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

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会令和元年６月会議を開会します。 

  現在の出席議員は12名でございます。 

  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（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

議員を指名いたします。 

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

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 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、ご了承願いたいと思います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告をお願いいたします。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） おはようございます。 

それでは、所管事務調査報告書を読み上げてご報告申し上げます。 

  所管事務調査報告書。 

  令和元年６月17日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

議会運営委員会委員長、千葉薫。 

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

ます。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会令和元年６月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和元年６月10日月曜日。 

  ３、出席委員、私のほか、下道副委員長、越前谷委員、立野委員、五十嵐委員でございま

す。 

  ４、委員外としまして、大西議長、板垣副議長に出席をいただいております。 

  ５、説明員として森副町長でございます。 

６、結果、洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく洞爺湖町議会令和元

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

次のとおりであります。 

  会議日程について、６月17日から６月20日まで。 
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審議日程につきましては、裏面のとおりでございます。 

  本会議、以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

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

お願いいたします。 

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

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育委員会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） 洞爺湖町議会令和元年６月会議に町の行政報告を申し上げます。 

  一つ目に、寄附についてでございます。 

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

たく受納いたしました。 

  （１）として金品の寄附でございます。札幌とうや湖会、金額８万3,710円。切手、82円

切手300枚。 

  （２）として、同じく金員の寄附でございます。今回、個人で238件、累計で414件、金額

でございますが、今回986万2,000円、累計で1,438万5,000円でございます。 

  （３）として、物品の寄附でございます。アといたしまして、伊達市舟岡町351番地12、

島川弘美氏、三層強化段ボール、これは座卓でございまして８個、防災事業のため寄附をい

ただいております。イとして、洞爺湖町地域食堂への食材等として、延べ15件の方より寄附

をいただいております。内訳は、以下各種事務事業の取組状況に記載をさせていただいてお

ります。 

  ２番として、ふるさと納税に係る事務処理誤りについてでございます。 

平成30年度中に、当町にふるさと納税をしていただいた方々の中で、税の特例控除を希望

した545人の寄附金情報が事務処理の誤りにより寄附者のお住まいの市区町村に送信されて

いないことが、５月17日に寄附者からの問い合わせにより判明しました。 

町としましては、すぐに寄附者のお住まいの市区町村に連絡し、税の特例控除の適用をお

願いしたところですが、120人の方々が特例控除を受けられないことになりました。 

この結果を町といたしましては大変重く受け止めており、謝罪文の送付と今後の対応方法

について連絡し、特に、特例控除を受けられず、自ら確定申告を行う120名の方々には、お

詫びの品を贈ることとしております。 

今回の事務処理誤りにつきましては、行政として寄附者及び町民からの信頼関係を損ねる

ことにもなり、大変、遺憾に存じており、寄附者並びに町民各位に深くお詫びを申し上げる

とともに、今後、再発防止の徹底に努めてまいる所存であります。 
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なお、関連の処分について、今後、厳正に対応していくこととしております。 

三つ目に、札幌とうや湖会の閉会についてでございます。 

札幌とうや湖会は、昭和30年に札幌虻田会として発足し、札幌近郊にお住まいの洞爺湖町

出身者の方々が会員相互の交流や町の応援のために、様々な活動をされておりましたが、本

年５月20日に高津副会長と稲垣幹事長が来庁され、近年の会員の高齢化と減少により存続が

難しく、同会を閉会するとの報告を受けました。 

毎年、総会に参加させていただいておりましたが、田近会長を初め会員の皆様方は、ふる

さとの思い出話に花を咲かせ、いつも町のことを気にかけており、平成25年には第60回の総

会を洞爺湖温泉で開催されるなど、地域との交流にも取り組んでいただいておりましただけ

に、とても残念でなりません。 

これまで、洞爺湖町へ寄せていただきましたご支援、ご協力並びに田近会長を初めとする

歴代役員の皆様のご努力に感謝申し上げますとともに、会員の皆様の末永いご多幸をご祈念

するところであります。 

また、同会より金員と切手の寄附がありましたので、併せてご報告いたします。 

四つ目に、社会福祉法人幸清会における社会福祉施設整備計画についてでございます。 

当町内に本部を有する社会福祉法人幸清会が成香地区に120床を定員とする９階建ての特

別養護老人ホームを移転新築する計画であることについて、これまで同法人は建設予定地周

辺の住民の皆様、さらには洞爺湖温泉観光協会、洞爺湖温泉旅館組合、洞爺湖温泉飲食店組

合、自治会連合会の皆様を対象に説明会を開催してまいりました。 

説明会では、一部の方々から景観に配慮した低層化への要望や窓の光反射の軽減等に対す

るご意見などがあったことから、同法人はこれを真摯に受け止め、検討していただいており

ましたが、その検討結果の報告説明会が５月31日に洞爺湖温泉観光協会ほか３団体の皆様を

対象に開催されました。 

その内容は、「定員を120名から100名とし、９階建てから４階建てに変更する。また、窓

の光反射を減らすため、窓のサイズを縮小するとともに、建物の色合いについては景観に配

慮した色合いとし、国道側には植樹をする。」ことなどの報告がありました。 

この度の報告を受けて参加者の皆様からは、同法人の誠意ある対応並びに４階建てへの計

画変更など、ご配慮いただいたことに対して反対の声もなかったことから、町としては、こ

の度の成香地区の社会福祉施設を建設する計画については、地域住民の皆様及び関係住民の

皆様にご理解いただいたものと判断しているところであります。 

つきましては、社会福祉施設建設に伴う町からの支援として、本年度当初予算で附帯決議

がなされている水道管整備事業及び排水管整備事業に伴う実施設計委託料については、今回

の結果を踏まえて予算執行いたしたく、議員各位におかれましては、何卒ご理解を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

五つ目に、東京2020オリンピック聖火リレールートの決定についてでございます。 

令和元年６月１日、東京ミッドタウンにおいて、東京2020オリンピック聖火リレーイベン
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トが開催され、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から、聖火リレー

ルートが発表されました。 

北海道ルートについては、青森県から聖火が引き継がれることから、函館市をスタートし、

2020年６月14日に洞爺湖町において聖火リレーが開催されます。 

北海道ルートでは、２日間にわたり18市町で聖火がリレーされることになっており、洞爺

湖町が選ばれたことは光栄であります。 

洞爺湖町には、世界認定を受けた洞爺湖有珠山ジオパークがあり、湖や山々、そして噴火

湾の美しい景色といった国内外に誇れる景観などが評価された結果と感じております。聖火

リレーを通じて、洞爺湖町の素晴らしさを住民の皆様とともに国内外に発信してまいります。 

六つ目に、支笏洞爺国立公園制定70周年記念事業についてでございます。 

支笏洞爺国立公園は、５月16日に国立公園指定70周年を迎えました。今年度においては冠

イベントを募集し、順次ＰＲを行っており、ＳＮＳでフォトコンテストを行っております。 

来る９月28日には、メインイベントとして洞爺湖町において「今、見つめ直そう。一番身

近な山と森と湖を」をテーマに基調講演、パネルディスカッションが開催されます。 

支笏洞爺国立公園は、道内国立公園中１位、全国でもトップ３の年間利用者を誇る国立公

園であり、地元の方々に支笏洞爺国立公園の価値を新発見、再確認してもらい、今後の支笏

洞爺国立公園のあり方について考え、語り合う機会としてまいります。 

議員の皆様におかれましてもご出席していただき、ご意見、ご提案をしていただければと

思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

七つ目に、テレビドラマ「相棒」のロケについてでございます。 

本年秋にスタートするテレビ朝日の連続ドラマ「相棒」シリーズ18の撮影が８月末から洞

爺湖町で行われ、10月２日、９日の２日間でテレビ放送される予定となっております。 

制作は東映株式会社が手がけており、代表取締役社長は洞爺湖町出身の多田憲之氏であり、

今回のドラマ撮影に関しても洞爺湖町を舞台にドラマの製作をとの計らいがあってこそと

思っております。「相棒」はテレビ視聴率が高く、多くの視聴者に洞爺湖町をアピールする

絶好の機会と考えております。 

今後もドラマや映画などの撮影が洞爺湖町で行われる際には、町として協力をし、積極的

に洞爺湖町をＰＲしてまいりたいと考えております。 

八つ目に、景観計画の策定に向けた取組状況についてでございます。 

洞爺湖町は、洞爺湖をはじめとする豊かな自然と縄文遺跡などの歴史的遺跡が数多く残さ

れており、これらの自然や歴史的遺跡を保全していくため、景観計画の策定に向けた取組を

行っております。 

５月９日に洞爺湖町景観計画庁内検討委員会を設置し、町内の土地利用や各地域における

規制等の確認を行い、景観計画の素案作成のための協議を行っております。 

今後は、学識経験者や住民等による組織を設け、検討委員会で作成する素案を基に協議を

いただくこととし、自然と人の営みが調和した景観計画の策定に向けて検討を進めてまいり
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ます。 

九つ目に、ユネスコ世界ジオパークの再認定審査についてでございます。 

洞爺湖有珠山ジオパークは、2017年のユネスコ世界ジオパーク再認定審査において、ユネ

スコからいくつかの改善すべき事項の指摘を受けたことから、現在２年間の条件付き認定と

なっております。 

この度、ユネスコより再認定審査を本年７月26日から28日の３日間、ブラジル及びドイツ

の審査員によって行う旨の連絡を受けましたのでご報告いたします。 

幸い、最大の課題であった地球科学専門員の配置を解決することができ、また他の指摘事

項についても万全の準備で進めておりますので、再認定審査に当たってはジオパーク推進協

議会を構成する１市３町一丸となって対応したいと考えております。 

10として、レイチョンユネスコ世界ジオパークの現地視察についてでございます。 

2017年のユネスコ世界ジオパーク再認定審査において、ユネスコからいくつかの改善すべ

き事項の指摘を受けたところですが、勧告内容の一つに、世界ジオパークネットワークとの

連携を強化し、そのつながりを通じて洞爺湖有珠山ジオパーク圏域の国際的価値を高める必

要があるとされました。 

このたび中国南部に位置するレイチョンユネスコ世界ジオパークより、ジオパーク活動を

通じた連携、交流を図りたい旨の打診を受けたことから、本年４月12日から16日にかけて会

長及び事務局員により、先方の活動状況等を確認するための現地視祭を実施いたしました。 

レイチョンユネスコ世界ジオパークは、当ジオパークと同じ火山をテーマとしたジオパー

クであり、また、火山が作りだした地形を農業や観光資源として活用しているほか、学校教

育においてもジオパークに関わる授業を継続して行うなどの実績がありました。この現地視

察の状況について、５月20日開催のジオパーク推進協議会定例総会において報告し、今後レ

イチョンユネスコ世界ジオパークとの連携を進めていくことで一致したので、ご報告いたし

ます。 

11として、洞爺地区の町有地活用による地域振興についてでございます。 

洞爺地区のいこいの家及び旧ホテル洞爺サンシャインを含めた土地等の利活用について、

小葉投資開発株式会社と協議を進めておりましたが、会社側より現状及び今後についての説

明がありましたのでご報告いたします。 

壮警町におけるホテル建設については、現在、計画の一部変更から関係官庁と許認可の手

続中であり、明春に発注・着工の予定となっております。 

洞爺地区については、壮警町の工事発注が終わり次第、景観や環境に配慮した設計を行い、

また、設計から許認可までは約２年間が必要と思われることから、今後、環境の保全や地域

と連携を重視した内容の覚書等を締結したいとの説明がありました。 

12番として、各種事務事業の取組状況についてでございます。 

前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告いたします。 

なお、事務事業の朗読については別紙のとおりでございますので、朗読を省略させていた
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だきます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育委員会の行政報告を許します。 

