、言っているとかの問題ではな

くて、結果的にはそうなるかもしれないということですね。言い方を変えます。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） ちょっと何度も同じ答えになるかもしれませんけれども、入江と本

町の統合はします。ただ、統合するときに、民間幼稚園を含めた認定こども園化ということ

も一つのあり方ですよということを言っているのです。ご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 要するに町としての統合した保育所一つにはならないかもしれないけ

れども、両方含めてそっちに行くことはあるということですね。そういうふうに受け止めて

よろしいですね。統合して新しい保育所ができる、一つの町としての保育所ができるという
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ふうに私は、統合を受け止めていたのですが、そうではなくて、両方の保育の子どもたちを

幼稚園のほうに回すという意味の統合ですよね。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 先ほど申し上げました、可能性として、今の虻田地区の児童数の規

模であれば一つの施設でやっていける。その場合、認定こども園化、幼保連携型であれば、

11時間の保育も必要になりますので、幼児教育であったり保育であったり、両方兼ね備えま

す。私としては、その可能性をしっかり追求していきたい。今さまざまな課題がありますの

で、その回答を待っている段階です。その回答が来た段階で、これは厳しいなということに

なれば、二つの保育所を一つにして、町立の保育所としてつくっていくという考えです。も

し提案されてきたものが、これは行けるぞということになれば、しっかりとまた、保護者の

皆さんや地域の皆さんと協議を進めていきたいという考えでございます。最低でも保育所の

統合はするということです。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 説明はわかりました。 

  要するに民間の保育所の決定というか、方針が定まらなければ、こっちの方針は何もでき

ないということですね。まずはその方針を待っているということですね。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 民間の意向、方針というより意向ですね。それを確認させていただ

きたいという。町は町としての当然方針は待っています、幼児教育に対する。それが、さま

ざまな課題が上がってきたときに、合致するかというのはこれからの問題だと、幼稚園の方

針、町の方針ということではないというふうにご理解いただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 幼稚園の答申を、例えばいつ頃まで待つのですか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） できるだけ早くにというお話をさせていただいてございます。可能

であれば年度内に課題に対する回答をいただいて、できるだけ早急に詰めていきたいという

ふうに考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 年度内に聞きたいと。もし年度内にそれが戻ってこなければ、町とし

てやっていくということですか。もっと待つということですか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 必ずしも年度内、私の希望でございますので、来るかどうかという

のはわかりません。本当に、先ほども申し上げましたが、これは、これからの幼児教育の将

来にかかわる問題でございますので、しっかりと取り組まなければならない。それが果たし

て年度内だから良くて、年度外、過ぎてしまったらだめだとか、この辺はしっかりと柔軟に

考えていく必要があろうかなと思っております。 
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○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 柔軟に考えると、幼稚園のほうから定めがある程度できてこなければ、

何年でも待つのかがちょっとわからないということ。やっぱりいついつまでにはっきりして

ほしいという確たるものはあってほしい。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 失礼いたしました。いつまでも、何年でも待つという話ではござい

ません。次年度の早いうちに、執行方針にも書いてございますけれども「できるだけ早急に」

というふうに考えてございますので、年度初め、半分が過ぎないまでにはしっかりとした町

としての方針は決定するということをお約束させていただきます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） もし幼稚園のほうで全部できますよ、受け入れ態勢も全部できますと

いう体制になったとすれば、今の幼稚園というのは、あのままでは狭くなりますよね、当然。

あの場所になるかどうかもわからないということになるのですか、そうなると。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 今、ご提案を受けているのは、今の現有の場所である程度増設す

ると。要するに保育部分はございませんので、その部分で一応お話は聞いてございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） それでは、決まって、もしつくるとしたら、すっとつくれる体制なの

ですよね。つくるにしても、また何年もかかるということにはなりませんよね。 

  次に行きます。何年かかるかわからないという中で、今、虻田地区のゼロ歳児というのは、

温泉まで連れていかなければならないということになりますよね。本当にお母さんたちの朝

の５分って、子育て中の朝の５分、ましてや働きに…。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員、２番は飛ばすのですか。 

○４番（今野幸子君） ごめんなさい。２番と３番、逆にします。 

  その５分の時間というのはとても貴重なものになってくるところなのです。それがあと何

年続くかちょっと今のところはわからないという状況です。その間に、連れていける保護者

の方ばかりではないですよね。一人一人が車を持って、さっと送っていけるよ、迎えに行け

るよという家庭でしたら連れていくこともできますけれども、忙しい思いしてでもね。ただ、

車が１台しかなくて、誰かが使っていて行けないとか、いろいろな状況が出てきて、そうい

う状況のもとで、ゼロ歳児保育、本当は預けたいのだけれども、連れていくのが、送迎がで

きないから諦めてしまう。そういう家庭もあるかと思うのですけれども、そういうところの

配慮は何かお考えですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 虻田地区のゼロ歳児保育の早期実施ということでございますけれ

ども、現在、町内保育所でゼロ歳児保育を実施しているのは、議員ご承知のとおり、洞爺湖

温泉にある桜ケ丘保育所のみで、定員８名となっているところでございます。桜ケ丘保育所
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における現在のゼロ歳児保育でございますけれども、現在６名となっており、地域別には、

温泉地区から２名、虻田地区から４名、計６名という状況でございます。 

  また、平成31年度の桜ケ丘保育所のゼロ歳児の入所申し込み状況でございますけれども、

６名となってございまして、地域別には、温泉地区から１名、虻田地区から５名入所という

状況になってございます。 

  委員会としましても、洞爺湖温泉地区、虻田地区、洞爺地区、それぞれにゼロ歳児保育を

実施したいと考えてございまして、洞爺地区につきましては、新築した洞爺保育所で４月１

日からゼロ歳児保育を実施するということで、現在のゼロ歳児保育の申し込み、洞爺地区で

は２名となってございます。 

  ご質問の虻田地区でございますけれども、繰り返しになりますが、本町保育所につきまし

ては、津波浸水予想区域内となっており、また、入江保育所につきましては、施設の老朽化

ということなどで、現有施設の改修をしたくてもできないという状況でございますので、本

町保育所と入江保育所の統合により実施したいと考えてございますので、ご理解のほどお願

いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） そうではなくて、諦めざるを得ない家庭に対しての何か対策は考えて

おりますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 大変申しわけないのですが、実際にやっているのは温泉地区でご

ざいますので、例えばバスを出すだとか、何をするということは考えてございません。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） そういう家庭もないとは言えませんよね。諦めてしまうという、そう

いう家庭を、本当に何年かかるわからないけれども頑張ってね、我慢してねというのではな

く、本当にさっきの幼稚園の問題にしても、できるだけ早く、早急に話を進めていってほし

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  次に、津波避難対策について伺います。 

  保育所では１カ月に一度の避難訓練をしていると聞いています。マニュアルに沿った訓練

をしていることと思っています。海岸に近いある家の方に、床上浸水があったことがある。

その後、小さな津波でもどきっとすると聞いています。あの保育所にしてみれば、本当に津

波があったら一番先に避難しなければならないような場所ですよね。近年は特に、想定外と

か今までにない何々という言葉がまるで流行語のように何度も聞いています。皆さんも聞か

れていると思います。 

  それだけに、毎月の訓練をしているとはいえ、やはり心配です。ましてや、まだ理解もで

きないような１歳の子から、やんちゃ盛りで親や先生の話をぱっと聞く子どもばかりではあ

りません。その中でやっていく、大変なことだと思います。 

  こんな人もいろいろな災害の中で、いろいろな体験談を聞きますが、こういう体験談を通
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して教訓に取り入れていく必要があると思っています。保育所の地震、津波、火事、噴火な

どのマニュアルがありますよね。それに沿ってちょっと質問させていただきたいと思います。 

  地震、津波のときは、と題して、教育委員、グループ職員は、震度４以上の場合、本町保

育所に急行するとありますが、これは、応援要請がなくても駆けつけるということになりま

すか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） そのとおりでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） このグループの人数とか急行する人数というのは何人くらいなので

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） グループでは２名です。人数は定めてございませんが、基本は多

分１名、もしくはいる２名、状況によるかと思いますが、最低でも１名は行くということに

なろうかと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） これは、多分津波を想定してのことで、本町保育所に急行すると書か

れていると思うのですけれども、ほかの保育所の体制はどうなっていますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 基本は津波、今言ったように震度４以上で、津波ですから、基本

は本町保育所のみです。あとは、災害があったときには、私どものほうから各保育所に電話

を入れて、被害状況だとかを確認してございますので、そういう状況の中で動くということ

でございますので、職員が行くのは本町保育所の津波のときのみです。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 先ほど話しました床上浸水、これは、東日本大震災のときだったらし

いのですが、そのときに、確か虻田地区は震度３というふうになっていたと思うのです、そ

のときに。書かれていた場所は把握していませんけれど。 

  また、経験談の中では、水の深さがくるぶしくらいの高さでも歩くことが困難という、そ

れも経験談の中で話されていたことなのですけれども、震度４以上のときは急行する。ただ、

それ以下は、さっき言った被害状況を聞くというだけでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 基本、マニュアルどおりにしますが、それは、状況によっては、

当然急行して助けなくてはいけない場合もあるでしょうけれども、ケース・バイ・ケースだ

と思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） あくまでも震度４以上ということで捉えていて良いですね。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 
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○教育次長（天野英樹君） Ｊアラートとかが鳴りますよね。基本的にそういうことです。震

度４は、我々職員も全員登庁になりますので、そのような形でそこに急行して、手助けに行

くという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） Ｊアラートが鳴っても、震度４ということで押さえているということ

ですよね。ただ、震度３のときに、そういうことがあったということも踏まえると、ちょっ

と考えたほうが良いかなという部分はありました。 

  また、散歩中のことですが、これは地震、津波、噴火、いろいろな、津波にかかわらずで

すが、散歩中などのときに、保育所に状況を報告する。連れていった人たちが、必要なとき

は応援を要請する。そして、保育所と連絡がとれないときは教育委員会のほうに連絡すると

なっています。安全を確認しながら保育所に戻る。保育所に被害があるときは、戻らずに避

難所へ行くということです。 

  これらの報告や連絡、安全確認などは、全て携帯が主をなしているということですよね。

これは私の経験なのですけれども、噴火のときに、2000年の噴火のときに、最初一瞬携帯は

つながったのですが、その後すぐに携帯はつながらなくなりました。そういうことがありま

す。そういうときのことも、やはり想定して、携帯がそのときにない。または、携帯がつな

がらない。そういうことも前提にしたマニュアル、そういうものも必要になってくるかと思

われますが、その点についてはどう思われますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず初めに、散歩に出るときには、職員は必ず携帯を持って出か

けるということで保育所はなっていますので、複数おりますので、仮に１人が忘れても、ほ

かの者が持っていますので、そこはまず基本的に、そういう申し合わせになっていますので、

大丈夫だと思います。 

  ただし、議員言われるように、携帯がつながらない等々のことが実際に起こるかもしれま

せん。その場合によっては、その状況によって保育所に戻るのか、それとも高台に至急逃げ

るのか。多分高台に逃げる、登れるところから行って逃げるとか、そういう判断になろうか

と思います。実際には、マニュアルに書いていなくても、そういう訓練をしていますので、

実際にはそういう行動をとっていくのだろうというふうに考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） では、携帯がつながらないときは避難するというふうになります。そ

れでよろしいですか。避難した後に、安全確認して戻るとかとなりますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 多分、地震、津波となれば、散歩であろうと、当然保育所に先生

方は残っていますので、調理員とかがおりますので、基本的にそこで職員も避難しますので、

張り紙をして、避難場所を書いて逃げるということになってございますので、そういう中で、

避難所で落ち合うという形になりますので、そこから今度は次の行動ということで、基本は、
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まず保育所に残っている職員もちゃんと逃げるということは基本になりますので、そういう