  天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 洞爺湖町議会、令和元年６月会議教育委員会行政報告を申し上げ

ます。 

  １、「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推進総決起大会への参加についてでご

ざいます。 

６月10日、参議院議員会館で開催された「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推

進総決起大会へ参加してまいりました。 

大会には関係する国会議員、知事をはじめ、４道県と関係市町で構成する縄文遺跡群世界

遺産登録推進本部（本部長、三村申吾青森県知事）などの関係者総勢約200名が出席し、本

年度の国内推薦決定に向け、気運を大いに高めました。 

「北海道·北東北の縄文遺跡群」については、昨年７月の文化審議会で国内推薦候補に選

定されたものの、自然文化遺産候補の競合により見送りとなった経緯がありますが、今年１

月の文化庁の文化審議会世界文化遺産部会で、引き続き推薦候補とする基本方針が決まって

いるところから期待も大きく、さらなる関係機関の連携を深めてまいりました。 

文化審議会は、例年７月に文化遺産の推薦候補を選定いたしますが、これまで同様に推薦

候補に向けて万全な準備を整えて推薦候補決定を目指してまいります。 

２、各種事務事業の取組状況についてでございます。 

前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告いたします。 

なお、朗読については省略をさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、行政報告を終わります。 

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

◎報告第１号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第１号総務常任委員会所管事務調査報告についてを議

題といたします。 

  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（大西 智君） 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。 

五十嵐委員長。 
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○総務常任委員長（五十嵐篤雄君） それでは、読み上げて報告とさせていただきます。 

  報告第１号、所管事務調査報告書。 

令和元年６月17日、洞爺湖町議会議長大西智様。 

総務常任委員会委員長五十嵐篤雄。 

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１。 

１、調査事項、避難所施設・防災備蓄及び災害対応について。 

２、調査日、令和元年６月４日火曜。 

３、出席委員、私ほか、今野副委員長、越前谷委員、大久保委員、石川委員。 

４、説明員等、企画防災課、高橋課長。 

５、調査結果。 

総務常任委員会では、新たな組織のもと最初の所管事務調査として、昨年のブラックアウ

トの体験から、避難所施設と防災備蓄の現況について現地調査を実施し、その後の災害対応

について説明を受けた。 

また、町内中学校２年生48名による、避難所開設体験学習会が同日に開催されていたこと

から、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を見学することができました。 

噴火災害を経験している当町にとって、防災意識を常に持つことの重要性から、この防災

学習は大切と思われる。 

①母と子の館の現地調査。 

町内の避難施設は、全ての災害に対して安全な場所とは限らないことから、災害種別に応

じた避難所の指定を行っている。当該避難所は、昨年のブラックアウトの際には避難所とし

て開設された。畳の部屋の活用が期待できることから選定された。30名ほどの利用があり食

事も提供された。この部屋は最大60名の利用が可能である。 

②地域交流センター（健康福祉センター別館）の現地調査。 

この施設は福祉避難所として指定されている。このことから備蓄庫の中には飲食料、生活

必需品が用意されている。離乳食などの消費期限のあるものは、子育てイベント等で活用す

るなどして適宜更新を行っている。この施設は62名の利用が可能である。また、町内には洞

爺ふれ愛センターが福祉避難所として指定されている。 

③防災備蓄計画について。 

今年度より、北海道の交付金事業（地域づくり総合交付金）により、防災備蓄品を整備す

るために、平成31年１月に防災備蓄計画を策定した。この計画の概要について次の説明を受

けた。 

備蓄の主体とその割合。食料、生活必需品、避難所用資機材の備蓄品目。備蓄物資目標数

量。５年間の備蓄整備計画。 
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以上、調査を実施した中で、委員会としての指摘事項は次のとおりである。 

現地調査をした２カ所以外にも洞爺総合支所、洞爺温泉支所、とうや湖コミュニティセン

ターと５カ所で発電機の設置が予定されているが、速やかに設置されたい。 

防災行政無線が聞き取りにくいことから、広報車の活用や戸別受信機の設置（本町地区）

などいろいろな手段を使って対応いただきたい。 

外国人の避難対応として、多言話に翻訳できるシステムの導入を検討されたい。 

備蓄品の５カ年整備計画で全く備蓄のない品目については、一定数量を初年度から揃える

ことが望ましい。 

洞爺地区にある旧商工会館は備蓄庫として活用する計画になっているが、福祉避難所以外

では備蓄は防災センター１カ所となっている。運搬の事を考慮すると想定できない災害もあ

りうることから、分散備蓄が望ましいと考える。早期に進めていただきたい。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 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（大西 智君） 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２号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第５、報告第２号経済常任委員会所管事務調査報告についてを議

題といたします。 

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

にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 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。 

下道委員長。 

○経済常任委員長（下道英明君） 私も読み上げて報告をさせていただきます。 

  報告第２号、所管事務調査報告書。 

令和元年６月17日、洞爺湖町議会議長大西智様。 

経済常任委員会委員長下道英明。 

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、民間福祉施設建設予定地における配水及び排水管整備事業について。 
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２、調査日、令和元年６月６日木曜日。 

３、出席委員、私、千葉副委員長、篠原委員、大屋委員、立野委員、板垣委員。 

４、説明員等、経済部、八反田部長。上下水道課、篠原課長。建設課、小玉主査。 

５、調査結果でございます。 

民間福祉施設建設予定地（成香地区）の配水及び排水管整備事業は、簡易水道事業と浄化

槽排水管整備事業の２つの事業からなる。簡易水道事業では配水管布設開削工事485メート

ル、推進工事20メートル、成香配水ポンプ増設１台。浄化槽排水管整備事業は、浄化槽排水

管布設開削工事は1,100メートル、推進工事20メートルの事業概要となっている。 

工事開始は来年度を予定し、工期は３カ月から４カ月かかる見込みとなっている。工事区

域は交通量の多い国道230号線を跨ぐ工事であり、工事箇所の特性を考慮し、工事の実施時

期、時間帯など工事に伴う影響を最小限にするよう努めることが望まれる。 

所管事務調査その２。 

１、調查事項、洞爺湖温泉大通り線の状況について。 

２、調査日、令和元年６月６日木曜日。 

３．出席委員、私、千葉副委員長、篠原委員、大屋委員、立野委員、板垣委員。 

４、説明員、経済部、八反田部長。上下水道課、篠原課長。建設課、小玉主查。 

５、調査結果。 

洞爺湖温泉大通り線改良整備（１キロメートル）は、駐車場の入口、交差点などにおいて、

歩道が車道の高さに下がる箇所で急勾配が発生し、歩行性が悪い。 

このことから勾配を緩くし、歩行性を向上させる。また、現況道路の幅員のままバリアフ

リー化を行い、歩道をカラー補装し、既存照明を再利用する整備を計画している。 

当該道路は以前から観光客が歩きにくく、生活面では冬季時の除雪対応に苦慮するなどの

影響があった。また大型車輌が通過した際のマンホールの蓋が動いたり、騒音問題が報告さ

れていたが、今回の改良整備は観光、生活の道路インフラ改善に役立つと期待される。 

改良の実施時期は、地域住民、観光関係者に膨響を与えるので、事前説明などを行い、観

光シーズンへの影響を考慮しながら、工事に伴う影響を最小限にするよう努めることが望ま

れる。 

所管事務調査その３。 

１、調査事項、本町地区の町道環境整備事業の進捗状況について。 

２、調査日、令和元年６月６日。 

３、出席委員、私、千葉副委員長、篠原委員、大屋委員、立野委員、板垣委員。 

４、説明員等、経済部、八反田部長。上下水道課、篠原課長、建設課、小玉主査。 

５、調査結果。 

本町地区の町道環境整備事業は、平成30年から令和２年度の３カ年計画で実施する事業で

ある。平成30年度整備区城は、本町１号線から６号線、虻田市街大通り線、浜通り線一部、

令和元年度整備区域は、本町７号線から15号線、虻田市街大通り線、浜通り線一部、青葉・
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三豊線、入江、令和２年度計画区域は、高砂線、浜通り線一部、虻田幌萌線、板谷川大通り

線の整備を行うものである。 

本町地区全体の路盤整備や側溝整備を中心として、住民生活の安心安全や生活環境の向上

を目的として整備を行うものである。未整備工事においては、地城住民の意見を十分に聞き

ながら事業の実施を図り、工事の実施に当たっては、地元企業を中心とした発注に努めるこ

とが望まれる。また、本町地区以外の老朽化した町道整備への今後検討が必要と思われる。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 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（大西 智君） 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。 

ここで暫時休憩といたします。開会を10時50分といたします。 

（午前１０時４１分） 

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

（午前１０時５０分） 

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

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第６、一般質問を行います。 

  本日は５番、立野議員から４番、大屋議員までの３名を予定しております。 

  初めに５番、立野議員の質問を許します。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） ５番、立野でございます。おはようございます。 

  それでは、これから通告に従って一般質問を行いたいと思います。 

  まず最初に、深刻な打撃を受けている前浜のホタテ漁に対して、漁業者の経営と暮らしを

守る町行政の対応についてということで通告させていただきました。 

  昨年の夏場から続いている噴火湾地域の養殖ホタテ大量へい死問題は、町内の漁業者に

とっても大幅な減産となり、関連する水産加工業、あるいは運輸業始め、耳吊り作業に伴う

地域経済への波及効果も大きな影響を及ぼしているところであります。基幹産業である前浜

のホタテ養殖漁業を守り、漁業者の営業と暮らしを支える行政の積極的な支援や対応を求め

て、これから一般質問を行います。 

  新聞報道によりますと、噴火湾全体では平成28年以降からへい死や台風被害などの影響で、

漁獲量の減少傾向となり、特に30年10月から31年５月の生産は前年に比べて７割減となる見

込みとされています。成貝のみならず、30年生まれの稚貝のへい死も確認されているという

状況です。 

  先だって胆振噴火湾漁業協同組合のほうにお邪魔させていただいて、平成30年度の決算状

況について確認をさせていただきました。ホタテ養殖とホタテ養殖稚貝の漁獲量は、前年に



- 13 - 

比べて52.8％減少、金額にして54.5％の減額で、21億3,416万円だと伺いました。 

  この数字は組合全体の数値ですので、虻田地区で見ますと貝類の漁獲量、金額はそれぞれ

1,845トン、金額にして４億4,808万円となるそうであります。 

  こういうふうに大幅な減収となっているということが話されました。 

  そこで伺うのですが、このホタテ大量へい死の原因調査の進捗状況、特に、原因調査の実

施責任がどこにあるのかということも含めて説明いただきたいことと、さらにどのような機

関でこの調査が行われているのかということについて、まず最初にお答えをいただきたいと

思います。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） ホタテ養殖の歴史は、昭和30年代から試験研究、漁業者普及

員によって天然手法から中間育成管理までの養殖試験が盛んに行われ、昭和40年ごろより噴

火湾でも本格的な生産が見られるようになり、現在は耳吊り方式の養殖技術の導入や養殖許

容量の適正化により、生産が安定しておりました。平成28年度には、台風10号被害などによ

るホタテ貝のへい死が発生し、国、道に対し、へい死原因究明について要望し、平成29年度

から噴火湾における養殖ホタテ貝のへい死要因調査試験として、水産試験場、水産技術普及

指導所、噴火湾の各漁業及び関連する市、町により３カ年にわたって環境調査を実施してお

ります。 

  今現在も水産試験場や関係機関と協力のもと、原因究明に取り組んではおりますが、原因

の特定には時間を要する状況であります。 

  このような状況の中、今年２月には北海道で「噴火湾ホタテ貝へい死対策会議」を立ち上

げ、原因究明と対策について新たな取り組みとして、減耗が少ない漁業者の調査を始めてお

ります。 

  平成29年度から３カ年にわたり、噴火湾において水中カメラを設置し、ホタテの生育状況、

付着生物の養殖施設への付着状況、養殖施設の振動等の調査を実施しております。具体的に

は、ザラボヤの発生状況、稚貝生育情報や水温などのデータを集積し、へい死を防ぐ情報と

しての養殖技術開発、時化の際の潮の流れや貧酸素水の流入など、事前予測する技術の開発

など、養殖管理への活用のための事業を実施しております。 

  今年度には、へい死の要因の一つと考えられております養殖施設の振動について、試験結

果に基づき、振動に関する管理マニュアルが作成され、漁業者に提供することができること

となっております。 

  新たな取り組みとしましては、原因究明と同時にへい死対策について調査を開始します。

このへい死対策につきましては、大量へい死が起こっている中でも減耗が少ない漁業者が確

認されており、各作業工程などに共通点が見られることから、こうした養殖技術の有効性を

検証し、養殖管理マニュアルを作成して、ホタテ貝の安定生産につなげる対策調査となって

おります。 

  以上です。 



- 14 - 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 調査機関としては、そういうことで調査が進んでいるということでは

あるのですが、未だにその原因については明らかになっていないと。なかなか海の中のこと

なので、海流の問題もあって、あるいは稚貝の耳吊り作業の時期のことなども含めて、いろ

いろ調べているようですけれども、それにしてもやっぱり原因がまだわかっていないという

ような状況の中で、この今の調査状況、町は早急な原因究明に向けて、関係機関にどのよう

な要請や対応を求めてきたのかということも、改めてちょっと伺いたいと思うのです。 

  先ほども説明がありましたが、従来はザラボヤの付着による作業の遅れや、磁化による施

設の振動などが影響しているとの視点で、道総研とか大学などとも連携して、国の事業を活

用した生育状況のモニタリングですか、それから、磁化の影響を受けにくい水深帯、深さで

すね、それを明らかにする試験を進めて、関係先と連携してへい死の状況に関する情報共有

に努めてきたというふうにされています。 

  ただ、調査、分析作業はこういう状況で、いつ、いつまでにこの結果を明らかにするのか。

あるいは原因を特定していくのかという点になると、まだまだこの見通しが、実は立ってい

ないというような状況だというふうに伺っています。 

  ですから、今のような体制だけで原因究明を進めるのが良いのかどうか。さらにこれを強

化していくために、例えば国や道あたりからも、さらに予算措置も含めて早急に作業を進め

ていくための働きかけとして、地元の自治体としても漁業や、あるいは関係市町とともに連

携して要請していくということが大事なのではないかと思うのですが、その点はいかがで

しょうか。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 平成28年度の台風10号被害等により、ホタテ貝のへい死が発

生し、国、道に対し、へい死原因究明について要望し、平成29年度から今の水中カメラの試

験を始めております。29年度には一時回復したものの、平成30年12月にはそのへい死を受け

て、噴火湾の各漁業と北海道及び関係機関、関連する市町で組織されております「噴火湾ホ

タテ生産振興協議会」で国、道に対し、へい死に係る原因究明等について再度要請を行って

おります。 

  また、要望の内容としましては、国、道に対し、既存資金の返済期限延長や長期運転資金

の確保、漁場環境観測施設、観測ブイの整備について支援要望を行っておりますが、今後さ

らに胆振噴火湾漁協と一体となって、強く要望してまいりたいと思います。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 昨年の12月には、今お話のあった地域の八つの漁協で構成される噴火

湾ホタテ生産振興協議会、会長は長万部の漁協組合長だそうですが、北海道に対して今のよ

うなホタテの安定生産に向ける要望等を行っているということで、来年あたりは室蘭から伊

達、そして長万部、あるいは砂原の３地区で、水温やクロロフィル、それから塩分濃度など

６種類の計測を実施するためのブイも投入されると、このような話も伺っています。 
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  それにしても、今これはあくまでもへい死に伴うその原因究明という、いわば海の中の環

境がどうなっているのかということと、調査結果が出たら、次はやっぱり対策なのですよね。

調査結果が出て、対策がされて、そしてその対策をして１年、２年後にようやくその成果が

現れるのかどうかわかりませんが、そういうふうに見ますと、この現在の前浜の漁師の方々

が苦境に立たされている状況というのは、まず原因の究明がなされて、その後対策され、そ

してその結果が出るまでには、また数年かかるということになってしまうのだと思うのです

ね。 

  そういった点では、町内の漁業者の中には繰り返されるこういう大量へい死による加重債

務を余儀なくされて、危機感を募らせている漁師の方も幾人かお出でになると。私も漁師の

方々、何件か回ってお聞きしたところ、そのようなお話をされている方もおりました。 

  漁業の衰退は、漁業者のみならず、地域の経済活動にも影響を及ぼすだけに、漁業者の経

営と暮らしを守ると、そういう立場から、それでは町としてはどういう対応を今後していこ

うとしているのかと。その調査だけをやるだけではなくて、当然、今補正予算ではまた出ま

すけれどもね。そういった対策もしていますが、個々の漁業者の暮らしや経営を守ると、こ

ういう対応もまた同時に必要なのではないかというふうに思うのですが、その辺の認識を伺

いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 第一の窓口である漁業協同組合が漁業者の経営指導や資金面

の相談窓口として現在、対応しております。現在のところ、漁業協同組合から町に対しまし

ては、そういう部分では要望は来ておりませんが、今後も漁業協同組合と一体となって、漁

業者個々の事業面等の把握に努めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 組合を通じて、漁業者の方々の声を把握するというようなことで、行

政がこれまでかかわってきたという話なのですが、確かに事業者団体ですから、その団体

が漁業経営指導や、それから生活面でのいろいろな漁業者の実情を把握しているのだろう

とは思うのですが、そこに任せるだけではなくて、この前浜の漁業の個々の事業者の方々

の実情を、行政としてもやっぱりしっかり把握していくということが私は大事だと思って

います。 

  その点では、今、組合からはまだそういった要望等については上がってきていないという

話なのですが、事業者個々の事業面や生活面での要望把握を町として、これからする予定

はないのかどうか、そのことについて伺います。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 今ちょっと申し上げましたけれども、組合を通じて漁業者の

個々の面や生活面について、町としては把握するよう努力します。 

  以上でございます。 
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○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ですから、まあ良いです。 

  それで、例えば今回の議会で、この後、議案が審議されることになりますが、その補正予

算で提案されているカゴ洗い機とか自動耳吊り機などの助成を行うということが一応提案

を予定されています。その目的は、人件費や労力削減のための支援ということのようです

が、実は今、資金繰りの目途のない漁業者や小規模漁業者にとって、設備投資したくても

できないという声も聞いています。 

例えば今回、導入を予定しているかご洗い機は、数は19台、町とそれから漁協がそれぞれ

負担をすることになっています。漁業の負担割合は16.7％ですが、カゴ洗い機１台当たりの

単価にしますと129万円になります。もう一つ、全自動ホタテ耳吊り機というのが13基予定

されています。これも同じ漁業の負担割合でいうと、16.7％で、これは１基当たり65万円に

なるのですね。 

実は、漁協で確認させていただいたら、漁協の負担分、この１基129万円のかご洗い機と、

１基65万円の全自動ホタテ耳吊り機、これは漁協負担というふうになっているのですが、ど

ういうふうに漁協はこの負担をされるのかというふうに伺ったら、個々の導入する漁家がこ

の負担をするということを説明されたのですね。それは年賦によって、一括払いではないよ

うですけれども、それにしても１台129万円とか、１台65万円もするような、そういう機械

を、これは漁師の方が実際的には負担をすると、導入する漁師ですね。ホタテ養殖漁家の戸

数は、組合の資料を見ますと29戸です。 

そうすると、カゴ洗い機19台、全自動ホタテ耳吊り機13台ですから、到底全戸の漁師の

方々には当たらないことになるのですね。必要がないのか、あるいは導入することができな

いのか、その辺はまだ定かではありませんが、少なくとも私が個々の漁師の方を回った限り

においては、今、実際にはっきり言って生活資金も苦慮している状況だと、そういう中で、

新たにこの設備投資をして、確かにあれば便利だと。例えば全自動ホタテ耳吊り機は、今ま

で３人必要だった耳吊り作業が一人で良いということですから、二人分の人件費が削減され

るし、ホタテそのものもそんなにいじらなくて済むということで、ホタテへの負担も軽くな

るということで、導入はしたいけれども、なかなかこういう資金を調達するというのは大変

な状況があるのだというふうに話を伺っています。 

ですから、今ホタテが高値の時期の所得税の支払いにも困窮し、延滞金を払うよりは新た

な資金を借りて払ったほうがまだ安いということを計理士の方に伺って、そういうふうにし

ようとしているのだというような漁師の方もいます。 

そのように、漁業の継続にも、日々の暮らしにも今、困窮している漁業者がいるというこ

とを、行政がどれだけしっかり把握しているかということですね。組合を通じて、個々の漁

師の実情を把握する。あるいは、逆にその声を聞くということも必要なのでしょうけれども、

同じ町民です。町民の暮らし、そして営業を守るということも行政の大きな役割ですから、

漁業団体だけではなくて、やっぱり行政は個々の住民や漁師の方々の実際もつぶさに把握し
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ながら、逆に言うと漁業組合と連携をして、そういう方々の支援も含めて、私は逆に町側か

ら提案していくということも必要なのではないかと。 

とにかく、そういう実態把握をしっかりとやっぱりやるべきだと思うし、こういう中で

やっぱり苦労している方がいるのだということを、ぜひ認識していただければなというふう

に思うのですね。その点をどうお考えなのかということを伺いたいと思うのです。 

組合のほうに伺ったときにも、今年度水揚げが半減して経営が厳しいという状況は把握し

ていると。それから、外国人就労者を入れて、外国人の住居も新築して、その経費がかかっ

ている状況でのこのへい死の状態だということで、なおのこと負担が増えていると。それか

ら、漁業者が身の丈に合った事業に努めているものの、若手漁業者にとっては１から借金を

して努力してきたという方もいるのだそうです。28年度、２年物で大体キロ500円だったホ

タテが、今へい死で価格も半減していると。１年や２年では回復しない状況にあるだろうと

いうような話もしています。 

そういった漁業関係者の方々の声もありますし、それから個別の話の中では、2018年の収

入から比べて１割程度にしかならないと、全体では５割から６割くらいの減収なのですが、

前年から比べて１割程度にしかならないと、その収入が。そういう漁師の方もいるというこ

とを伺いました。 

そういうことで、先ほど言いましたけれども税金の支払いでも予定納税できなくて、延滞

金を払うよりも借金してでも納付したほうが良いというふうにアドバイスを受けているとか、

共済、漁済というのがあるのだそうですが、これ８月決定して12月に入ると、この漁済とい

う漁業共済ですね。これも丸々補償されるわけではないので、借金の返済で事業資金に回せ

ないというようなお話を伺っている方もいます。 

ですから、最終的にはこのまま漁師を続けていけるかどうかわからないというふうに不安

を抱いている方もいるということ、この辺も私ちょっと何件か伺った中で、そういうお話を

されている漁師の方もいました。 

ですから、その辺の実態をどの程度町がリアルに、そしてつぶさに把握し、対策しようと

しているのかということを改めて伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 平成28年度は台風10号などの被害により、ホタテへい死が発