状況になろうかと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 携帯がつながらないこともあるではなくて、現実に本当につながらな

かった。これは、大勢の人がきっと経験していることだと思われるのですが、私だけではな

くて、ほかの人も経験しているのではないかと思うのですが、本当に何もつながらなかった

のです。しばらくの間つながらなかった。そういうことがあるので、やっぱりマニュアルを

全て読ませていただきましたけれども、全てやっぱり携帯がつながっているという現状のも

とで書かれていることが全てというか、つながらないという想定では一つもないわけですよ

ね。例えばつながらないときは、とにかく、何でも良いです、やっぱりつながらなかったと

きのことも一応書いておくべきだと私は思いますが。そういう対策はぜひとっていただきた

いと思います。 

  あと、一番やはり心配しているのは、一番混雑する、流動する、人の出入りが多い送迎の

時間帯です、朝夕の。ここで、やはり一番私が心配しているのは、ここで書かれていること

は、臨機応変にとなっているのですが、そのとき全部違いますよね、状態が。だから、臨機

応変にというのは、確かに必要なことなのですよね。でもこれは、たとえマニュアルがあっ

ても、なくても、臨機応変にというのは、先ほどつながらなかったら逃げてくださいという

のも臨機応変ですよね、書いていませんけれども、そういう臨機応変で、まずは避難してく

ださいということになると思うのですけれども、これを書いてしまったら、マニュアルなん

て要らないというか、そういう感じ。全てにおいて臨機応変というのは出てきますので、一

番混雑しているところで、臨機応変に対応してください。非常に難しい部分においては、臨

機応変というのが、やっぱり一番難しいところこそマニュアルが必要になってくるのではな

いかと思われるのですが、どうでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 今、マニュアルの一文を議員が今されているのですが、その下に、

米印で、基本は、保育所内での保育時間中と同じ対応しますということで言っていますので、

そこが基本的に大事なところであって、臨機応変というのは、状況がちょっとあるので書い

ているだけであって、基本は、あくまでも保育時間中の対応と一緒とするということで、冒

頭、議員がおっしゃったとおり、保育時間内ということは、当然中でみんなが、保育中に大

きな地震が来ると想定します。まず子どもの安全を確保する。頭を保護してあげなさいと。

地震が落ち着くまで、そういうことで保護しなさいと。それが治まった後に、今度はこうい

う対応をしましょうと、どんどん書いていますので、それと同じ対応をしてくださいという

のが基本で、当初書いていますので、全てを臨機応変にやりなさいと書いているわけではご

ざいませんので、そこはまずご理解いただきたいことと。 

  それから、登所・降所の時間ですので、当然保護者の送り迎え、出迎え等ございますので、

当然ラジオなり、来れば当然わかりませんので、すぐ逃げてくださいということで、それ以
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外の方は、例えば迎えが間に合わない場合であれば、先ほど言ったように張り紙をして、施

錠して逃げるという形になりますので、そういう基本的なものというのは変わってございま

せんので、ただ、それだけではいけない部分も確かに想定外もあるので、そこは臨機応変と

いう形になろうかと思いますが、全てを臨機応変ということではないので、ご理解いただき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 確かに基本的にはそうなって、同じですということは書かれていまし

た。それは私も読んでいますが。なぜここに、ほかの部分には臨機応変と書かれていなくて、

ここの部分に書かれていたかというのを私なりに推測すると、ほかの状態とは随分違ってく

るから書かれたのだと思います。人の流動が多くて、子どもの人数の把握だとか、あれ、あ

の子帰ってしまった。あの子は、もう迎えに来て帰ってしまったという、その人数の把握な

んかも難しくなってくるし、いろいろな面で、ここに特に、臨機応変という言葉が書かれた

のだろうと私は推測しています。だから、基本は、そのとおりなのですけれども、基本どお

りにはなかなかいかないよと、そこは臨機応変にしてよという部分で書かれたと思うのです。

もし基本的に同じであれば、特にここは書かれていなかったと思うのです。 

  その上で、やはり一番難しい部分において、何か考慮することがあるのではないでしょう

かと私は聞いているのです。例えば、先ほどＪアラートが鳴った時点で、これは私だけの考

えです、まだ。それが良いとか悪いとかの問題ではありませんけれども、鳴った時点で、も

う迎えには来ないでというふうにするのか。それでも迎えに来て、早く来てというのか。そ

の時点で、迎えに来るのを止めて、その時点で来ていた人に対しては、連れて帰るより先に、

そこにいる子どもたちも一緒に、まず避難することを手伝ってもらって、連れて帰ることよ

り避難させることを重点にするとか。何か子どもの人数の確認がしやすい方法、そして、い

ち早く避難できる方法、そういうのを何か考えて、マニュアル化するという方法もあると思

うのです。来ないでというのが良いとは言いませんよ、私は。 

  ただ、それこそ大震災の経験の中でも、てんでんことかいろいろな話がありましたよね。

迎えに行って津波に遭ってしまったとか、迎えに来るのを待っていて被害に遭ってしまった

とか、いろいろな経験を聞いていると思うのですが、皆さんも多分そういう話は聞いている

と思うのですが、そういう部分を少しでも、経験談を生かすような方向でマニュアル化して

いきたいと私は思うのですが、そういう考えはいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず、通常の場合でも、入口に紙がありまして、児童名と登所・

降所の時間を必ず書くようになっています。まず、そういうことで、必ず児童がいる、いな

いだとかというのを確認をする。例えばそういう場合であっても同じような形になると思う

のです。 

  それと、マニュアルにつきましては、保育所入所のしおりということで、必ず要約したも

のを、書類をつけてございますので、保護者も十分理解していただくと。万が一のことがご
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ざいますので、必ずそれを理解していただくということで、基本、保育所にいる場合は、避

難が当然第一ですから、急いで逃げるということを第一にしてございますので、連絡すると

いうことができませんので、あくまでも避難所に着いた時点で、迎えに来ていない方には、

保護者に連絡して、迎えに来てくださいという話になりますので、児童、それから職員、ま

ず自分の身を守る、子どもたちの身を守ることが第一ですので、もし登所・降所時間に保護

者いれば、保護者の方にお子様を預けて、帰すなり、若干の避難の手伝いをしてもらう程度

だと、張り紙をして、ここに避難していますからということで、急いで逃げるということで、

そういうことなのだろうと思っていますので、多分基本的には、そういう登所・降所時間も

名前も全部入れていますので、それをふだんどおりできるかどうかというのは、避難訓練も

大切だと思いますので、そんな形でやっていけるのではないかということで考えてございま

す。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 本当にあと１分早ければ助かったのにとか、あと30秒早ければ、あと

10秒早ければ、そういう言葉をたくさん聞く中で、玄関に、入口に紙を、何時何分どこどこ

に避難します。本当にそれというのは必要なものなのでしょうか。避難するときは、どこど

こに避難しますよ、周知しているはずなのです。何回もそれを周知して、とにかくそういう

ときには、保育所にわざわざ迎えに来るのではなくて、避難所に直接行ってもらったほうが、

書いて張る時間帯に少しでも早く避難させるという、知らせるのは重要であるのですけれど

も、そこが危ないから避難するのですよね、その場所が。だから、もうここにはいないとい

うことを、見てもわかるだろうし、多分。たとえ迎えに来ても、張っていなくても。ただ、

避難所がわかっていれば。既に、日常の点検の中にも、周知するというのは書かれていまし

たよね、確かね。その中で、やはりこういう場合にはここへ行きますよ、ここにいなければ

こっちのほうにいますよ。避難先をあらかじめ保護者の方に徹底していれば、わざわざ忙し

いときに書いて玄関に張って、はい、行きますよという必要は本当にあるのかなと。これは

私１人の意見ですが、それよりも、やはり１秒でも早く避難するという方向に向けたほうが

良いのではないかと思われますが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 基本、地震、津波があったら、即保育所に迎えに来てくださいと

いうことにはしていませんので、当然避難しますと。避難所へ避難するので、避難所にお迎

えに来てくださいと。ただ、そういう切羽詰まったときに、人間って、ふだん頭に入れてい

ても、やっぱり慌てて迎えに来たりする場合もある可能性というのがありますよね。だから

そこで、例えば虻田小学校に避難するのは、避難所は虻田小学校ですから、虻田小学校に避

難していますということで、張り紙をすることによって、車から降りないでも、そうだった

ということで急いで行くという可能性はないわけではないです。そこで字を書いて、５分と

かかかるわけではないので、書いて張り紙する程度のことは多分１分もかからない行動だと

思うのです。そういう中で念を入れるという形のやり方というのは、多分それは私は必要だ
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ということ。マニュアルにもそういうことで載せているということでございますので、それ

は必要なものだというふうに理解してございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 先ほどもやはり迎えに来るということ、もし避難してから迎えに来て、

今、車から降りなくてもと言ったけれども、もし玄関に張っていたら絶対降りますよ。降り

て確認していきますよね。降りないで、あそこを見られるという人は相当に目が良い人だと

思われるのですけれども、それから、５分もかからない、１分もかからないと言いますけれ

ども、本当にその１分があったら助かったという経験がたくさん出されているのです。 

  例えば地震がありました。津波が来ます。４０何分でしたか、書かれていたのが、に津波

が到着します。そういうことが書かれていましたけれども、必ずしもその時間に来るのでは

なくて、それ以内ですよね、その以内。本当にいつ来るかわからない。 

  それから、私もそうなのですが、そういう大きな被害に遭ったことがないので、多分、ま

あ大丈夫だろう、どこかにそういう気持ちがあるのですよね。私自身にもどこかにそういう

のがあるのですが、でもやっぱり、私、災害のときのをちょっと録画しているのです。それ

を見るたびに、みんな、こうなるとは思わなかった。大丈夫だと思っていたというのがすご

い出てくるのです。まさかこうなるとは思わなかった。あと１分早ければ、30秒あったら。

その中に出ていたあれでは、１秒早くその人のを手をつかんであげたら助かったかもしれな

い。そういうことまで言われているのです。 

  ですから、５分かからない、１分かからないという問題ではなくて、いかに早く避難所に

行くかということ。迎えに来た人がどこどこに避難所にいるとわからなくても、いないとい

うことはわかりますよね、もうそこに児童はいないということは。そうしたら、もう多分上

へ行くだろうと私はそう考えるのですが、どうでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 避難するのに、多分、夏と冬で違うと思うのですが、例えば冬で

あれば防寒具を着ますので、着させますから、時間は当然かかりますよね。園内で地震あっ

て、頭を防護して、子どもたちの安全を確保してあげる。地震が落ち着いたら子どもたちの

怪我、状況を確認し、何でもなければ今度は服を着せてあげる。冬であれば防寒具ですから、

夏より時間かかります。そういう中で、子どもたちに服を着させる。それから、先ほど言っ

たような張り紙をするということも、決してこれを省いて良いということに私は正直ならな

いと思うのです。そうやった中で避難、１秒でも早く避難するということを、当然職員はマ

ニュアルをもって、避難訓練をもって、救助までやっているわけですから、そこは、私は、

申しわけないのですが、議員と意見は違うのですが、それはしっかり張って出ていくという

ことでのことが良いのだろうと。当然５分とか何とかという話ではない。１秒でも、当然そ

のとおりでございます。それはそうですけれども、それは決して省いては私は良いようなも

のではないと思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 
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○４番（今野幸子君） 日常点検の中に、本当にどこに避難するか、避難場所を本当に親に、