生しました。翌年の平成29年度は漁獲高も通常に回復したとはいえ、平成30年度には原因

不明のホタテ貝のへい死が発生したということで、今、議員がおっしゃられた平成30年は、

このへい死により水揚げが大幅に減少したことや、以前としてザラボヤが大量に付着する

など、漁業経営を圧迫していることを踏まえ、漁協と協議によりカゴ洗い機、平成32年度

に要望がありました全自動ホタテ耳吊り機を前倒しすることとし、ホタテ貝へい死対策と

して特例で公立補助することにより、漁業者負担の軽減と生産性向上を図ることとしたこ

とから、申し込み台数が要望より、当初増えたということで、漁業者にも十分理解してい

ただいていると考えております。 
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  資金繰りにつきましては、組合独自の資金と道の制度資金を活用し、対応していると聞い

ております。 

  今後につきましては、漁業協同組合と十分に連携を密にし、実態把握に努めます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 私が聞いていることに、ちょっとごめんなさいね。課長も初めてなの

で、あまり課長にどうこうということではなくて、むしろこれは行政のトップである町長

自身が、この今のへい死問題含めて、この基幹産業であるホタテ漁業の養殖が、ホタテ養

殖事業がこういう状況になっていて、個々の漁師の実態も私が紹介した程度ですけれども、

大変困窮していると。 

  こういう中で、今説明されたことは結局、例えば募集が多かったとはいえ、結局29戸ある

ホタテ養殖事業者、漁家に対して、それに満度にこの設備が行き渡るという状況でもなさ

そうですし、またその設備を導入した漁師にとってみても負担が大きいということもある

だけに、導入漁家がこの導入していない漁師もそうですが、この資金繰りに大変やっぱり

苦慮しているという状況に対して、どういうふうに考えているのか。ちょっとこれは担当

の課長ではなくて、むしろ町の責任者である町長が今の前浜漁業の状況や漁師の状況につ

いてどう認識されているか、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 私のほうからちょっと答弁させていただきます。 

  立野議員が今までの話を伺っているとおりだと思っております。町としては、漁業という

のは町の重要な一次産業というというふうに考えているところでもございまして、その中で

その漁家が継続できないような、困窮している漁業者の方がいらっしゃるということは、や

はり町の将来的なことを考えると、きちんと対応しなければならないと考えているところで

ございます。 

  その点につきましては、やはり同じ言葉になりますが漁協としっかり相談させていただい

て、漁業の衰退にならないように進めてまいりたいと考えているところでございますが、先

ほど担当課長が説明させていただいた中で改めてもう一度言いますと、今回の補正予算の中

身につきましても、通常よりも前倒しをさせていただきました。それから、漁業者の負担に

ついても、昨年までは漁業者に対して、こういうものに対しては25％という割合を負担して

いただいたところだと思うのですが、今回はそれもさらに下げて16.7％に下げて、少しでも

多くの漁業者の方たちに使っていただきたいというふうに考えていたところでございますの

で、そこら辺で当初の希望よりも倍以上の数が増えたということもご理解いただきたいと思

います。 

  それからもう１点、先ほど、やりたくてもやれないというようなお話があったかと思うの

ですが、その点も担当課長通して確認したところなのですが、残っている９漁家等につきま

しては保有しているかごの数が少ないということで、従来の対応でも可能であるから今回導
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入しない、全部ではないかもしれませんけれども、そういうことで確認させていただいてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 水産業、特に漁師の低所得対策等々でございますが、漁師の方だけで

はなくて、私どもの町は以前からお話しさせていただいておりますが、観光産業を飛行機で

例えると胴体として、その両翼に農業、漁業があると。それぞれの各産業団体、特に観光、

農業、漁業につきましては、私どもこれまでそれぞれの団体といろいろ協議をしながら、町

ができる支援策を施してきたところでございます。 

  観光につきましては、おかげさまで一昨年、昨年と年間70万人の観光客が宿泊していただ

いている。このかなり厳しい状況の中で、よく本当にここまで頑張ってきてくれているかな

というふうに思っております。 

  また、農業につきましても、これまで長芋選別機、小麦乾燥機、あるいはかご、そしてい

わゆる収穫したものを入れるかご、あるいはジャガイモ選別機、倉庫、そして今度人参選別

機と、生産者の製品の向上拡大につながるようにということで支援をしてきたつもりでござ

います。 

  漁業についても、これは漁協ともよく協議をしながら、今、漁業従事者の方々が何を求め

ているのか、こういうことに対しての協議をしながら支援をしてきたところでございます。 

  今、部長が言うとおり、その漁業従事者、特にホタテ養殖事業者の事業規模に応じて、今、

自分は洗浄機を持っているから良いですとか、あるいはかご、今これを使っているから良い

だとか、そういうのはあろうかと思います。 

  また、そんな中でホタテのへい死問題が出てきた、平成28年には台風10号でかなりのダ

メージがあった。だけれども漁業従事者、特にホタテ養殖事業者のたゆまぬ努力によって、

平成29年にはかなりの回復が見られた。ここにして、平成30年度、へい死がまた再発し、そ

して今は今年の耳吊り状況の中では、今順調に成長しているというふうに言われております

けれども、いろいろな要因、いろいろ調査をしていただいているのですが、まだ原因が残念

ながら究明されていない。これが、というはっきりした原因が出ていない。 

  そんな中、今年は何とか耳吊りも順調に言っていると聞いておるのですが、なかなか先の

関係もありまして、９月くらいにならないと、なかなかその成果が判明しないかなというふ

うにも聞いておりますが、そんな中で、いろいろな各産業においてもやはり低所得、いわゆ

る所得の低い階層の方が私どもの町には結構いらっしゃいます。それは私どもも十分承知さ

せていただいているつもりでございますが、今回もプレミアム商品券が国のほうで発行され

るよう、その準備を進めておりますが、その対象となる方が私どもの町にはやはり相当数い

らっしゃる。そんなことから、やはり町全体のことを捉えながら、事業を進めていかなけれ

ばならないかな。残念ながら、申しわけないけれども、漁師だけ特化してというわけにもい

かないかな。町全体のことを捉えながら対策を講じていかなければならない、そんなふうに
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考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、町長の説明を聞いて、ちょっと私がっかりしました。うちの町に

は漁業だけではなくて、ほかの産業もあるのだと。ですから、漁業で今、言われたように低

所得と言いますか、そういう困窮している漁師の方がいることも承知しているけれども、全

体のその産業に対する対応ということを考えていかなければいけないのだみたいな話だった

のかなというふうに今、聞いていて、ええ、そうなのと。 

  結局、今現在、事業をやっていて、本当に生活も営業も窮地にあるという状況があっても、

それはうちの町はあなたがたばかり支援するわけにはいかないのだというような話をしてい

るような気がするのです。 

  それから、プレミアム商品券の話がありましたけれども、あれは消費税増税の対応なので

すよ。ですから、消費税が上がれば、こんなプレミアム商品券があっても、結局は生活は困

窮していくのですよね。 

  そのようなことを考えると、何もそれと同じように扱って話のできる話ではないなと思い

ます。ただ、いずれにしても前浜の漁業は町にとっては重要な基幹産業ですよ。その基幹産

業が、今こういう状況にあると。説明をしましたよね。昨年から比べたら今年は順調だと、

いくらか。ただ、耳吊りの漁全体は６割程度にしか入れていないという状況ですし、順調な

のか順調でないのか、当然、今言われましたように９月以降でないとわからないと言ってい

ますが、順調だと言われている漁師の方も、それは順調と言ったら良いのか、稚貝を入れて

からこれまでの間の期間で、１センチくらいその貝が大きくなっているという点を言うと、

順調に成長しているというふうに見る部分もあるのでしょうけれども、だけれどもそういう

漁師ばかりではないのだというところも、私は見ていただきたいと。前浜でも場所によって

は大分違ってきていますよね。豊浦側、あるいは有珠側とそれぞれ湾において、耳吊りして

いる箇所が違ってきています。 

  そういう潮の流れなのか何かわかりませんが、そういうことで影響を受けているところが

あるので、本当にだから全体を通して、トータルで言えば、漁協が発表しているような数値

でいけば、前年から比べたら多少落ちても順調にいっていると言うかもしれない。だけれど

も、極端に悪いところも出てきているという状況、それに台風の被害でホタテの設備が傷つ

けられて、その修理のために借金もして何とか払い終わりつつある状況の中で、今回へい死

という状況がまた起こって、結局前の借金もさらに大きな負担になっているというところも

実はあるのですよね。 

  ですから、トータルでものを考えるのではなくて、個々の漁師、漁家がどういう状況にあ

るのかということを、まず行政としてしっかりと見るということが大事だと思うのですよ。

これは漁業だけではないですよ。農業にしたって、観光にしたってそうです。全体としては

これだけの売り上げなり、これだけの入り込みがありますと言って、それで良しとはならな

いわけですよね。結局、個々の事業者の実情がどうなっているのかということを見なければ、
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行政としての対策は打てないわけで。 

  そこで私は、例えばこれは担当の課長も調べていただいたのでちょっと出していただきた

いのですけれども、関係市や町と連携して、既存の対策だけではなくて、災害と同じ認識で

漁業者の経済的な支援とか生活支援などの対応をすべきではないかということで伺うのです

が、設備投資への助成だけではなくて、金融面でも系統団体と連携して、起業資金の償還の

据え置きとか返済期間の延長などを行って、運転資金も既存の漁業振興資金の活用と合わせ

て、市や町の構成自治体、組長での協議を行い、漁業者の事業と暮らしを支える支援を私は

早急に進めていくことだと思っています。 

  その点で、町独自の支援としても、例えば今言いました災害被災者の対応と同様に、税や

各種料金の減免を進める。町の漁業を守る対応が必要ではないかと思います。これは既に

やっている町もあるのですね。先進事例としては青森県平内町というところでは、こうした

取り組みを進めてきた経緯があります。これは担当課長から直接、この町に資料の提供を求

めていただいて、私もその資料をいただいているのですけれども、ちょっとその辺の概要、

こういう町ではどういう対応をされてきたのかということをわかる範囲でちょっと説明いた

だければと思うのですが。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 今の青森県でのへい死に係る支援制度でございますが、中身

をちょっと調べさせていただきました。ホタテのへい死、ケタの施設だとかそういうものに

対して破損した場合、県と町で補助したという部分と、漁済、先ほど言われました保険に対

して助成しているという内容でございました。 

  うちのほうでは、そういう支援制度は今のところございません。今後については漁業協同

組合を中心に、そういった制度を勉強しながら関係機関と十分に協議してまいりたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今日は漁協の方に伺ったら、道議会の委員会の方々が漁協組合のほう

に調査に来られると伺っております。実は青森県平内町の取り組み、これは平内町の町だけ

ではなくて、青森県も一緒になって助成をしている、そういう取り組みなのですが、ホタテ

養殖を主要な産業としているこの町ですけれども、平成22年度から24年度にかけて、ホタテ

貝の大量へい死が生産量の減少に直結するということで、災害に対する対応策と同様の対応

を行っています。 

  その目的は漁家経営の安定を図って、継続的な漁家経営の確立を図るということが目的に

なっているそうです。主な対策として、ホタテへい死災害利子補給金、またホタテ貝特定養

殖共済補助金等の交付というふうになっていますが、これらもっと細かくあるのですが、そ

の結果、平成23年度の水揚高が36億6,478万円だったのですが、その後62億円の生産高に回

復しているというふうに言われています。 
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  そういうことから、全国の先進事例としてこれが紹介されているということなのですね。

この事業には、青森県も補助をしているということなのです。大きく分けて六つの項目で事

業が行われている。一つは再生産対策ということで、ホタテ貝の母貝確保緊急対策事業で

あったり、沿岸漁業構造改善事業という名目になっています。二つ目は雇用対策ですね。沿

岸の漂着物の対策推進事業や、ホタテ貝殻敷設事業だとか密漁巡回監視などがありますが、

三つ目は先ほど言いました漁災の関係で言うと、10％を補助すると。組合員が払う共済掛金

の10％を助成すると。それから四つ目は生活支援対策ということなのですね。これも生活支

援補助金として、保証料分の0.85％を助成すると。あるいは、生活福祉金の貸し付けを行う

と。加工業者の対策としては、経営安定化サポート資金として、融資額3,000万円から１億

円を行うと。水産加工原料確保緊急支援事業と、これは加工業者に対しても支援を行うとい

うことで、原料の運搬や旅費の２分の１を補助するということなども行っています。 

  その他の支援としては税の減免、それから就学援助ということで、かなり手厚い対策、対

応がされていると。私は漁業者だけやれと言っているのではないですよ。こういう災害と同

じような対応として、例えば観光であれ農業であれ、そういう対応をすることが大事だとい

うことで、漁業者だけやれと言っているわけではないのです。 

  いずれにしても、この町内の町民の暮らしと経営をどう守るのかということが、行政とし

ての最大の課題です。それは漁業であれ、農業であれ、観光であれ、そういう立場に立って

町民の暮らしを守ろうという行政の姿勢が大事なのですよ。先ほど町長がいろいろ産業を挙

げて、漁業だけというふうにならないのだという話をしたのだけれども、私はそんなこと決

して言っていないです。漁業も農業も観光もなのだと。ただ、今回は漁業の問題で言うと、

こういうへい死の問題が起こっているのだと。だから、そのことに対して、町としてもでき

るだけ支援をしながら、特にこの基幹産業ですから。それにかかわる加工や流通関係の事業

者もいます。そして、先ほども言いましたけれども、春先になると耳吊り作業で大きく地域

に経済効果を及ぼしているわけでしょう。町にとっても、漁業者個々の問題だけではなくて、

町の経済でも、町民の暮らしにも大きな影響があるわけですよ。 

  ですから、そういう産業をどう守るのですかということで私は取り上げているのですね。

その点をしっかりと受け止めていただいて、改めてこれらの対策も、常に漁協と言いますけ

れども、漁協にも逆にこういう制度があるけれども、一緒に例えば北海道に対して、こう

いった制度の実施を、残念ながら、北海道はないのですよ。ですから、北海道に対して実施

することを求めるとか、そういうことも含めて、なぜ地元の自治体の首長がそういう積極的

な動きができないのかということを改めて私、質問したいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほど私、プレミアム商品券のお話をちょっとさせていただきました

が、何かちょっと誤解しているようでございますけれども、プレミアム商品券の私どもの町

には、その制度どうのこうのではなくて、その対象となる低所得者階層、そういう方々が私

どもの町には非常に多いのだということをまず一つ理解していただきたいというふうに思っ
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ております。 

  また、今、青森県のお話が出ました。青森県平内町は漁師の町だというふうに聞いており

ます。主産業が漁業、水産業という中で、それはその町の方針でしょうから。ただ、私ども

の町は先ほども申したとおり、観光もあり農業もあり漁業もある。ただ、その中で今、漁業

従事者が非常に苦慮している。そのことは十分承知しておりますし、何としてもやはりホタ

テ生産物の向上につながるような施策をやはりしていかなければならないだろう。そのため

には、漁業協同組合としっかりした歩調をとっ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、特に今、その何件かの漁師の方が苦慮しているというお話も聞きまし

たが、まずはその方の生産向上につながるよう、地域、あるいは漁協、そして私ども行政と

一体となって、その方の技術向上、さらには生産力の向上につながるような支援もしていか

なければならないのだろう。 

  ただ、そのときには、あまり私どもからの押しつけだけではなくて、漁業者自らがやはり

漁協なり町のほうに救いの手を伸べる、そういうふうな姿勢も必要なのではないだろうか。

私どもが何も手をこまねいているわけではなくて、全然話が聞こえてこないという部分があ

りますので、その辺は議員のほうからもぜひ指導をしてもらいたいなというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 漁業者から声が聞こえませんということで、今、町長最後にお話しに

なりましたけれども、漁業者の声は、これは漁業者だけではないのですけれども、声を聞こ

うという姿勢に行政なり、そういったところがなっていかないと、なかなか声は出しにくい

ですよ。例えば、今回のような場合でも、確かにホタテの高値の時期もありました。 

  ですから、中には、なぜその高値のときに、へい死というのは大体６年から７年くらいの

サイクルで繰り返されるのだから、高値のときにそのへい死で激減することを想定して、

ちゃんと資金を貯めておけば良かったのだというふうに言う方もいるのですよ。それは農業

で言えば台風被害のようなものです。そうしたら、台風があったら、あなたその良かったと

きにお金をちゃんと貯めていないからだめだったのだと言えるかといったら言えませんよ。 

  でも、実際に漁師の方も言いたくても、結局、確かに自分たちの経営努力もあったでしょ

う。でも、今、現状としてこういう状況になったときに、では行政がどうやってこういう人

たちを立ち上がらせるために支援するのかと。また支援を何が必要なのかということを逆に

行政側が積極的に足を運んで、状況をまず把握するという努力がなかったら、やっぱり周り

で儲けたときにちゃんとやっておかなかったからなのだなんていう話が出てくれば、言いた

くても言えなくなってくるのですよ。 

  そして、最終的には漁師を辞めざるを得ないというところにまで追い込まれる可能性だっ

て十分あると思うのです。これは個々の漁家の問題ではなくて、この今、基幹産業である漁

業そのものがそういう中でどんどんと衰退していって良いのかということを改めて行政が考
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えるべきだし、その声を待つのではなくて、そういう実態を積極的に入って掴んでいくと。

そして、必要な対策が何なのかということを一緒になった考えていくということが大事だと

思うのです。そういう行政の姿勢こそ、私は必要だというふうに思います。 

  前浜のホタテ養殖は、先ほども言いましたが町の基幹産業です。地域経済にも大きな役割

を果たしていると。生産現場に即したへい死の抑制対策、それから漁業者の経営安定を図る

ために、町としては漁業組合もありますが、個々の事業者の実態や要望をしっかりと踏まえ

て、管内の市長や町長などとも協議をし、また漁協とも協力して、地元でできる対策も取り

ながら、北海道に対しても必要な調査や金融支援を強く働きかけていく。まずそういう姿勢

があるかどうか、改めて町長に伺います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町の置かれている状況というのは内浦湾でございまして、渡

島のほうの漁業協同組合、そして胆振のほうの漁業協同組合、さらにはこの沖の室蘭の漁業

協同組合、いろいろな協同組合がございます。その中で、個々の漁師の方々頑張っていただ

いているわけでございまして、いずれにいたしましても各漁業協同組合、そして各市や町の

首長方とも連携し、今、資金の話も出ておりましたけれども、漁協独自の資金、あるいは道

の融資制度、さらには日本政策銀行、こちらのほうも低利の融資制度というふうに聞いてお

りますので、何とかそちらのほうも受けられないか、今はそちらのほうに主眼を置いて担当

のほう、またはその漁協、こちらのほうと調整をしていただいておりますけれども。まずは

私は内浦湾のホタテが今、こういうふうなへい死状態が30年、31年、今年これからどうなる

かわかりませんけれども続いている、早くにやはり原因究明をして、漁師の方が安心して前

浜で漁できるような、そういうふうな体制づくりをとってやるのが一番大切かなというふう

に思っております。 

  また、金融の面につきましては、先ほど申しました日本政策銀行、こちらのほうの融資制

度を何とか借りることができないのか、そちらのほうにつきましては私どもの町だけでは恐

らく難しい話になってくると思いますので、関係する漁協、そして関係する市や町、こちら

のほうとも十分協議はしていきたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） そういう対策を構成自治体として、洞爺湖町の首長がいわば率先して

周辺の首長、あるいは道に要請していくという姿勢が必要なのだと思うのです。まず漁業者

の実態把握。そして、何に一番、今苦慮しているのか。どうやったらそれを支援することが

できるのか。全国のいろいろな取り組みの事例などもよく学んで、そして他の県などで取り

組んでいる教訓も、例えば北海道の中で取組ができないのかどうか。このようなこともやっ

ぱり積極的に調査、研究して、最終的にはこの地元の事業者、漁業者の経営と暮らしを守る

と、そのことに全力を傾けていくということが私は大事だと思っているのですね。 

  全体的に平均化した数値だけを見たら、昨年に比べてこうなっていますなどというだけで

は、漁業者の実態を掴んだことにはならないわけですから、その辺はやっぱり個々の事業者
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の実情を把握するために、町が積極的に実態把握のための取組を進めていただきたいし、そ

の基本となるのはやはり基幹産業である漁業をいかにして守るのか、その中心となっている

漁業者の暮らしをどう守るのかというところに行政が真剣に心を寄せて取り組むことが大事

だと思っています。 

  そういうことをぜひ私は町長に求めたいし、今までの答弁を伺っていると、やはりその辺

はまだちょっと意識的にと言いますか、意欲的な部分というのはちょっと私は足りないなと

いう気がします。 

  その点は指摘をして、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  次、二つ目は景観条例、あるいは景観計画についてちょっと伺いたいと思います。 