保護者に知らせるということは、そこはとっても重要なことで、これは本当に、年に１回、

入所するときだけではなくて、日常の点検の中に書かれていたので、常に何回か、それこそ

避難訓練のときでも良いです。そういうときだけでも、親にくれぐれもそれを徹底させれば、

必要なくなるのではないかなと私は思っています。 

  とにかくみんなが服を着ている間、当然時間かかります。書いて張る間に、その係の人が

子どもに服を着せることもできます。それが徹底していれば、必要ないかなと感じるのです

けれども、そこは、もう避難するということに関して徹底的にもっともっと、これは津波だ

けではなくて、ほかの災害でも通用することだと思いますので、徹底的にみんなで話し合っ

ていただきたいなと思っています。 

  次、火災発生のとき。桜ケ丘保育所は火災報知器が消防署と連動していると書かれていま

す。ほかの保育所はどうなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 建設年度が古いものですから、連動してございません。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 先ほどの統合の問題からいって、今後何年そこが続くかわからないの

で、連動させるという、これは難しいことなのですか。費用がいっぱいかかるとか、大変な

ことなのですか。もしできることなら、これは命にかかわることなので、ぜひともこの部分

においては、ほかの保育所も連動させるようにしていただきたいと思いますが、考えは。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 正直、費用が相当程度かかりますので、それはなかなかちょっと

難しいかなと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） どの程度かかるのですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 申しわけございません。一般質問で通告がなかったので調べてご

ざいませんので、正直わかりません。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

○４番（今野幸子君） では、相当な額がかかるということもわからないということですね、

まずはね、金額がわからないということですね。それなら、まずは、金額にかかわらず、ぜ

ひともそれも調べて、どういうふうにしたら一番良い方法がとれるのかを考えて、ほかの保

育所の対処もぜひしていただきたいなと思います。 

  それから、先ほど携帯の話が出たのですけれども、やはり携帯ではなかなか通じない。そ

こで、無線機や何かをどこか設置しておられるのですか、保育所や何かに。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 無線機等はございませんけれども、個別受信器が事務所内にあり
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ますので、災害があったら必ずそこに通報で入りますので、それで職員は即行動がとれると

いう状況になってございます。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

○４番（今野幸子君） それは、携帯とは違って、必ず通じる。それは全保育所の事務所に置

かれているということですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） これは防災のほうの関係になるのですけれども、保育所にはあり

ます。数字は企画課長のほうがあれなのですが、保育所には、事務所にありますので大丈夫

です。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

○４番（今野幸子君） はい、わかりました。とにかく私が実際にマニュアルを読んで、いろ

いろなところに、こうあれば良いのになというようなことが今感じたものですから、その点

でちょっと話させていただきました。一度マニュアルつくったら、それでオッケーではなく

て、よりよい、より安全なマニュアルができるような方向で見直していってほしいなと思っ

ています。 

  次に、給食のほうに行きます。 

  学校給食費の値上げ部分の補助を求めますというところに入ります。 

  前回も質問させていただきましたが、いろいろ重複する部分もあるかと思いますので、

ちょっと言わせていただきます。教育行政、先ほどの執行方針の中でも、「学校給食につい

ては、10年間据え置いていた給食費を改定しますが」とあります。これ、諮問の答申を受け

た後に、住民への、保護者への説明は行われたのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 12月の、昨年の末に答申を受けた後、学校を通して各保護者に手

紙でお知らせをしてございます。また、その改定の額に合わせて、給食に関するご意見をお

寄せいただきましたが、それも全て載せて、昨年の12月20日過ぎに、保護者に文書でお知ら

せをしたところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） それは、アンケートの中に書かれている。アンケートをとって後です

か。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 時系列的に言いますと、答申を受けて、教育委員会議で、その答

申どおり、給食費の改定について議決をいただいた後、答申の内容と併せて、15円値上げの

部分と、給食費の改定に併せて、洞爺湖町の給食に関するご意見を父兄からいただいたもの

がありますので、そのご意見を全て併せて載せたということで、各学校を通して保護者の皆

さんにお知らせをしたという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 
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○４番（今野幸子君） 意見をもらったというのは、そのアンケートとは別なのですね。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 今の意見というのは、当初にアンケートをとったというのはご存じ

かと思います。そのとき14件のご意見を寄せていただきました。賛成の意見がほとんどだっ

たのですが、反対の意見もありました。反対の意見も含めて、全て載せさせていただいて、

それに対する教育委員会としての考えも併せて載せて、保護者の皆様にお知らせしたという

ことでございます。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

○４番（今野幸子君） 知らせたということですね。話し合ったということではなく。上げま

すということで知らせたというふうに受け止めて良いですか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 先ほど申し上げましたとおり、給食運営委員会から答申をいただき

まして、それを受けて、教育委員会議を開いてございます、12月に。12月に教育委員会とし

て決定をしたと、引き上げを決定した。その決定の内容と併せて14件の、アンケートのとき

にいただいた意見と、それに対する教育委員会の考え方、回答も含めて、当然保護者の皆様

はアンケートにお答えしても、それが皆さんは知らないわけですから、当然、アンケートを

出した方以外は。ですから、それも含めて、保護者の皆様方に知っていただこうということ

で、全部出したということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 出したというのはわかりました。ただ、それは、上げますということ

の報告になりますか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 先ほど申し上げましたように、教育委員会議を開いて、そこで決定

してございますので、上げるということ、引き上げするということ、その報告です、まず。

それで、ここまでの間にそういういろいろな意見がありましたよというのも一緒に、決定し

た内容だけではなくて、いろいろな意見が、こういう意見がありましたよというのもお出し

したということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） はい、わかりました。 

  前に伺ったときに、諮問、答申やなんかが来て、全員が、こういう形になると、もうこれ

は上げるということに決定しますかとお伺いしたときに、答申を受けた後に、保護者の方に

話を下ろして意見を聞いて、それから決定しますと私は話を伺っていたのですが、その後で

は、答申の結果こうなりましたという報告だったということですね。わかりました。 

  まず、前回の質問の答えの中で、値上げの理由の一つに、10年間据え置いて何とかやって

きた。もう限界である。これが一つの理由。もう一つの理由として、消費税10％になること

で食材が上がる。このことを考慮しての値上げである。この二つではないかと私は受け止め
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ていますが、一つ目についての、この期間、これは10年であろうが５年であろうが１年であ

ろうが、期間はまず関係ないと思います。値上げの理由にはならない。そして、その間の10

年間の物価の変動で、もう限界になってきたということですよね。でもこれは、給食セン

ターでは、給食の基準をクリアした上で、一汁一菜で行われているところが多い中、一汁二

菜を頑張って行ってきていた。実際にやっていた。できていなかったというわけではないで

す。 

  そこで、もう限界というのは、消費税10％になるという前提で、今後、物価が上がる。そ

うなると、今はもうぎりぎりなのでやっていけませんよと。物価が上がるから、このままで

は大変です。これは決して、現に給食センターのほうから上げてくれと言われたわけではな

いと思うのです。 

  また、期間が５年とするとありました。５年は絶対値上げしないというものでもない。値

上げなしで行きたいということです。それから、物価が上がる、災害に遭う。そういうこと

で経済変動があるときは値上げになるのかの質問では、胆振東部みたいな地震のときに、そ

んなのを取ると言ったらもう鬼ですよ。そういう言葉も言っていただきましたが、そういう

事情があってはならないと当然思っていますが、その時々のことで考えるとの答申です。ま

た、物価が異常に上がったとか、そういう場合について、また、ちょっとそういうときは考

えさせてください。そういう意味合いのことで返答もありました。これらはいずれも、物価

が上がったら値上げですよ。結果的には、そういうふうに私は受け止めました。 

  また、消費税10％になるのに伴って、国のほうが子育て対策、あるいは福祉対策でどこま

でやってくれるかと、皆さんの今あえいでいる姿を反映していただけるかと。自治体として

注視していかなければならないが、給食費は値上げさせてもらうと。 

  これらの回答から見えてくることは、今後も物価が上がれば給食費も上がる。物価が上が

れば、生活がより苦しくなることはわかっているのに値上げを決める。そして、上げると決

めている方々、わずかなとか、若干の値上げとか、生活に余裕のある人の言葉で片づけられ

ています。そのあげく、児童手当があるからカバーできると。何か負担を増やしても、何々

をしているから良いのではないかとか、何々を給付しているからこれは上げても良いのでは

ないかと、何かそういうような答弁に私には受け止められました。 

  給食費だけではなく、ほかの物価も上がったとき、今やっと生活を切り盛りしている家庭、

当然電気代、水道代、いろいろ節約していると思います。その上で、今度切り詰めるとなっ

たら、何を切り詰めると思いますか、それをちょっと聞かせてください。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） どこを切り詰めるかというのは、そこそこの家庭で違うと思いま

すが、一概に言えないと思いますが、食費であったり教育費であったりとか、一般的には言

われているような、そんなことではなかろうかと思います。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

○４番（今野幸子君） まさに一番そこで崩しやすいのは食費なのです。大変だ、電気代、こ
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れ以上は節約できない。だからこれは絶対に、もうこれ以上は節約できない。もうこれはこ

れ以上節約できないといった中で、今言われたような教育費だとか食費が主に上がってくる

わけです。 

  何か学校の給食費、今これ、学校の給食費だけを取り上げているのですが、何かがあるか

ら我慢してもらいたい。今の維持をしてほしいというならわかります。これをしているのだ

から、ちょっとここはもっと待っていてねというのはわかりますけれども、だから値上げし

ても良い。若干ではないかという考えに落ち着くようであれば、とても住民の生活が良く

なっていく、そういうふうには私には思えません。 

  今、学校給食費、栄養のとれたバランスの良い給食をするために、ほんの少し上げてほし

い。その代わり家にある食費をちょっと減らそうというふうになったら、本当に何か考えさ

せられますね。本当にわずかな値上げであれば、その分は負担してください。負担金はわず

か137万4,470円、これも多分今後、児童生徒数が減っていけば減る金額だと捉えています。 

  次に行きます。次に、多子世帯の給食費の軽減対策について伺います。 

  第２子以降の負担金、どれほどかかりますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 第２子以降ということで、無料化した場合の影響額ということで

よろしいですか。第２子を無料化した場合ということでお答えさせていただきます。これに

つきましては、基本、第２子を無料化した場合は398万1,900円。第３子以降、無料化した場

合60万8,400円、合計459万300円。試算ですから、正確な数字がわかりませんから、試算と

いうことでご理解、合計459万300円、試算です。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私は、やはり子どもの数によって累進的に負担が保護者が重くなって

いく。そういうことは、やはり少子化対策では、本当に逆行していることになるので、本気

で少子化対策を考えるのであれば、累進課税的な、課税ではないのですけれども、そういっ

た負担の増というのはできるだけ避けていきたいと思っています。 

  さまざまな形でのアンケート、理想とする子どもの人数、これは大体２名以上、約３名く

らいに近い人数が統計では上がっているそうです。全体的に２名以上３名ほどが多い中で、

現実にはそういうふうにはなっていない。その原因は、やっぱり教育費が高いから、そこに

落ち着くのがほとんどらしいです。やっぱり親として子どもにお金をかけてあげたい。そう

いうところからそういうものが来ていると思います。 

  前回、お金がないからできない、できないと何度も言われたので、１回１回今聞きはしな

かったのですけれども、来年度から議員定数が２名減ります。２名分の報酬額、これででき

る分だけ、まずは値上げの分、そして２子、３子、全員とは言いません。できる分だけで補

助がやっていければ、その浮いたお金が何に使われたのだか何もわからない。どこへ行って

消えたのかわからない。私はそれをそういうふうに回していただければというふうに考えて

います。どう思われますか。 
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○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 給食費に関しましては、議員のほうから12月にも質問をお受けして