  これまで景観法に基づく景観条例や景観計画に対する行政の認識として、ちょっと振り返

りますと2017年６月の議会では、景観法に基づく洞爺湖町景観条例や景観計画を制定をすべ

きではないかというふうに私、議会で求めさせていただきました。 

  そのとき町長は、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勉強したいと、

このように答弁されたのですが、その後、具体的な動きのないまま推移をして、その後、外

資系企業による老人施設の買収とか改装、改築、また地元事業者による老健施設の建設計画

など、景観を憂慮する事態が相次いで起こりました。今年３月の議会では、洞爺湖周辺で相

次ぐ民間事業者の施設建設や開発行為が進行していると。 

  そういった点で未だにこういった取り組みが具体的に進んでいないということで、改めて

その実施を求めたわけですが、３月の議会でようやく、本当に期間が延びて大変申しわけな

いと町長が述べられ、これからしっかり条例を定めていくために全庁挙げて取り組んでいく

というふうに答えられて、今日町長の行政報告がありました。それを見ますと、５月９日、

洞爺湖町の景観計画、庁内の検討委員会を立ち上げたというふうなことが書かれています。

今後、学識経験者や住民による組織を設けると、そして検討会で作成する素案を基に協議を

していくということなのですが、この庁舎内で検討委員会で作成する素案というのは、やは

りこれは庁舎内だけでつくるのかなと。もしかするとどこかの企業に、そのコンサルタント

に委託するのかもしれませんが、いずれにしても少しは動き始めてきているなという感じは

するのですが、３月の議会以降、景観を保全するための条例制定の要望ということや、環境

保全に関する景観計画策定の要望ということで、町内の産業団体からも相次いで町に要望書

が提出されたと聞いています。このことは、私だけではなくて、洞爺湖町の景観保全と共存

する地域振興を求める住民意識の現れだなというふうに評価する次第です。 

  この５つの事業者団体から提出された２種類の景観条例、もしくは景観計画の策定を求め

る要望書なのですが、その内容というのは残念ながら一部については議会のほうには提出さ

れておりませんので、ちょっと公に見ることはできませんが、要望書の内容はどういうもの

だったのでしょうか。 

  それから、その要望書を受けて今回、行政報告されたような検討会が庁舎内での検討委員

会が設置されて続けられるようになったのかもしれませんが、今後どのような対応を検討し
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ているのか、この２点について伺います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） まず要望書の関係でございます。 

  本年に４月19日に洞爺湖温泉観光協会、洞爺湖温泉旅館組合、並びに洞爺湖温泉飲食店組

合から、景観を保全するための条例の制定の要望について。それから洞爺湖町商工会、それ

から洞爺湖町建設協会から環境保全に関する景観計画制定の要望についてという要望書の提

出がございました。 

  内容につきましては、現在、洞爺湖町では景観を損なう建設等が計画された際、それを規

制するための条例が制定されておらず、洞爺湖町の観光資源である景観、眺望を保全するこ

とができない状況であることから、早急に条例の制定を要望するものであると。またもう１

点が、快適なる住生活環境を保全するため、虻田地区、洞爺湖温泉地区、洞爺地区の大きく

三つのエリアの特色がある産業構造を維持していくことから、地域ごとの特性を生かした景

観計画制定を要望するという内容となってございました。 

  それから、今後の話なのですが、先ほど議員が言われたとおりでございますし、行政報告

させていただいております中で、町といたしましてはこの要望書を受けたこともありますが、

景観策定に向けて洞爺湖町内の庁内の検討委員会を立ち上げまして、計画策定に取り組んで

いるところでございます。 

  先ほどと同じことになるのですが、今後におきましてはその地域の特性を把握して、素案

策定の段階から学識経験者や地域住民による策定委員会を設けて、意見をいただきながら景

観計画を進めていくこととしているところでございますが、あくまでも素案の段階の住民の

方々に提示するまでは庁内でいろいろ議論させていただいて、その素案の作成ができた段階

で、外部からではなくて、あくまでも庁内でしっかり協議していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それぞれの産業団体から２種類の要望書が出たということも受けて、

景観計画策定に向け検討委員会設置したと、そういうことなのですが、素案を策定するのは、

結局、庁舎内の検討委員会で策定をするということですよね、今言われたのは。それをもっ

て今後、検討委員会ですか、学識経験者や住民などによる組織を設けるというふうな話に

なっているのですが、この景観条例や景観計画、もうちょっと厳密に言えば、景観法に基づ

く景観条例をつくり、その中のその景観計画を策定するということですから、景観計画が先

に出てくるのではなくて、景観法に基づく景観条例をつくり、景観計画を策定するという流

れだと思うのですね。そういう点でいうと、簡単に当然行かないし、地域の住民の合意もな

ければ勝手につくるということはあり得ないだろうと思うのです。 

  ただ、非常に私、心配される点で言うと、この景観条例の制定や景観計画の策定による具

体的規制が、今、洞爺湖周辺ではさらに急がれる状況になってきているのではないかという
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ふうに思います。 

  ちょっとわかる範囲で良いのですが、今、外資系企業との合同会社などが洞爺湖畔の西側

斜面94万平方メートルの山林や原野などを一括買収していたり、さらに月浦地域や洞爺の市

街地の一部地域も点在的に外資系企業などが買収しているというような情報も聞くわけです

けれども、洞爺湖周辺地域でこのような大規模な土地の売買が行われているようですけれど

も、その状況は行政として把握しているかどうかということについて伺います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 行政のほうでどのように把握しているかと思います。 

  土地の売買につきましては、国道利用計画法に基づきまして、都市計画区域内が5,000平

米以上。それから都市計画区域外におきましては１万平米以上の土地の取引があった場合、

私どものほうに届出が必要となっているところでございまして、それにつきましては町のほ

うが窓口となっております。 

  その中で、どのくらい把握しているかということになりますが、例えば昨年度で件数でい

きますと８件ほどそういう届出があったことは受理してございますが、今、議員がおっしゃ

るようなもの、外資系というのは私どもが見える範囲で２件ほどあったのですが、それにつ

いては現在、資産保有というということで、その売買理由には書かれているという状況でご

ざいます。   

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員、よろしいですか。 

  この件はまだかなり時間を要しますか。 

○５番（立野広志君） はい。 

○議長（大西 智君） それであれば、休憩をここでしたいと思います。 

  開会を１時からといたします。 

（午前１１時５４分） 

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

（午後１時００分） 

○議長（大西 智君） それでは再開をいたします。 

午前に続き、一般質問を続けます。 

立野議員。 

○５番（立野広志君） 午前中の答弁で、大規模な土地の売買が行われているということにつ

いては、町としても認識しているということですが、実際に洞爺地域の旭浦という地域のほ

とんどが、実は外国資本を含めた共同会社に買収されているというような状況もありました

ので、やはりこれはどう活用されるかはこれからのことではありますが、これまでも留寿都

とかニセコなども、どちらかというとそういう急傾斜地含めて原野や山林などが買収され、

そこに新たな建造物が建設されると。あるいはレジャー施設的なものがつくられるというよ

うなこともありますから、当然その洞爺湖町としてもそういったことも踏まえて、やはり早
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い時期にこの景観条例を制定して、景観を守るということが大事かと思っています。 

  その点で、行政報告にも触れていますので、その重複する部分はあまりお聞きしませんが、

今後この景観条例をつくるに当たって、どのようにそれを進めていくのか、まずいつごろを

目途にこの景観条例、あるいは景観形成を策定しようとしているのかということと、それか

らつくり方の点でもこれから素案を検討するということですから、まだ十分できていないの

かもしれませんが、例えば虻田地域、あるいは洞爺湖温泉、また月浦地域、そして洞爺地域

と、うちの町の場合は大きくは三つの地域に分かれた景観のあり方というものを考えていか

なければならないのかなという気がするのです。そういう場合に、それにしても全町的に景

観条例なり景観を保全するということが、なぜうちの町にとって必要なのかという、しっか

りとした理念をもって取り組んでいくことが大事なのだろうということと、それから、それ

ぞれの地域ごとに同時並行的に、なかなか進めるのも大変なことだと思います。それにして

も統一的な理念というのは当然あるわけですから、そこをしっかりとつくっていかなければ

いけないと思うのです。 

  先ほど言いましたようにスケジュールとしていつごろまで予定して、これをつくろうと

思っているのか。それからつくるに当たって、やはり先ほどの素案は庁舎内で検討して提示

すると。その上で、住民を巻き込んだ検討会をつくるというふうになっているのですが、そ

の辺についても考え方としては、やっぱり住民が納得できるもの。将来的に良い景観を、環

境を次世代に受け渡していく。そして、そのことを通じて、この観光振興もそうだし、ここ

の洞爺湖町の心温まる、あるいは潤いのある、そういう環境を守っていこうという、そうい

う理念をしっかりと持っていくべきだと思うのですが、その辺のことについてちょっと短時

間に、短くで良いですから説明いただけませんか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 景観計画策定のまず期間でございますが、策定にはやはり基礎調

査、それから計画の骨子の検討、それから計画素案の検討、そしてパブリックコメント等も

途中で必要かと考えてございます。その後、景観策定やそれに対する周知、施行までとなり

ますと、北海道から伺うと、他の自治体では概ね２年から３年かかっているという話を伺っ

ておりますが、町といたしましてもなるべく早くということで、概ね２年という目標を立て

て、今後つくっていきたいと考えているところでもございます。 

  また、虻田地区、洞爺湖温泉地区、それから洞爺地区のお話がありましたが、私どもまず

虻田地区におきましてはご承知のとおり入江貝塚や高砂貝塚が住宅地内にあること、それに

対しての、やっぱり地域の方々の説明等も、別の地域とはまた別の問題もあろうかというふ

うに考えているところでもございます。 

  また、他の地域におきましても、洞爺湖温泉地区や洞爺地区におきましても、やはりその

地域の特性を整理しまして、住民の方々と十分協議させていただいて、その住民の人たちへ

の影響を考慮しなければならないといういろいろな問題があると思いますが、その地域の合

意がやっぱり時間がかかるのではないかなと私は考えておりますが、しっかりとスピード感
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を持って取り組んでまいりたいと思っているところでございます。これにつきましては、文

化庁や北海道関係機関の助言をいただきながら、早急に進めていきたいと考えております。 

  また、もう１点が、条例の話が若干出たかと思うのですが、町としてのイメージとしては

今年度基礎調査、先ほど言った骨格の検討、骨子の検討、それから素案の検討ということで、

今年度はそのように考えてございまして、次年度に同時に条例の検討も踏まえながら計画の

策定、周知、計画というのも２年目以降に考えていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 素案のできる時期もあるのでしょうが、住民を巻き込んだ検討会とい

うのはいつごろ立ち上げる予定なのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） １年目に先ほど申し上げました骨子の後に素案の検討がございま

すので、年内には間違いなく皆さん、各種学術的な専門の方も入っていただくとか、地域住

民に入っていただくとか、そういうことで立ち上げるようなスケジュールでは今、考えてい

るところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） わかりました。 

  それで、こういうのは今までの行政の進め方と違って、できたものについてもやっぱり住

民の協力、そして参加、理解が当然必要なわけで、いずれにしてもできたものが本当にこの

地域に、町にとって将来にわたって守り、育てていくことが大事だということの合意ができ

なければならないという点では、やっぱり住民合意を大前提に取り組んでいくということが

大事だと思います。 

  そのためには、今言われたようなパブリックコメントなどもありますけれども、時には公

開の場でのシンポジウムであったり、意見交換会であったり、あるいは現地の見学会であっ

たり、さまざまな形で住民を巻き込んだ取組をしながら、一緒になってやっぱり考えていく

という運営が大事かなと思うのですね。この後、具体的なそういった機関をつくる段になっ

て、改めて私はこの点については質問させていただきたいと思いますが、少なくても、まず

最低限、住民の合意を前提にして、あくまでも行政が上から押しつけるということのないよ

うにしていただきたいことと、それからそういう運営に当たっては、やはりそういうまちづ

くりのプロセスについて詳しいその専門家を交えて、しっかりとその方々のアドバイスも受

けながら進めていくようにしていただきたいと思っています。 

これからのことなので、これから検討が始まると思いますから、そういうことを要望して、

実は昨日でしたか。テレビを見ていましたら、群馬県の草津温泉のことが出ていました。草

津温泉も古い、それこそ歴史ある温泉地ですけれども、そういう中で年々観光客が減少して

きた中で、町長が代わって以来、草津温泉Ｖ字回復という題名でテレビが放映されていまし
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たが、要はその中心となったのはやはり景観なのですよ。景観再生劇というサブタイトルま