ございます。今回も同じ内容の質問かなということで、議員の子育て支援に対する強い思い

の表れかなというふうに思ってございます。そこに関しては敬意を表したいなと思ってござ

います。 

  子育て支援する、本当にこの町で気持ち良く子育てをしていただいて、本当にみんなが笑

顔で生活できるというのは、私どもも同じく目指しているところかなと思ってございます。

ただ、残念ながら私どもの考えは３カ月前と変わっていない状況でございます。確かに多子

世帯の負担が大変というのは理解するところでもございます。そこで、第２子、第３子だけ

の支援だけで良いのかというと、またそれも一つの課題ではないかなと思ってございます。

第２子、第３子以降なら財源も少なくて済むのではないか、今おっしゃられたように議員定

数２名減となりますので、これを給食費に充てたらどうか。この考え自体は、本当にそうい

うものなのかどうか、ちょっと私もわからないですけれども、そのために削減するわけでは

ないので、それはもっと違う考え方もあろうかと。ただ、そういう考えも一つの考えだとは

ご理解いたします。 

  当町としましては、子育て支援に関しましては、これまでも乳幼児医療の中学生までの拡

大であったり、ピロリ菌の検査であったりとか、また、保育料の半額助成とかということで

説明させていただいてございます。これに関しては、所得をどうのこうのと、多子世帯がど

うのこうという形で支援をさせていただいてはございません。出産のときのお祝い金にしま

しても、額は違っても第１子からお祝いをさせていただいているという状況がございます。

私どもとしては、財源があるのであればしっかりとした、子育て世帯全体に及ぶような支援

をするべきだというふうに考えてございますので、今、現時点では、申しわけないのですが、

第２子以降、第３子以降とかというような中での支援の考えというのは持っていないところ

でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 今後もこういったいろいろな面で、引き続き見守っていきたいと思っ

ていますので、私の今回の質問は、これで終わらせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） これで、４番、今野議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩をいたします。 

  再開を14時40分からといたします。 

（午後 ２時２６分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午後 ２時４０分） 

○議長（佐々木良一君） 次に、６番、立野議員の質問を許します。 

  ６番、立野議員。 
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○６番（立野広志君） ６番、立野広志です。私、今期の議員としての最後の質問になります

が、そういう関係もありまして、これまで何回か町長に質問をしてきた件について、改めて

その点について、町長の考えを正していきたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

  まず１件目ですが、町長の政治姿勢、行政運営のあり方、そして、仮称としていますが、

まちづくり基本条例の必要性についてという点について、質問をさせていただきたいと思い

ます。 

  昨年の９月会議で、まちづくり、あるいは自治基本条例を制定する考えがないのかどうか

ということを町長にお尋ねをしました。その際、町長は、「何か情報が公開されてないだと

か、あるいはなかなか町民の皆様に知らされていないなどということは、行政のほう」、つ

まり、町長自身のことを指していると思いますが、「行政のほうとしては、そんなに考えて

いない」と答えられました。今回は、具体的事例も示しながら改めて、(仮称)まちづくり基

本条例の必要性について質問をしたいと思います。その際、私は、町の執行責任者である町

長の考えをお聞きしますので、できるだけ説明員の答弁は避けていただきたいと、そのこと

をあらかじめお願いを申し上げたいと思います。 

  それでは最初に、町長にお聞きしますが、昨年暮れまでに道内の自治基本条例、もしくは

まちづくり基本条例を施行している自治体がどの程度あるのかご存じでしょうか。もしわか

らなければ、わからないと答えていただいて結構です。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今現在、私どもが調査した中では、道内で179市町村ありますけれど

も、制定している町村が57町村、そして、胆振管内におきましては11の市町村がありますけ

れども、その中で制定しているのが４町村ということで理解をしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の数値は、何を使っての調査かちょっとわからないのですが、私が

調べましたら、ＮＰＯ法人公共政策研究所というところが公表しているものによりますと、

今年の２月６日時点で、道内では59の道市町村で施行していると。全体で、これは比率は大

した変わりませんが、道内で約33％に及んでいるという状況です。最も最近では、余市町が

昨年４月１日に施行したとなっています。ほかにも、現在、条例制定に向けて協議が進行し

ている自体もいくつかございます。そういった状況を踏まえますと、これからさらに町の基

本条例、これを策定していく自治体が増えていくということが言えると思います。 

  さて、町長は昨年９月、私のこの件での最後の質問に対して、つまり、基本条例制定につ

いての最後の質問ですが、そのときの答弁では、「条例を制定すれば、ただそれで済むとい

う問題でないというふうに理解しておりますので、そこら辺は十分検証しながら、それらに

向かってまいりたい」、こんなふうに答弁されました。内容的には非常にわかりにくい、曖

昧な答弁なのかという気がするのですが。町長にお尋ねしますが、その後、十分な検証はさ

れてきたのでしょうか。お答えください。 
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○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） これまでいろいろな関係から情報収集をしてきていたつもりでござい

ますが、情報公開、あるいは情報共有の点では、先ほど議員がおっしゃられた、私どもの町

にも条例がございます。そんな中でいくつかの点をかいま見てみると、公告式条例あるいは

情報公開条例等々の関係がございますし、さらには、パブリックコメント制度実施要綱、こ

ういうのも町のほうでつくっているところでございます。 

  情報の共有という面では、広報広聴の情報提供の観点から、広報とうやこ、あるいは町政

懇談会、そして、事業実施の際の町民説明会、さらには、町内回覧、自治会長会議等におけ

る情報提供、各種審議会等の会議の活用など、さまざまな手段を通じまして情報提供をして

いるところでございます。 

  そんな中で、これは私どもの地域特性かなというふうにも思っておりますけれども、これ

も議員提案からいただきまして、それを今実践しているところでございますが、地域担当職

員という制度をとらせていただいております。これは月に１回、必ず各自治会のほうに職員

自らが出向いて、そして、そこで何か困り事、あるいは悩み事等々があれば、ご意見をお伺

いしてくる。さらに、そのときに、私どもの町の特性として、防災力の強化、さらにはジオ

パークの推進等々について、自治会のほうにご説明をさせてきていただいているところでご

ざいます。 

  特に、防災力の強化につきましては、自主防災組織をできる限り早い時期に設立をしてい

ただいて、いついかなるときの災害にも備えられるような体制づくりをしていきたい。こう

いうことを今、常日頃から心がけてきているつもりでございまして、地域との協働に向け、

情報提供をしてきているところというふうに認識しております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、町長がお答えいただいた情報公開条例だとかパブリックコメント

制度、あるいは広報とうやこ、そして町政懇談会等々、この町特有の地域担当職員制度なん

てありますが、ほとんどがどこの町でもやっているし、どこの町にもあるのです。うちの町

だけがこれをやっているから進んでいるということではないし、この中身の中心は何かとい

うと、常に行政側からの情報発信なのですよ、行政側からの。 

  私が言う住民参加と情報共有というのは、町側からの一方的な、つまり、町側から言えば、

この情報は町民に知らせよう。この情報は知らせなくて良い。そういう取捨選別をして町民

に情報を提供しているだけなのです。町民が知りたい情報をいつでも開示し、そして、時に

は積極的にそういう知りたい情報に応えていく。そういう体制になっているかというと、実

はそうなっていないというのが現実だと私は思います。 

  住民参加と情報共有とよく言います。町長はこの意味をよく理解されていないのではない

かという気がします。これは、誰もが町政に対して意見を述べる機会を保障するということ。

町民の皆さんと議会や、そして町の執行機関の三者によってまちづくり、そして地域づくり

などの協働を大事にする。こういう行政運営が今必要なのだということなのです。だから今、
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全国的にもまちづくり基本条例であったり、自治基本条例として、そのために行政がやるべ

きものは何があるのか、住民が担うものは何なのか、事業者が担うものは何なのか、議会は

どうすべきなのかということを明確にしているわけです。 

  この間の町の政策などの立案、そして実施、また、実施後の評価の各過程で町民の皆さん

との情報共有、住民参加を得ながら種々進める対応が本当にされてきているのか、町長自身

はそのことについてどう評価されているか、もう一度伺います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私が町長になってから、基本理念として、まちづくり総合計画、これ

に基づいてまちづくりを進めなければならないな。これにあまり逸脱しないようにというこ

とでの行政運営をしてきたつもりでございます。 

  おかげさまで財政のほうも何とか今、健全化の道を歩み始めているかなというふうに思い

ますが、残念ながら地方交付税につきましては、ここ３年間、約２億円ずつ減ってきており

ます。さらには繰出金においても、これも町の特性ではございますけれども、例えば下水道

会計へ年４億円程度繰り出しをしている。さらには国保会計あるいは介護保険特別会計、こ

ちらのほうに総勢、合わせて大体年間８億円程度の繰り出しをしております。財源の乏しい

中で、やはりやらなければならないことはやっていかなければならない。そしてそのために

は、やはりまちづくり審議会のご意見を賜りながら、さらにそれについては、議会の皆様の

ご意見もいただいて、まちづくり総合計画をつくっているわけでございますけれども、それ

らをもとにして行政運営をしているというのが実態でございます。 

  ただ、町のご意見の中、行政がつくっているだけでなくて、町の方のほうから何々の団体、

あるいは何々の団体、お声かけがありましたら必ずそれには出向いていっているつもりでご

ざいます。 

  また、町の中で、特に若い人方が一生懸命頑張っていただいている。これに対して町の活

性化につながるということになりますと、町としてもそれらに対して支援をしているという

のが今の現状かなというふうに認識しております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 抽象的な話ばかりしていますと、町長は、町長が批判される言われは

ないというふうにお考えになるかもしれませんので、ちょっと具体的な点も取り上げながら

指摘をしたいと思います。 

  今、町長が言われたような、いわゆるまちづくり総合計画をつくるために審議会を設けて

いるとか、あるいは意見を聞くために、声をかけていただければ出向いて、そういう場を設

けていると言っております。 

  実は、まちづくり総合計画というのは、1969年に策定、それぞれの町が義務づけをされて

おりまして、1969年以降は全ての町がまちづくり総合計画をつくることになっています。た

だ、2011年に地方自治法が改正され、このまちづくり総合計画を策定する義務というのが廃

止された。廃止されて以降も実は多くの市町村では、今までのまちづくり総合計画に準じて、
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名前もいろいろ違うようですが、つくられている。 

  ですから、これも洞爺湖町だけがまちづくり総合計画をつくって、審議会でやっているの

ではないのです。今、自治基本条例などをつくっている町でも、同じように自治基本条例の

中で、まちづくりを考えていく場合の進め方というのも明記しているということなのです。 

  ちょっと具体的な点で、これまでの対応の問題をちょっと指摘したいというふうに思いま

すけれども、例えば、まず結論から言うと、町側から住民に知らせる情報というのは非常に

不十分で不足しているというふうに言わざるを得ません。前段の一般質問でもそうですが、

つまり、町の方針が、まだ策定段階から住民には知らされない。決定してから、あるいは方

向性が示されてから、ようやく町民の前に提示される。そういうようなことがこれまでも相

次いでありました。 

  ですから、行政の意思決定過程、そういう意思決定になった、つまり、要因は何だったの

か、どういう審議が行われて、そういう方針が決定されたのかというのが事前には全然わか

らないわけです。それから、方向性や結論が突如として示され、それに対する町民の意見と

して、再考やあるいは変更を求めてもほとんどその余地がないという状況です。 

  そして、もう少し具体的に言いますと、これは私、以前から、在職中から言っていました

が、洞爺高校閉校問題でも、やはり同じように、洞爺地区でも当初から結論ありきで、ずっ

と話が進んできた。そして現在は、いこいの家周辺の売却問題や、あるいは旧洞青寮の公売

の方針、このことについても、実は町側の方針が示されて、その過程やそのための検討内容

についてがほとんど公開されないできたということであります。辛うじて今回の予算の中に、

洞爺芸術館については、専属の学芸員や事務員を配置して、これまでに近い形で再出発する

と、このような可能性もあるわけですが、しかし、これらの点での問題は依然として残され

ています。 

  そしてさらに、来年度、平成31年度の町長の執行方針では、まちづくりの基本となる町民

との協働については一言も触れていません。書いていることは「地域コミュニティにおいて

は、自治会をはじめとする関係団体の活動を支援する」としているのみで、双方の関係性や

行政としての役割や責任というのはここには明記されていません。 

  この点でもうちょっと突っ込んでいきたいのですが、例えば洞青寮、先ほど指摘をしまし

た。洞青寮については公売すると、公に売ると。公売するということが、12月12日の、私た

ち議員に対しては、全員協議会の中で初めて町側から説明がありました。その理由として３

点ほど挙げているのです。 

  一つは、町の直営による活用は財政的に難しいという話でした。ところが、どのような手

法で、どのような検討がそれまでなされた結果、全く財政的には難しいというふうになった

のか、全く明らかにされていません。検討過程の情報開示もなければ、町民の意見や意向を

確認する機会もありませんでした。 

  二つ目、民間の企画力を反映した活用方法を公募するというふうに言っています。つまり、

一方的に結論を示して、地域の振興やまちづくりと本当に言えるのか。行政の責任や努力を
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投げ出して、民間に委ねるだけのことではないのかというふうに指摘したいと思います。 

  ３点目、土地及び建物の売却は広く公募すると言っています。公募のスケジュールはあま

りにも性急です。12月の議会直後に、12月12日です。議会が終わってから、直後に議員に対

してこのことが説明され、そして３月議会、今回の議会前に、もう既に公募するというふう

に言っています。まるで議会や議員による公の場での指摘を避けるかのような日程。そして

１月下旬には、地元説明会を開催して、２月には入札を告示する。５月には入札を執行し、

６月には議会にこの提案をすると。そして本契約を結ぶと。こういうスケジュールだという

ふうに説明されました。私にとってみても、寝耳に水なのです。 

  洞青寮については、古くから、前から地域住民の方々が、どう活用したら良いのかという

ことで議論をし、町にも提言しました。町としても、その後、それに対してどう対応してき

たのか。いろいろな話があったのです。研修施設にするとか、どこかの法人に貸すとか、話

がありました。でもそれがだめになって、結局は、あとはもう売るしかないという話なので

す。こういう流れ、このことが本当に明らかにされないまま、結論だけがどんと出てくると。

こういうことを住民自治と言えますか、情報をちゃんと開示していると言えるでしょうか、

私は言えないと思います。 

  さらに、１月に地元の住民説明会をすると言っていたのですが、２月12日になって洞爺地

区で初めて、自治会長を集めて会議があったそうです。11名ほど参加したと聞いています。

その中でも、洞爺支所だよりを発行して、町民の意見を聞くとか、あるいは会議に集まった

方からは、初めから売ると結論づけるのではなく、もっと話し合うべきではなかったのかと

いう意見も出されたというふうに伺っています。とにかく町は、財政や将来を考えたときに、

最後は民間の努力に委ねるしかないと。２月の公募はもう無理、４月も無理だというような

話をしていたそうです。こんなふうに、全く町が取り組もうとしていることに対して、もう

結論が先に出てくる。その過程は一切明らかにされない。そして議論の余地もない。こうい

う状況を町長は、先ほどのように、いろいろな委員会をつくってきたと。町民から意見があ

れば、声があれば、出かけて説明もすると、こんなことを言っていますけれども、私が求め

ている住民参加や情報の共有ではないと、今の現状は。そう思うのですけれども、町長はど

うなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞青寮の関係でございますけれども、これまで農協、あるいは農家の

方々を回って、農業研修施設、あるいはそこに働く方々の、今お手伝いで来てくれている

方々、そういうために何か寄与できないかということでの話し合いはこれまでしてきたつも

りでございます。 

  その中で、農家の戸数をずっと回ったのですが、今それに参加できるのは５軒ぐらいの農

家しかいない。人数にしても10名を切る人数と。あそこの洞青寮は、80名入っていた洞青寮、

学校の生徒の人数によって80名切るときがありましたけれども、80名が入れる。あれを開い

ておくことによる光熱水費等々についても、非常に費用負担がかかるという部分がございま
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す。５軒程度ではなかなかこれは厳しいなということで、農協のほうも、これはちょっと難

しいな。 

  さらには、花嫁対策ということで、これは他の町村でやっている話でございますが、学習

制度を設け、寮生活を、都会から来ていただく、農業を体験していただく女性等々に来てい

ただいて、農業の実習等もやっていただきながら、そこで、どこかの農家のほうにお手伝い

に入って、夜は寮生活をしていただく。そして、うまくいけば花嫁候補の一環として、地域

に根ざしていただけないだろうか。そういう取組みも考えてみたところでございますけれど

も、検討した結果、これもなかなかうまくいかない。そして、やったところの町村の先行事

例を聞きますと、もう今はうちも止めようと思っているというふうな、問題点がいくつか出

てまいりました。限られた財源の中で運用していくということになれば、なかなか難しい話

だなということで、残念ながらこれも話がなくなってしまった。 

  その後に、一企業でございますけれども、あそこを使って何か研修制度をやりたいという

お話がありました。いろいろ話を詰めておりましたけれども、なかなかやはり大きな建物で、

維持管理をするのになかなかうまくいかないということで、この話も断念ということになり

まして、職員それぞれ手分けしながら、今までいろいろなことに携わっていただいたわけで

ございますけれども、なかなか町内であの建物を維持管理、そして利用できる団体がうちの

町には少ないかもしれない。残念ながら、あれを再利用するとすれば、民間の力も借りなけ

ればならないだろうということで、今回のいわゆる公募につながってきたという経緯でござ

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、当時どういう経過で、今回のような状況になったのか説明いただ

くと、それだけで時間がなくなりますので、質問したことに対してお答えをいただきたいと

思います。 

  要は、現在こういう状況になっているわけです。公売すると、公に売るということですよ

ね。そこに至る経過、町がどういう努力をこれまでしてきたのかと、その結果どうだったの

かということが、なぜもっと広く町民の意見を聞こうとしないのか、町民に知らせようとし

ないのか。これまでの庁舎内での検討状況を逐次公表し、町民とともに考えていこうという

姿勢がなぜないのかということなのです、私が言いたいのは。 

  そして、町長。地方自治の本旨、憲法92条にも書いてありますが、団体自治と住民自治、

双方を実現するものだというふうに書いてあります。ご存じだと思いますが、特に、住民自

治とは、地方の政治や行政が官僚によってではなく、その地域の住民とその代表者によって

行われること。つまり、民主主義が徹底されることでなければならないのだということなの

です。民主主義なのです。つまり、行政の意思決定のプロセスで、まず情報を町民に等しく

提供するということ。そして意見を聞くということ。審議会などが開催された場合は、その

審議会の過程や内容を公開するということ。そして、一定の方針が出れば、方針を提示して、

そしてまた意見を聴取するということ。その後、方針を決定し、決定内容をまた改めて住民
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に周知し、実行するということ。こういう一連のプロセス、流れに沿って行政はまちづくり

を、行政運営を進めていかなければならないと思うのですが、今抜けているのは、その前段

の部分。まず、検討段階から町民には知らせていない。そして、ほとんど決定した段階でよ

うやく町民には、説明会として称して説明がされる。いろいろ意見は出ます。多少は修正す

るかもしれないけれども、基本的な中身まで変えることはない。そして、にわかに決定して

いくということでしょ。これは、従前の行政運営のあり方でしかないわけです。今多くの自

治体は、そういうやり方は住民の自治にはそぐわない。だからもっと早い段階から住民に必

要な情報を提供して意見を求め、そして住民とともに政策を決定していく。そういうことが

大事なのではないかと思うのです。 

  町長が以前の執行方針で述べられていたように、地域の連携、協働、融和を基本として、

町民との対話を深め、合意の形成に努め、偽りのない開かれた公正公平な町政運営を行いま

すと。これは、町長が１期目で就任直後の執行方針です。これは非常にすばらしい中身で、

本当にこの精神に立ち返って、私は、町長は行政運営をしていくべきだし、それをルール化

したのが基本条例だということなのです。その点をぜひお考えいただきたいと思うのですが、

まちづくり基本条例は、住民参加のさまざまな具体的な制度を共通ルール化して、町民の皆

さんに町政へ積極的に参加いただけるような仕組みを条例で定める。だから、執行機関の姿

勢を正すということにもなるのです。時には情報提供するけれども、時にはしないというの

ではないのです。必ずしなければならない。執行機関である行政にとっては、住民自治の理

念に基づいて、行政運営が試されるだけに、条例化をためらう傾向もある。まさに今、町は

そういう状況だと私は思うのです。だけれども、近年、全国の市町村における新しい自治の

あり方として、これを条例化して進展しています。洞爺湖町に住み、働き、学ぶ、全ての

人々が地域のことを自ら考え、そして自ら行動し、豊かで活力ある住みよい町をみんなで、

ともに力を合わせてつくっていくための大切な仕組みなのです。これが私が提案している、

仮称ですが、まちづくり基本条例そのものなのですけれども、改めてこの点について、策定

する考えがないのかどうか。また、そのための協議を開始する考えがないのかどうか、伺い

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今現在、その考え方はあるか、ないかでございますが、今現在の私ど

もの持っている条例、あるいは進めている内容等々で、そんなに今、私は狂いはないかなと

いうふうに思っております。そんな中で、基本的な考え方はしっかり持っていかなければな

りませんけれども、職員一同もそのつもりで頑張っていてくれるかなというふうに思ってお

りますので、正直言って、今、制定に向けて行動を起こすという考え方は、今のところ持っ

ておりません。 

  ただ、今までやってきたこと、そのことは決して私は間違いでないなというふうにも思っ

ていますし、情報公開に関しましても、私どもの町に今来て、情報公開結構来ております。

出せるもの、そしてすぐ出せるもの、こういうのも即座に職員対応していただいております
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ので、このままの状況のまま、今走ってまいりたいなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 前回の答弁とほとんど変わりませんよね。つくる考えはない。今のま

まで十分だと。こういうお考えなのですが。 

  私、二つほど、実際につくっている町がどんなことを大切にして取り組んでいるかという

ことについて紹介したいと思うのです。うちの町とは大分違いますよ。うちの町では、洞爺

湖町はまだまだ、私、そういう点では遅れていると言わざるを得ないというふうに思います。 

  例えば、昨年の10月18日に議会が神奈川県の箱根町を視察訪問した際、同じ神奈川県で愛

川町というところがあります。そこに伺って、やはり愛川町も基本条例をつくっていますが、

どんな内容かということをちょっと紹介したいと思います。 

  まず、愛川町のキャッチフレーズ、自治基本条例のキャッチフレーズですが、「みんなが

主役 参加しよう 協働のまち愛川」こんなふうになっています。そして、条例のポイント

は、住民参加のさまざまな具体的制度を共通ルール化し、町民皆さんに町政へ積極的に参加

いただけるような仕組みとなっていることですと。これは町民向けリーフレットに書いてあ

る中身。 

  それで、条例はどういうものかというと、まず一つは、審議会などの会議の公開というの

があります。これは、うちでも各種審議会ありますよね。でも、会議の日程とか事前周知と

いうのはあまり一般町民にされていません。そして、会議録、会議資料もこの町では公開し

ているそうです。会議資料もですよ、一般の方に。 

  二つ目は、審議会等への公募委員の参加と。これだけ聞いたら、町長は、うちだって公募

しているよと言いたくなるのでしょうけれども、実は、審議会の設置目的とか人数とか応募

方法は当然知らせますが、私が感心したのは、応募資格に、他の公募委員を兼ねていないこ

とを明記。洞爺湖町と違うでしょう。洞爺湖町は、いろいろな審議会で同じような人がいっ

ぱい入っているのですよね。そこが違うなと。 

  それから三つ目、パブリックコメントの手続です。うちでもやっているよと言うかもしれ

ません。しかし、ここの町のパブリックコメントは違うのです。案の段階で公表すると。決

定ではないですよ。あるいは、これは基本的な条例や計画、または主要な施設をつくろうと

する場合は、案の段階で公表する。そして町民皆さんから意見を聞いて、これらの意見を踏

まえて最終的な決定を行っている。寄せられたパブリックコメントに対する意見には、町の

考え方を添えて修正したり、あるいは修正しなかった箇所については、なぜ修正しなかった

という理由もつけて、これも公表する。そして、意見募集期間というのは、パブリックコメ

ントを突如としてやるのではなくて、10日以上前に、このことについてパブリックコメント

を募集しますということをお知らせした後、案を公表し、案の公表から20日以上はパブリッ

クコメントの受付期間とすると。１週間や２週間ではないということなのです。 

  そしてそのほかに、町民公益活動の支援であったり、あるいは住民投票制度の導入という

のも入っていますし、もう一つ、まちづくりの支援というのがある。これは、実際に私たち
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も話を伺ってきたことですが、住民提案型共同事業の制定ということで、つまり、土地利用