でつきまして、草津の町長は非日常の世界観を大切にするということで、日常的な生活空間

の中ではなくて、本当にこの洞爺湖の恵まれた自然環境、そして体験を通じて、若者や家族

連れが増えるようになったというふうに評価しています。 

いずれにしても、景観をどう守っていくのか。そして、そのことを通じてどういう観光地

やまちづくりを進めていくのかということは、単に景観条例をつくるという問題だけではな

くて、将来の洞爺湖町のあり方を問われているのだと思います。 

そういう意味からも、しっかりと住民を巻き込んだ検討を進めていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） ちょっと草津温泉のことは昨日私は見ていないのですが、町とし

て今、考えている景観計画の目的をちょっと簡単に言わせていただきますと、目的といた

しましては、やはり町民が洞爺湖町に誇りと愛着を持てる環境。それから、洞爺湖が国際

観光地でもございます。それに対して、やっぱり他の地域にはない良好な景観と、それか

ら自然環境を積極的に保全していきたい、それが趣旨だと理解していただきたいと思いま

す。それがやはり、この観光だけではなくて、その産業の振興や雇用の促進など、地域の

活性化につながっていくものだと考えて、この策定に着手していきたいと考えてございま

す。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、次の質問に移ります。 

  ３番目は、旧洞青寮の売却についてですが、旧洞青寮の売却に関しては、町のホームペー

ジに掲載されている表現に正直、私、実は見てびっくりしました。どういうふうに書いてあ

るかというと、町有地売払い実施要綱ということで、その概要に、今後、町が使用する見込

みがない土地、建物をということで、文章の頭になっていました。 

実は３月議会でも指摘しましたが、町の方針がまだ策定段階から住民に知らされていない

と、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

うことがこれまでも相次いでいるということを指摘させていただきました。 

旧洞青寮の公売、売却の方針についても、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もその際、指摘しました。今回、

ホームページに掲載されているように、旧洞青寮を今後、町が使用する見込みがない土地、

建物という表現は、いつ誰が決めたのかと。というのは、平成24年度以降、２年余りの間、

地域住民で構成する洞爺地区振興策検討委員会の答申は、今後、町が使用する見込みがない

などという答申ではなかったはずです。その後、答申を受けた町がどのように努力し、検討

してきたのかと。仮に行政の努力にもかかわらず、答申の結果に沿えないものであるなら、

改めて再協議を諮問し、あり方をこの検討委員会に委ねるべきではなかったのかと。こうし
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た行為は、住民に開かれた町政、情報の共有と協働のまちづくりという住民自治の理念にも

反する、行政の一方的対応であることを改めて指摘したいと思います。 

その上でいくつか質問させていただきますが、５月31日を期限とするこの公募による入札

希望者の企画提案書提出を求めてきたわけですが、その結果について明らかにしていただき

たいと思います。 

時間がないのでもう１点続けて質問します。 

今後の旧洞青寮の活用をめぐる行政の対応について、その考え方についても伺いたいと思

います。話を聞きますと、売却価格を引き下げるとか、条件を緩和するなどという話も何か

ちらほら聞こえるわけですが、本当にそれで地域の住民のためになるというふうに考えてい

るのかどうかということ。 

そしてもう１点一緒に聞きます。洞青寮含む旧洞爺高校跡は、先ほども言いましたが洞爺

地区の振興検討委員会で２年にわたって協議して、その後、洞爺保育所の建設やその前には

公園が整備されました。改めて、住民の総意で洞青寮のあり方について検討する考えがない

かどうかということについてお聞きします。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） まず１点目でございます。４月から５月に応募しておりました、

企業提案型応募でございますが、応募はございませんでした。まず１点目でございます。 

  二つ目の今後の対応でございますけれども、私ども町のほうとしましては、昨年12月の議

会の全員協議会の中でも公募条件、町の考え方、こういうものについて議会にも提案してご

説明しておりまして、今年の４月から売却していきたいということで、２月になりまして、

洞爺地区自治会長にも説明し、町の考え方をご理解いただいたというふうに感じております。 

  今回、売却応募がないということでございますので、私どもそのときにご説明しておりま

すけれども、12月に全員協議会の中から価格が高い、そういう等のご意見が多々ありました

ものですから、この時点で適正な現地の不動産鑑定によります価格予定見直しを行い、対応

します。ただし、附帯条件というのが議員おっしゃっていまして、１回目もついております

けれども、これは洞爺地区の振興協議会の中で議論されております１点目、売却する物件の

利活用でございます、スポーツ合宿、社会研修等、観光イベントの宿泊施設、または生活体

験山村社員寮など、定住対策に絡むもの。二つ目、売却後、３年以内に事業を開始すること。

ただし、購入後10年間の売却の禁止。また、近所に保育所、小学校等がございますけれども、

環境に配慮することという条件は１回目と全く変わらなく同じ条件で進めていきたいと思い

ます。 

  また、議員おっしゃいました保育所や公園ができたということでございますけれども、こ

の振興計画を作成する時点で、もう保育所やメモリアル公園を建設するということは決まっ

てございましたので、これに合わせて進めているところでございます。 

  ３点目、議員おっしゃいました洞青寮の今後の地域のという形でございますけれども、私

どもも２年間21回にわたります洞爺地区の検討委員会の報告に基づきまして検討してきまし
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た。今、私が申しました附帯条件、事業への配慮など等を自治会長にも説明してきているも

のでございますけれども、町としましてもまだ耐用年数が25年ほどございます。また、今後

の維持費等を考慮した場合、民間による活用が最も良いのではないかという判断でございま

して説明してきたところでございます。 

  また、ここ数年、議員おっしゃいましたいろいろな、先ほどもおっしゃいました外国人と

いうこともございます。また、これらについては地域の住民が安全・安心で暮らせるまちづ

くりを進めるということでは大変、重要だと思っております。今現在、これから不動産鑑定

が終わりますと、第２回目の公募を行っていきたいというふうに考えております。１回目の

公募では今、議員がおっしゃいましたけれども何かそういうような文書の書き出しだったか

もしれませんけれども、今後についてはホームページの公募だけではなく、少し営業活動と

いうのですか、こういうものも積極的にＰＲに努めて、何とか売却に向けて努力してまいり

たい。ただし、自治会長会議でもお話、提案が出ております、これらの決定に際して、活用

決定に際してでございますけれども、自治会長、地域住民の方とその選定作業に向けては、

皆さんと協議し、ご意見をいただき決定する。町単独では決定しませんということを自治会

長会議でもご説明して、議会にもご報告しているところでございますので、慎重に地域の住

民のご意見や、説明を丁寧にし、最終決定に売れるというのですか、そういう条件で買い手

が出るように努力していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、最初に言いましたよね。つまり、売却する、今後、町が使用する

見込みがない土地、建物だと。だから、民間の企画力を導入するために売却しますというね。 

  それ自体が、はっきり言ったら誰が決めたのですかと言ったら町が決めたわけですよね。

その決めた経緯とか、それまでの間、どういう努力がされたのかというところについては口

頭での説明、あるいはちょっと短い文書で、プリントで説明がありましたが、答申に対して

どこまで努力したかということについては、それだけでは十分、理解、実はできていないと

ころが正直なところです。 

  実は、私が言いたいのは、こういう特に洞爺地域にとってみれば、やっぱり歴史のある、

長年住民が親しみ、そして住民とのかかわりのあった、そういう施設ですから、それをどう

いうふうに洞爺地域のために活用していったら良いのかということを、改めて住民の皆さん

と一緒に検討するようにしたらどうですかということなのです。今、説明いただいたのは、

あくまでも価格を下げて、それでももう１回二次募集しますよという話でしょう。そうでは

なくて、住民ともう一度、再検討したらどうですかと言っているのです。住民の、というの

は、そういうことなしにもう一方的に売ることだけ先に決めておいて、そしてあとは売り先

を皆さんで検討していただきますみたいなね。そんな中途半端な住民参加はないですよ。 

  ちょっと時間がないので話しますが、実はこれ、こういう本があります。「地域内分権で

地方消滅を跳ね返せ！」と。これ実は元三豊市長の横山忠始さんが書いた本です。私たちも
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議会で視察させていただいたことがあるのですが、この中を見てもそうなのですけれども、

消滅自治体とまで言われる地方の市民自身も、誰かがやってくれるだろうという依存型では

なく、誰かやってくれると求めるのでなく、自分たちで考え、好きなこと、得意なことを中

心に伸び伸びと行動する自立型の社会システムに移行することが急務だというふうに、この

元市長も述べています。真の地方創生はそこからしか始まらない。まず市民に任せろと。こ

のスキームをつくることがとても重要だと言って、私たちの視察目的であるまちづくり推進

隊というのを、合併前のそれぞれの地域六つでつくって、そこに予算を充てて、そのまちづ

くりはその地域の人たちがつくるのだということでやってきたわけです。 

  実は洞爺の地域だって同じなのですよ。本当に洞爺の皆さんでこの施設を有効に活用して

くださいと。そのためにどうしたら良いか、皆さんで検討してくださいと。その検討が決ま

れば、町としても内容によってしっかりと援助しましょうと。このくらい住民を信頼し、住

民自身によってその地域、その施設を生かしていこうという、そういう取組をしていくのが、

私はこれからの自治のあり方だと思っています。上から一方的に方針を決めて、中途半端に

住民の意見を求めると、そんなやり方は住民自治とは言えない。やはり、１から住民に任せ

て、そして住民と一緒に議論していく。そのやり方が私は今、どこの自治体でも今、始めつ

つあるのですよ。そういうことをぜひ洞爺の地域で、この旧洞青寮の扱いからぜひ私はやる

べきだというふうに思っています。 

  地域のまちづくりや将来にわたる町のあり方を住民自身によって検討する、判断する、活

用できるようにすること、そのことが住民自治の基本だと思っています。多分、そのことを

住民に対して任せるというところが任せ切れないというのが、行政の不安なところがあるか

ら、今のようなやり方だと思うのですよ。そうではなくて、私は洞爺地域の人たちはそうい

う点ではまちづくりに積極的だし、さまざまな形で学術、文化、あるいは芸能活動や地域づ

くりに熱心だと思っています。洞爺地域をモデルにしながら、この洞青寮のあり方、地域住

民自身で決めてもらうというふうにできないでしょうか。 

○議長（大西 智君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 旧洞爺高校の跡地利用については、先ほど来お話が出ていますよう