とか開発とか町並み景観などのまちづくり計画的な要素に加えて、農地や周辺環境の保全、

生活マナーの遵守といった日常生活に密着した要素まで含んだ、町民の住環境をよくしたり、

守っていくための事業、そういう事業を行う団体に対して補助をするというものなのです。

そのまちづくり推進を、特に力を入れていく地域も指定して取り組んでいる。 

  もっと重要なことは、７番目に書いてありました。住民参加推進会議。これは何かという

と、つまり、条例はつくったと。でも条例どおりにきちんと行政なり、あるいは住民活動が

実施されているかどうかということを常に検証する。そして、必要に応じて行政に対しても

進言をする。制度の見直しも検討する。もっと厳しい内容に変えていくということもあり得

るということなのです。 

  そして、先ほど町長、情報公開の話しました。うちもやっているよと、それも多分言うと

思います。でもこの町では、情報公開、個人情報保護制度の推進とか行政評価制度の導入を

実施していますけれども、当然情報公開は、情報公開法に基づいて、それぞれの町が条例化

しています。それと合わせて、効果的で効率的な町政運営を確保するために、町が実施する

事務事業を自ら点検・評価して、その評価の結果を町民に知らせているわけです。公表して

います。実際にやってみたけれども、その結果どうだったのだと。例えば、企画防災課長、

見ていますけれども、避難訓練をしたと。避難訓練した結果どうだったのか、何が良くて何

が課題だったのか、そんなことも含めてしっかりと、一つ一つの事業を行ったことに対して

行政が評価をする、自ら評価するのです。それを公表する。改善すべき点は、以後の町政に

反映させる、行政評価制度というのを設けている。わかりますか、町長、違うでしょう。こ

うやって、こういう内容を一つ一つ、標題は同じであってもその中身が違うのです。中身は、

結局は住民自治、そして、情報共有、これを常に基本にしながら、住民と行政が力を合わせ

てまちづくりを進めていくということがその基本になっている。 

  時間がないので、もう一つ、中標津の例を取り上げたいと思います。北海道の中標津町で

も自治基本条例を平成24年４月１日に施行しました。ここでは、中標津という町は、うちの

町よりも人口が多い町です。人口が今年の２月では２万3,458人ですから、大分多いですね。

そして、そういう町ですけれども、自治基本条例を策定するまでに２年ほどかけているので

す。そして、36回の中標津町まちづくり町民会議というのを開いて、同時に、中標津町自治

基本条例策定会議というのも前後して、繰り返し開催をしてきたということが書いてありま

す。条例を町民とともに守り育てることが目的だと。自治を推進するための会議も設置して、

この条例ができた後ですよ、無報酬で年に３回、この自治推進会議というのを開催して、条

例に基づく取り組みが行われているかどうかということを、公募も含めて協議をしながら条

例の内容をより良いものにしていくための努力をしています。中身は愛川町とほぼ同じよう

な内容でつくられています。 

  ですから、そういう点から言うと、うちの町は、町長、こんなことを言ったらまた気分悪

くするかもしれませんけれども、遅れているのです、本当に。住民に、例えば町政懇談会、
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私も昨年ほとんどの会場に参加させていただきました。いっぱい来る会場もありましたけれ

ども、わずかな人しか来ないところもある。いろいろ都合があって来られない人もいるで

しょう。でも、町政に対して関心を持つということは、町側から必要な情報がしっかりと、

ふだんから提供されていないと、何をそこで発言して良いかわからないのです。どうせ行っ

たって、町はやっていることを説明するだけだし、いくら言っても、その後どうなったかも

はっきりしない。それなら行かなくてもいいよという人も中にはいたようです。私、そうい

う状況だと、ますます町民は町政に興味を持たなくなるし、町政への参加もなくなってしま

う。それでは、本当に町民と一緒に協働したまちづくりを進めていくなんてということは絵

に描いた餅にしかならないと思うのです。 

  町長、さっき執行方針で述べていましたよね。私、あれをぜひ生かしてほしいと思うのだ

けれども、執行方針の26ページ最後に、私はこれをぜひ取り上げようと思った。26ページに、

町長、こういうふうに言っています。「世界の潮流がグローバル化に向け加速する中、日本

も変化を求められている。このことから、時には前例にとらわれない発想と行動力で時代の

要請に応じた政策転換への決断も必要である」と、町長はそう言っているのですよ。ぜひ決

断してください。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先程来と同じ答弁になってしまうわけでございますけれども、議員の

ご意見あるいはご提言は、ご提言としてしっかり受け止め、内部また整理をしてまいりたい

なというふうに思っておりますが、今現在、私どもの町で本当に何か困っていることがある

のかといえば、私は今本当に、私を含めて、職員がそれぞれの地域に向けて、地域の皆様の

ご意見を聞いている。または、例えば地域の自治会役員の中に職員が自ら入っていって、そ

の地域づくりに寄与している。地域のことをまた行政のほうにも反映してくる。そういう体

制が今現在できているので、それ以上のものは良いかなというふうな思いはあったわけでご

ざいますが、ご提言はご提言として受け止めておきたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） やはり町長は、行政側の立場から言えば、それは、町民からあまりい

ろいろと意見が出ないほうがやりやすいですよね。困っていることはないというのは、多分

そういうことだと思うのです。だけれども、実際に行政行為によって、さまざまな施策が、

影響を受けるのは町民の暮らしです。その町民自身が町政に対して、今の町長に対してどう

いう思いを持っているのか、また、どういうまちづくりを望んでいるかということを私は

しっかり受け止めていく必要があるし、そのためのものでもあるのだよということなのです。 

  まちづくり、つまり、行政運営というのは、上からつくるものではないのだと。住民とと

もにつくるのだと。行政職員が今どんどん減っているではないですか。非正規の雇用動労者

が、非正規の職員、非正規の公務員、これが今、当町では半分以上いるのです。そういう中

で、正規の職員だけで町の全体の事業を、さまざまな企画し運営し、取り組んでいけるで

しょうか。私は、それはますます難しくなってくると思うのです。そのときに、住民にも一
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緒に協力していただこうと。そういう思いでまちづくりを進めていかなければ、これから洞

爺湖町は本当に住みよい町にはなっていかない。行政の努力と、住民がそういう中でどう協

力していくのか、また、住民自身として、どう役割を果たしていくのか、こういうことを

しっかりとルール化すること。条例化して、行政がその条例に基づいてしっかりとしたまち

づくりを進めていく。その基本になるのは、やはり必要な情報、行政側が必要か必要でない

かではなくて、町民にとって必要か必要でないかということを判断するのであって、そうい

う情報を町民に開示すると。そういう努力を通じて町民の意見を聞き、そして一緒になって

計画を考えていく。 

  先ほどの保育所の話でもそうですが、何でもそうですよ。何でいつそんな話になったのみ

たいな話になることが多いのです。そうではなくて、町自身が悩んでいること、考えている

ことを町民と一緒になって検討していく。当然執行者は町長であり理事者であります。だけ

れども、執行する前に町民の意見をしっかり聞いて、間違いのないように。意見を聞くとい

うことは、実行するときに町民も一緒に参加するということなのですよ。やってあげるので

はなくて、一緒に実施する。一緒に取り組んでいく。そのためには、初めから町民がそれに

参加していないと、誰からか与えられたものでしかなくなってしまうのです。わかりますか。

私は、その点をしっかりと町長は考えて、町長は困っていないと言いますけれども、私は今

の町、今の町政運営は非常に問題が多い。まだ町長、３年残っていますから、今期は。３年

の中で、まちづくりでも自治基本でも良いのですが、こうしたルール化した条例をつくって、

町民と一緒に将来の町をつくっていこうという決意を持って取り組んでいただきたいと思い

ます。これ以上聞いても町長はまた同じ答弁しか繰り返さないかもしれません。私はそのこ

とを改めて求めたいと思うし、それができないのであれば、本当に住民と一緒になって、こ

の条例づくりのために取り組んでいくしかないなと。行政の首長がそういう遅れた考え方で

いつまでもいるのだったら、この町は非常に心配です。そのことを１件目で質問としたいと

思うのですが、町長、同じ答えなら答えなくて良いです。もし変わるのであれば、ご答弁く

ださい。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 住民の声に耳を傾け、住民とともに協働のまちづくり、これはもうそ

のとおりだと思います。ただ、今それに向かって何らかのアクション、行動。ただ、その前

に、やっぱり私どもの基礎固めをしていかなければならないな。それは、情報公開をしっか

り、やはり皆さんのほうに提示していかなければならないな。これまで以上に、やはりそう

いう面に気をつけていきたいなというふうに、とりあえずは思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、２件目の質問に移りたいと思います。 

  二つ目は、洞爺湖町のまちづくりと景観保全に対する対応という問題について質問をさせ

ていただきます。 

  初めに、実は私、今回、景観の問題を議会で取り上げるのだという話をしましたら、温泉
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の事業者の方が、「ぜひ期待しているから頑張ってよ」と、そんな声をかけられました。

2017年の６月、今から１年と９カ月前です。もう忘れているでしょう。2017年６月の議会の

場で、町独自の景観条例制定について、私、取り上げさせていただきました。このとき、や

はり町長は、そのときの答弁ですけれども、「北海道景観条例に基づく制限や考え方が町に

必要かどうか、道内の景観行政団体の取組状況を参考にし、勉強したい」と。そして、議員

の提言された、議員というのは私のことなのですが、「議員の提言された内容等々は、今ま

で踏み込んだことのないところまで踏み込んでいただいた」と。「参考になる部分も非常に

多々あったと思いますので、協議会内部で」何の協議会かよくわかりませんが、「協議会内

部で十分協議し、検討していきたいと思います」と、こんなふうに答弁されて、既に１年９

カ月経ちました。これまでの協議や検討はどのように進められているのか。これも町長の答

弁ですので、町長自身からお答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町は、支笏・洞爺国立公園の一角に入っておりまして、自然

保護法、この網にかかっている地域でございます。また、さらには、特に虻田地区において

は都市計画区域、そして洞爺地区においては、そんな全くの白色地帯ということから、準都

市計画区域というものを制定させてもらいました。そして、その準都市計画区域を制定する

ときに、北海道景観条例なるものがある。特に、北海道は外国資本が入ってきて、水問題が

大きな問題になっていた。そのときに、それらを制限するために景観条例なるものがあった。 

  そこそこの町、村、市あたりでは、それなりに自分たちでさらなる景観条例というのを制

定していたところがあったようでございますけれども、私どもの町は、北海道景観条例、さ

らには自然公園法、都市計画法、さらには準都市計画法、そういう網にその地域がかかって

いるので、これ以上のものは、特に今のところは必要がないかなという感がしておりました

けれども、今、最近、世界遺産の、いわゆる北海道・北東北縄文遺跡群、これらを世界遺産

登録を目指している中で、いろいろな関係者の中から、景観条例、これがやはり町に必要で

はないだろうかという声が上がっております。特に、文部科学省のほうからも、何とかそれ

を整備したら良いのではないか等々の関係がございまして、それがどういうふうな形でつ

くっていったら良いのかというのを、ただいま、その後、検討している段階でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私、質問したのは、今、検討してどういう状況になっているのだと。

協議や検討はどのように進められているのだという質問をしました。そうしたら、最後に、

文科省あたりからも指摘されて、条例をつくったほうが良いのではないかと言われているの

で、考えていますみたいな、はっきり言えば、まだ何も動いていない。そういう状況だとい

うことですよね、町長。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 若干だけフォローさせていただきます。 

  今、町長から説明があったところなのですが、ちょっとだけ、事務方もちょっと頑張って
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いるところをお知らせしたかったのですが、29年６月に議員から提案がありました景観条例

につきまして、私どももしっかりやらなければいけないと思いまして、その年の29年８月に、

景観行政セミナー等が景観主幹・課長ブロック会議と、景観条例を敷いている市町村が集

まっているところなのですが、そこに私も参加させていただきまして、まずもって情報収集

をさせていただいたところであります。 

  それから、29年11月にも、私ども北海道のほうに事務方として、この手法について相談さ

せていただいた経緯がございます。その中において、いろいろな景観に対する考え方を教え

ていただいたのですが、その中において、今、洞爺湖町として迅速にできることは何かあり

ますかということも問い合わせさせていただいたところもあります。 

  その中では、北海道の景観条例の中にあることなのですけれども、洞爺湖町において有効

な、良好な観光資源と、それから主要な展望地というところを登録してくださいと。そうす

ることによって、北海道景観条例の中でも特段の配慮をさせていただきますよというような

提案があったことから、町としてもそのロケーションについて、地域の良好な観光資源と主

要な展望地について登録させていただいた経緯もございます。 

  それからもう一つ、先ほど町長も言いました昨年の平成30年７月のときに、入江高砂貝塚

が、議員ご承知のとおり、国内文化遺産の推薦候補に一度選定されました。そのときに、今

後取組みとして、この文化遺産におきまして、景観条例が必要になりますと。それで私ども、

そうしたらもう間違いなくやりましょうということは考えていたのですけれども、そこの中

で、先ほど町長が言わんとしているところは、結局、その審査においてどんなものが制限さ

れるのか、ほかの市町村と同じような条件になるのかということもしっかり捉えていかなけ

れば前へ進まないということで、そういうこともあって、情報収集と、今そういうようなこ

とをやっていたという経緯があります。 

  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） 事務方の、経済部長の答弁ありがとうございます。 

  ただ、私、景観という問題は経済部だけの問題ではないと。これもまさにまちづくりの問

題ですよ。役場全体で考えていかなくてはいけない問題ではないですか、総務も含めて。だ

から、何か建物ができるか、できないかというようなことだけでもって、景観をどうこうす

る問題ではないというふうに思いますし、町長が先ほどお答えいただいたように、私が取り

上げて、ほぼ１年９カ月の間、具体的な動きはほとんどない。事務方では勉強をしたと、研

究したと。いよいよもって条例をつくらなくてはいけないというようなところまで来たとい

うような話はわかりましたよ。 

  でも、この１年９カ月の間、何やってきたのだと。私は、１年９カ月前の議会でこういう

ふうに言いました。「昨今の外資系企業による土地、建物などの購入、大規模な建造物の建

設計画は、世界ジオパークの登録地としての景観を阻害しかねない状況にある。町が景観行

政団体となって、景観に関するまちづくりを進める基本的な計画としての景観計画を策定し、
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景観条例を定める必要がある」と、こういうふうに言ったのです。 

  ところが今、１年９カ月経って、いまだに具体的な協議や検討はなされていない。本当に

観光地として、あるいは今度は、こちらのほうの縄文遺跡群の指定に伴う問題もありますが、

景観の問題を行政が真剣にこれまで考えてきたのですかというふうに改めて伺いたいと思う

のですよ。考えてきているのなら、何か動きがあっても良いはずです。 

  この間、洞爺地区には、既存の大型老健施設の改修と、それから、そのホテルに併設する

形で遊戯施設が今建設されています。洞爺の高台には、高さ30メートルを超える９階建ての

社会福祉法人が運営する大型老人福祉施設が今建設されようとしています。町長は、観光や

福祉産業として、雇用の拡大、定住者の増加を見込み、歓迎する意思をこれまでも表明して

いましたが、町独自の景観保全の理念も具体も持たないで、このまま推移すれば、産業の柱

とも言える観光振興にも悪影響を与えかねないと思うのですけれども、その点について、町

長はどうお考えですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） これまでも、先ほど申しました都市計画区域、あるいは準都市計画区

域、自然保護法の網の中で、それぞれルールに従って、景観を損ねない、あるいは建物の高

さ制限において、建物等々も整備をしてきたところでございます。 

  今回の、今お話に出ました成香地区については、残念ながらいずれの条例にも合致してい

ない、法に合致していない地域でございまして、仮に事業者が、例えば50階建て、60階建て

のものを造ったにしても、今現在、止める法が何もございません。まして、自分の私有地と

いうことになりますと、これは、正直言って何も止めるものはないというふうなことになる

わけでございますけれども、今お話いただいている関係については、私ども、残念ながら景

観条例は制定されていないわけでございますが、これまで培ってきた洞爺湖温泉の方々がい

らっしゃる。そしてそこでホテル経営をやっている。そんなことから、事業者の方々には、

景観上、十分気をつけていただきたい。そして高さも30メートルではなくて、もっと景観に

配慮した高さにできないだろうかということのお願いは町としてやっているつもりでござい

ます。ただ、そちらのほうから、まだどれだけの高さ、あるいはどれだけの規模というふう

なことは、残念ながらまだちょっと入手しておりませんけれども、今現在、そういう地域だ

ということで、私どものほうとしては、執行方針の中でも述べさせていただいておりますが、

洞爺湖町のこれからあるべき姿は、やはり洞爺湖温泉の観光産業を中心とした観光産業、そ

して医療・福祉のツインタワーで、この町を何とか盛り上げていきたい。その中で、３地域

の特色のあった振興策を講じながら、この町全体が良くなっていけばということを執行方針

の中でも述べさせていただいておりますが、そのつもりで、今何とか洞爺湖温泉の方々とも、

妥協できるような建築物にしていただけないかということで、お願いをしているところでご

ざいます。 

○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） 先ほど議員のほうからジオパークのお話が、世界のジオパーク
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の審査がございます。ジオパークのルールの中で、地質遺産の保全というのが第一でござい

ます。一方で、持続可能な開発ということで、国内法に則った開発等については、ユネスコ

ジオパーク内のいかなる経済活動も制限するものではない、そういうようなことになってご

ざいます。審査に対する影響というのは、審査項目の中に入っていないということでござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私が言いたいのは、１年９カ月前に、こういうことが起こるから、景

観条例、町の独自の景観条例、そして景観計画をつくって、白地地域であっても、国立公園

法に基づく規制区域でなくても、町が景観条例をつくれば、例えば、それによって景観とい

うものを守ることができる。街並み、あるいは山合いですね。洞爺湖町内のそういう地域の

中で建造物が建設される場合には、それに対して一定の制限をかけることができるのだとい

うことを１年９カ月前に言っているのですよ。だけれども、町長は、その必要性はない。北

海道にも景観条例があるし、国立公園法で厳しい規制もあるし、洞爺は準都市の指定になっ

ているしというようなことで、必要性を認めようとしない。認めようとしないというよりも、

そのことを真剣に考えようとしなかった、これまで行政として。そうではないですか、議会

で、その場で答弁したらもうそれで終わり。そういう状況になっていると私は思えてなりま

せん。 

  先ほど愛川町の話をしましたが、その前日に、姉妹都市の箱根町にも行ってきました。箱

根町は姉妹都市ですから、洞爺湖町とも深いつながりを持っていますが、あそこも国立公園

内に全体が入っております。その箱根町でさえと言ったら怒られるかもしれませんが、箱根

町でも独自の景観条例を設けている。町長、知っていますよね。そして、なぜ国立公園に全

体が入っている町なのに、独自にまた町で景観条例つくっているのだということで、その景

観条例の中身を私たち議員が全員で学習してきました。そうしましたら、やはりこれは町が

独自につくらなければならないなと、私自身は非常に感じました。 

  何かというと、箱根町の景観保全の考え方、これがなかなか良いのですけれども、箱根町

は国立公園の区域内であっても、地域の特性を生かしたまちづくり、景観を守り育てること

を理念にして、景観行政団体となって、景観法という法律に基づいて、景観行政団体となっ

て、景観計画を策定する。景観計画では、建物のデザインや色、形態、独自の制限を設ける

ことができる。従来のまちづくり条例では及ばなかった規制措置も講ずることができる。景

観法ができたから、より行政が、権限が強く持てるようになったのです。 

  そして、まず景観形成の目的、これが、単に一般的な話ではない。町民が箱根の町に愛着

と誇りを持って住み続けられる環境をつくるのだということ。そしてまた、観光客がまた訪

れたいと思うような環境をつくるのだと、これが景観形成の目的だと。 

  箱根町の景観の課題として何かというと、山並みの眺めの保全ですよ、ずっと遠い話です、

先の話。それから、地域固有の街並みの景観の形成。あと、いろいろあるのですが、実行力

のある景観施策。基本理念の中に、明確にしているのは、優れた自然景観を大切にして、未
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来に残すのだということをしっかりと位置づけているということ。そして、箱根町独自の文

化をそこで育んでいくのだということも明記している。誰もが楽しめる環境、観光立町をつ

くるために街並み景観を創造していくと。 

  重要なのは、そういう意味で景観条例をつくっていますが、届出の対象になる行為の規模

の基準というふうになっていまして、景観区域というのを設けて、地域ごとに。その区域の

中で建物を、例えば工作物を新築、増築、改築、あるいは移転、あるいは外観を変更する、

壁を塗りかえるとか、こういう変更がある場合は、事前に町に届出をしなければならないと。

もしこれを怠った場合には、事業者の名前も公表するということで、実は条例の中に定めて

います。届出の区域は、国立公園の特別区域を除く区域。つまり、今、問題になっている場

所も含めてです。 

  これ、私がちょっと調べただけでこのぐらいのことはわかるのです。もし１年９カ月前に、

このことを行政、町長がしっかりと職員から説明を受けて、やはり洞爺湖町には、景観を保

全する。そして観光客を受け入れる、もてなしのできる町をつくるためには独自の条例も必

要だということが判断されていれば、先ほど言った高台に老健施設を建てる事業者も、地元

の事業者の方ですから、町がそういう方向で今検討しているのなら、事業者としても協力し

ましょうと、共存共栄しましょうということで、私は、話し合えばしっかりわかってくれる

と思うのです。もともとが違うところに建てようとしていたのですから。そういうことから

言えば、例えば条例はできていなくても、この計画が町がわかった段階で事業者に対して、

ここはちょっとまずいよと。風車で、あれだけ住民が、観光協会も旅館組合も飲食店組合も、

壮瞥の観光協会も含めて、４団体が町に、あれは反対だと意見を述べたように、中島の山の

合間からちらっと見えるあの風車計画、あれですら、洞爺湖温泉の皆さん、事業者の皆さん

は、景観を損ねると言って反対したのです。 

  ところが今回の場合は、丸見えです。そういうものを当然、町長はわかっていたはずです。

地元の事業者からの話があったと思うのです。なぜそのときに、これは温泉街にとってみれ

ば心配される問題だからちょっと考えさせてくれというようなことが言えなかったのか。計

画が出されて、もうどうしようもないような段階になって初めて公表する。そんなような状

況に何でなってしまうのか。もっと先に条例をつくっておけば良かったのですが、その反省

も実はないですよね。今、何の規制もないという地域ですから。どうですか、町長、どう考

えます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 幸清会があそこの場所に来たいというのには、いろいろ経緯があった

ように聞いております。平成27年でしたか、私どもの耳には入ってきていませんでしたけれ

ども、あの場所で土地を求めたいという話があったように聞いております。それが、なんか

断られたというふうな話で聞いておりましたが、当初は、隣町のほうに新しく建てるという

ことで、その話も、それ以前に、実は洞爺湖町に来たらという話がありました。27年頃だと

思いましたけれども、ぜひ来てくださいという話もしました。ところが場所の問題でいろい
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ろ苦慮していたようでございます。結果的に、今ある施設、隣町のほうに施設を建設したい

というお話がありましたので、それはもう仕方ありませんな。最終的には私どもの町に来て

いただければなという気持ちがあったわけでございますが、隣町にも義理を立てなければな

らないということから、やむを得ないですねという話になりました。ところが隣町のほうが

なかなかそれが、また、土地の問題だったかなというふうに思っておりますけれども、うま

くいかなかった。 

  実は、また違う町にあったものも合築して私どもの町に建てたいという話が昨年の９月に

ありまして、その後すぐに議会のほうに、こういうことが来るかもしれないとお話はさせて

いただいたかなというふうに思いますが、そのときに、場所だとか云々という話は特には聞

いておりませんでした。建てるのならどこか別な場所なのだろうなというふうな思いもあっ

たわけでございますが、図面を見せていただいて、正直言ってびっくりしたのが実態でござ

います。 

  ただ、私どもの町としては、120人、その方々が私どもの町に来ていただくことによって、

人口の増加に歯止めがかかる。あるいは地方交付税のルール算定で、ある一定の金額が加算

されます。その額たるや結構良い金額になります。一つの基準として、120掛けるある一定

の金額、それが面積あるいはその町の人口等によってプラス・マイナスになりますけれども、

恐らく4,500万円ぐらいのものが入ってくるような形になるのかな。そして、今その方々が

入ることによって、お見舞いに来る方もいらっしゃる。昔、協会病院があったときに、洞爺

湖温泉街が相当潤ったというお話も聞いております。洞爺湖温泉街に今お客様がたくさん来

ていただいているわけでございますが、さらに泊まっていただける。洞爺湖観光にも寄与で

きるかな。町の将来のことを考えていったときに、そういうふうなものが来ていただけると、

やはり町としては非常に助かるな。しかも相手が、インバウンドの方ではなくて日本の方と

いうことになりますと、これまた安心材料の一つになるなということから、私どものほうと

しては、ある意味、町に寄与していただけるかなという判断が立ちました。 

  ところが、高さが非常にやはり私ども気になっているところでございまして、観光関係者

のほうにもお話ししたところ、高さの問題に非常にやはり苦慮されていると。そのことは、

一応相手方のほうにも伝えながら、何とか配慮をお願いしたいということで、今お願いして

いる最中、それが今の現状でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） その辺の経過は今までも何回か聞きました。だからさっき私が言った

ように、観光振興と定住者対策で、こういう施設が来ることを町長はもろ手を上げて喜んで

いたと。だけれども、実際にこういう30メートルも超えるような建物があの高台に、もし１

件、今認めたらどうなりますか。この後、福祉施設だけではなくて、外資系の企業も含めて、

あそこで認めて、なぜ俺が認められないのだということになってしまうではないですか。だ

から今の段階で、特に地元の事業者なのだから、しっかりと話し合いをして、補助金の関係

で、もう既に道の補助も決定してという話を伺っているようですけれども、それにしても、
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ともにまちづくりを進めていく仲間として、共存共栄する立場として、町長が、本当なら

もっと早い段階で、その相手方ともよく話し合って進めていくべきものだと私は思います。

そういうことすら怠っていたのかということを改めて指摘をしたいし、それから、この先、

あの地域は、何もなければ、今、何も規制もなければ、さらにいろいろな建物が、あるいは

土地購入が進んでいく可能性があります。それらに対する規制も含めて、町独自の景観条例

をつくる必要があるのではないかと思うのですが、改めて伺います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 景観条例については、改めて、これは本当に期間が延びてしまって大

変申しわけないという感はするわけでございますが、これからしっかり定めていかなければ

ならないな。そのために全町挙げて取り組んでいかなければならないなというふうに考えて

おります。 

  ただ、今それがこれから始める作業でありまして、いつそれができるか、それはまた、い

ろいろな考え方の人が町の中にいらっしゃいますので、それをまとめていくためには相当の

時間がかかるかなというふうに思いますが、できるだけ早い時期に景観条例制定をしていき

たいなというふうに考えております。 

  ただ、言えることは、今現在、何の法的な根拠もないところであって、以前そういう話は

確かにありましたけれども、やはり法的にしっかりしたものができない限りは、その建物が

できてもやむを得ないのかなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 本当に何回も言いますけれども、議会で取り上げて協議します。町長、

答弁したのですよ、協議しますと、１年９カ月前に。協議すると言って、担当者が勉強会に

参加して、いまだに。つくりますとは言っていないと、それはそうでしょうね、つくってい

ないのですから、現実に。私は先々を見越して、そしてほかの町村、特にこういう姉妹都市

などでも景観条例をつくってやっているではないですか。そういうことも含めて、先ほど自

治基本条例の話もしましたけれども、本当に従来型のやり方に踏襲し過ぎている。新たな、

やはり住民とともに町をつくっていこう、そういう姿勢がやはり薄いから、どうしても行政

だけで何でも判断しようとする。そのために時機を逸してしまったり、遅れてしまうわけで

す。そのことを本当に私、心配です。 

  これからつくろうとしている景観条例だって、景観条例は何のためにつくるのかという、

その目的を明確にしなくてはいけないと思うのです。単に事業者に対する規制をするための

ものではないのだと。町民とともに、さっきも言いましたけれども、この洞爺湖と中島と、

それを取り巻くカルデラ、この景観を将来にわたって残していく。それがまた町民にとって

も潤いのある地域をつくっていくことになるし、観光客がいつでも、また再び来たくなるよ

うな、そういう町になるのだと。それが、いわゆる観光地としてのもてなしの心だと。あの

町に行けば、いつも変わらず自然豊かで、自分たちをもてなしてくれる。こういう環境が

あってこそ観光客はやってくるのではないでしょうか。どんどん都会化されて、自分たちが
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住んでいるところと大した変わらないような、そういう地域に誰が行きたがりますか。私は、

そういう意味で、この洞爺湖町の優れた景観を観光資源としても、観光事業としても、そし

て同時に共存共栄するさまざまな事業者、そういう人たちとそれを分かち合う、そういうま

ちづくりを町長が進めていくことを私は求めたいと思います。 

  私も箱根の町に行ったときに、本当に優れている経験をいろいろ聞かせていただきました。

さっきも項目的に挙げましたけれども、やっぱり自分たちの町が大事なのですよ、大好きな

のです。だからこの町を本当にどう残していくのか、どう町民が暮らしやすい町にするのか、

そういうことについて努力しているのです。お金があるとかないとか、行政の規模が大きい

とか小さいとかという問題ではないのです。その町その町の特色を生かしてまちづくりを進

める。 

  景観条例も、景観区域と言って、それぞれの地域に合わせた景観をつくろうと。虻田地区

は虻田地区で縄文、あるいは内浦湾を抱えたこの地域としての景観。温泉は温泉で、温泉か

ら見える景色。洞爺は洞爺で、大きな建物があまりなくて、どちらかというと保養的なそう

いう要素を持った、そしてまた、文化や芸術も非常に住民の意識も高い、そういう地域とし

て、それぞれの地域に合わせた景観区域というのを定めて、それに基づく景観保全を考える、

そのことが大事だと思うのです。 

  そのためには、一晩や二晩でできる話ではないのです。中には、１年も２年もかかって、

それも住民も含めて、20人、30人の委員会をつくって、そして協議をしているのです。景観

条例つくりたいと言いました。さて、具体的に、ではこれから何をしようとしているので

しょうか。いつごろまでにつくろうとしているのか、その点について伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 今の話でございますが、ちょっと補足になりますけれども、私

どもも先ほどいろいろな勉強をしているというところで、箱根のところも勉強させていただ

いて、議員が言われるとおり、五つの区域に分けて、その地形、その地域に合った特徴を整

理して、時間をかけてつくっているということで、やはりそれを私ども踏まえまして、やは

り一番大事なことは、さきの基本条例もありましたけれども、地域の皆さんに一番理解して、

住民参加をしていただかなければならないということが一番大事だと思っています。それか

ら、今言いました特徴をきちっと捉えて、地元との合意形成を踏まえて初めてこの事業が皆

さんに活用されるものだと思いますので、その点では、若干時間はいただかなければならな

いというふうに思います。 

  それは、先ほど町長が、29年６月のときに私どものほうに指示はありました。つくるよう

にという指示がありましたので、それで一生懸命勉強したつもりですので、事務方のほうが

ちょっとスピード感がないところもございますけれども、そこら辺はご理解いただきたいと

思いますし、何度も言うようですけれども、この計画というのは、地域によって視点が違う

と思います。ですから、地域だけの合意ではなくて、地域間の合意も必要だと思いますので、

その点でしっかりと取り組まさせていただきたいと、そのように思っているところでござい
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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） 時間もなくなってきましたのであれですけれども、大事なことは、

さっきも１項目で挙げましたが、自治基本条例の話をしました。大事なことは、住民と一緒

になってこれをつくるということなのですよね。今、答弁いただきました。住民と一緒に

なって検討し、策定する。そのやり方はどういうやり方なのかということもしっかり考えて

ほしいと思う。単に住民に情報を知らせました。意見くださいというのではなくて、積極的

に、そういう検討のための協議会もつくり、同時に行政内部にも検討の場をつくって、住民

サイドと、住民を含んだ全体の会議と、行政は事務方としてそれを整理する。そういう役割

を担いながら、実は条例をつくって、もう素案の段階から町民に示し、そして町民の意見を

取り寄せ、さらにまたそれをローリングして、もう１回町民に示していく。こういうことで

初めて、本当に地域に即した住民合意の条例づくりになると。これは基本条例も同じです。

そういうことをルール化したのが実はまちづくり基本条例なのです。 

  今回だけそれをやります、ではない。初めからそういうことを行政として当たり前のよう

に、日常的にやらなくてはいけないのだよということをルール化したのが基本条例であり、

例えば今回のような景観も含めてですけれども、本当に１年９カ月前からもうちょっと具体

的に、協議会が開始されていれば、また違った方向に私は進んだと思うのです。事業者だっ

て、まだ条例ができていなくても、地元の事業者で、理解のない事業者ではないですから。

ですから、事前に町への打診もされたかもしれない。そして、町長を初め、事務方としても、

実はこういうことについて今、つくろうと思って検討しているのだと。その辺もあるので、

ぜひ再考してもらえないかというようなことも言えたかもしれない。もうそういう、今の段

階では、補助金も確定し、建物の形まで決まってしまっているような状況の中で、高さは低

くはできない。せいぜい変えられるとすれば色合いぐらいだみたいな話のようですけれども、

私はそれは、行政にとってみれば大きな失点だと言わざるを得ませんし、その点は非常に反

省していただきたいと。そのことを改めて述べて、質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 答弁はよろしいですね。 

  これで、６番、立野議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ４時０６分） 
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