に、24年から26年まで３年間、二十数回の会議を開いていただいて、そして方向を決めたと

いう経緯でございます。 

  その中で跡地には保育所、それからメモリアル公園をつくるということとセットの話で、

洞青寮をどう使うかというような議論もいただいているという状況でございます。そのとき

の議論が、要するにどういうふうに使いたいということでスポーツ合宿、あるいは社内研修、

農業体験宿泊施設、あるいは観光イベント等の宿泊施設等々、そういった要望が出ていたと

いうことでございます。 

  町としても、そういったことに関係して、以前から農業研修の施設はどうかということも

検討しましたし、それはちょっと無理かというような判断の中で、その後、社会福祉法人か

ら研修所として使いたいというお話もありましたが、それもちょっとうまくいかなかったと
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いう状況でございます。 

  そういった段階を踏んで、結局その直営でやっても恐らく今年度の財政負担が相当出てく

るだろうという中では、やはり民間のノウハウを生かして、いろいろなことに使っていただ

ければ良いのかなということで、その当初からこういうふうに洞青寮を使っていただきたい

というものに沿って、民間の力を利用してやりたいというようなことで考えていたところで

ございます。 

  今、総務部長も申し上げましたけれども、要するにあの地域にとって思い入れのある施設

を、どういうふうにその地域の振興に使うかというところが一番のポイントでございます。

そういった意味で、ある程度応募があった段階で、どういう施設が好ましいのかということ

は地域の人たちと議論していただいて、一番良いものを進めていくというような考え方でお

りますし、そういった経緯で来ておりますので、ぜひご理解をお願いしたいというふうに思

います。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今の答弁は、私が先ほど質問したことに対して答えた答弁ではないと。

従来から旧洞青寮の扱いについて町が何をしてきたかということを繰り返し説明しただけで

すよね。 

  私が言っているのは、あの洞青寮、その検討会で洞青寮のあり方について考えたときに、

やっぱり地域としてあの洞青寮をどういうものにしていくのかということも含めて一緒に議

論していたはずなのです。私も何回か傍聴させていただきました。 

そして、検討するだけではなくて、地域がそういう方向性を決めたら、地域の中でそう

いった組織をつくるための、今度は実行するための委員会なり会議を設けて、行政がその事

務局なら事務局を担って、一緒にその運営を図っていく、実現を図っていくというやり方が

必要だと思うのです。ただプランを出してくれというのではなくて、実現できるかどうかも

わからないようなプランを出すのではなくて、むしろプランを出したら、出したそれぞれの

人たち、そして地域がその実現のために取り組んでいく。そのために行政が手助けをする。

こういうやり方をしていかないとだめだと言っているのです。 

そのことについて、そういう検討を改めてする気はないのかということを聞きましたけれ

ども、全くその意思がないということを今、言われたと同じなのですよね。同じ答弁ですか

ら。そういうことで良いのですか。私はそうではなくて、住民自治というのは住民自身がつ

くり上げていくものだと、そこに行政がしっかりと援助する、そういう仕組みがなければだ

めだと思っているのですがいかがですか。 

○議長（大西 智君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 住民議論というのは、その前段で二十数回の検討委員会をやった中

で、皆さんの思いがその保育所、それからメモリアル公園、洞青寮の活用というところに私

は入っているというふうに考えています。 

  したがって、そういったまとめた考え方を町としては実践していきたいというふうに考え
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ているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 時間がないですね。私が聞いている意図とちょっと答弁が違いました

けれども、これで私の一般質問を終わります。 

○議長（大西 智君） これで５番、立野議員の質問を終わります。 

  次に、８番、今野議員の質問を許します。 

  今野議員。 

○８番（今野幸子君） 幼児教育・保育に対する行政の責任と役割について。 

  幼児教育・保育について、町はどのように考えているのか。教育は、子どもが人間らしく

生きていくために重要な権利であって、家庭の経済力にかかわらず全ての子どもたちの豊か

に保障されなければなりません。 

  ところが、日本は教育への公的支援、国内総生産に占める割合、経済協力開発機構加盟国

の中でも、もっとも低い位置にいて、保護者の負担が大変大きなものになっています。 

  このほど、国は保育料の無償化を打ち出してきました。財源が消費税増税というのはうな

ずけません。本当に保護者の負担がなくなるのなら、その点にだけにおいては嬉しいことだ

と思います。 

  しかし、公立保育所については、無償化による費用は全額、市区町村に負担をさせようと

しています。このやり方は自治体の財政を圧迫し、さらに公立保育園の廃止を誘導するもの

であって、自治体の公的責任が後退されることになる。こういった状況にあり、保育のあり

方がとても心配なところです。 

  こういった状況のもと、洞爺湖町も保育所の統合について、計画の中、公立保育所がなく

なることも視野に入れて今後の保育などを考えている今、保育とは何なのか、それを担う行

政の責任とは何なのかをお聞かせください。 

  また、その幼児教育・保育の公的責任を今後どのように果たしていくのかをお聞きします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 幼児教育・保育について町はどのように考えているのかというご

質問でございますが、児童福祉法の第２条第３項に「国及び地方公共団体は児童の保護者と

ともに、児童の心身ともに健やかに育成するよう責任を負う」とあるとおり、幼児教育・保

育につきましては、町の責任と役割に基づき進めております。 

  なお、幼児教育・保育にはこれまでそれぞれの地域の実情に応じて、行政、法人、民間な

どが運営主体となって進めてきたところでございますが、洞爺湖町では議員もご承知のとお

り、現在町立で運営する保育所が４カ所と、学校法人が運営する幼稚園が１カ所となってい

るところでございます。 

  さて、近年の急速な少子化の進行や幼児期の教育の重要性等に鑑み、子ども・子育てをめ

ぐるさまざまな現状や課題を解決するために、子ども・子育て支援制度として、国において

子ども・子育て支援法が制定され、平成27年４月からスタートしているところでございます。 
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  また、平成29年３月には保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育

保育要領、また同年４月には特別支援学校幼稚園部教育要領が改定され、３歳以上の子ども

についての幼児教育の共通化が図られるなど、幼児教育の内容も大きく変わり、質の向上が

求められているところでございます。 

  このような状況の中で、町としましてはより良い幼児教育・保育を進めるべく、これまで

取り組んでまいってきたところでございます。保育所におきましては、洞爺地区においては

保育所の建て替えを行い、新たにゼロ歳児保育をスタートするなど、新しい環境の中で４月

から保育を実施しているところでございます。 

  また、幼稚園につきましては、子ども・子育て支援法による給付制度による給付を実施し

ているところでございます。さらには、子育て支援として平成30年度から保育所、幼稚園な

どの利用者負担額の現行の２分の１とする軽減対策を実施しているところでございます。津

波浸水区域内にある本町保育所と、老朽化の進む入江保育所の統合に向けて現在、教育委員

会内で協議を進めているところでございますが、今月末までには保育所の統合に関しての資

料ができる見込みであり、でき上がり次第、議会の所管委員会を初め、保護者や住民の皆様

と虻田地区におけるより良い幼児教育・保育について議論をしてまいりたいと、現在考えて

いるところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 洞爺湖町の保育所では、さまざまな研修も行い、実践し、保育の質を

確保する上で重要な役割を果たして幼児教育・保育を行ってきたことはわかっています。健

康にも、脳の働きにも、また身体や筋力の発達、それに伴う精神の安定など、年齢やその子

に合った発達に合わせて行ってまいりました。そういった多くのノウハウを持っています。 

  どのような形で入江保育所と本町保育所が統合されても、保育の質を落とすことなく、こ

れらのノウハウを生かし、なおかつ向上させていくべきと考えますが、町としての考えはい

かがですか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 先ほど申したとおり、議員がおっしゃられたとおり、当然子ども

の健全な育成、それから発達のために保育士たちは研修、それから保育料の改定に当たって

は大学の先生をお招きして、そこの要点を勉強、それからなおかつ、それをまとめて幼児教

育のあり方も含めて、こういう考え方で保育をしていますということで冊子にまとめて、今

年度保護者の個別面談のときに配付しながら「こういう考え方です」ということで理解をい

ただくなど、その役割と責任に基づいて、しっかりと進めているということでございますの

で、今後においても当然、冒頭申し上げたとおり、法律でも明確な責任と謳われてございま

すので、このような考え方で進めるということでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今後とも、それと変わりないように進めてくれるということですね。 

  現在、保育料の、先ほど言っていましたが２分の１が軽減されています。そして、給食も
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おやつも大切な保健の一環として捉え、保育がなされてまいりました。そういうことから、

保育料の一部と捉えられていました。当然、この２分の１の軽減の中には、この給食費など

も含まれているわけですよね。しかし、もし無償化になれば、今まで保育の一環とされてい

たこの給食費、保育料から外されてしまいます。 

  洞爺湖町では、町で行っているこの２分の１の軽減からも外れて、給食費は実費で支払わ

なければならなくなるのでしょうか。これまで給食も食育として、大切な保育と捉えられて

いました。これが切り離されるということは、大きな保育の質の低下となります。この給食

費とともに、今のゼロ歳から３歳未満の子どもたちの対応、一時預かりや早朝保育、延長保

育、こういった対応に変わりはないでしょうか。特に、この虻田地区の保育所のことで聞き

ます。 

  もし変更されることが、または変更可能性があるものがありましたらお聞きします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず昼食代のことでございます。これにつきましては、３月にも

お答えしたとおり、法律が５月10日、無償化も含めて法律は施行してございます。それで、

実際にその説明会があったのが今月の６日ということで、資料が相当膨大ということで、内

容をしっかり精査した上で、昼食代については今後どうするか対応を検討するということで

現在考えているところでございます。 

  なお、その他、虻田地区に関しての保育ということでございますが、それにつきまして冒

頭申し上げたとおり、今、資料を、この虻田地区のより良い教育・保育をどうするかという

ことで、資料を作成の上、所管委員会や議会の委員会や住民等と、その資料を提示の上、説

明していきたいと考えてございますので、個別のこれらについてはこの場では答弁は控えた

いと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） この給食費も今、言ったように、まだ検討中ということは、今みたい

に補助になるかもしれないということも考えて良いのですか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 対応を検討したいという答弁でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 現在の入江保育所と本町保育所の統合について、関係者等のアンケー

トや説明をしたところ、概ね賛成を得たとあります。これは、二つの保育所が一つになり、

新しい公立の保育所が建てられるという考えの説明であったと思いますが、間違いありませ

んか。確認だけで結構です。 

○議長（大西 智君） 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（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） さまざまな統合の形を今、考えておられるとこの間説明がありました。
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３種類ですか。いろいろなことがあると聞いています。 

  虻田地区の入江保育所、本町保育所、そして町の保育所がなくなるかもしれないという幼

稚園との統合も含めて、現在の幼稚園児、町の保育所に入所している保護者や関係者、代表

だけの説明ではなくて、幅広い住民へ情報の開示、そして住民の声を聞くべきかと思います。 

  また、これら保育所に入ることを考えている、これから入れるということを考えている

方々にとっては、わからないということはとても不安なことだと思います。 

  また、来年度の入江と本町保育所の運営に、今と変わることがありましたらお聞かせくだ

さい。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 冒頭申し上げたとおり、資料ができ上りましたら当然、議会の皆

様初め、それから保護者、それから住民の皆様ということで話をしたいと、その中で議論し

ていくということで考えてございますので、どこか一部だけの今、入っている保育所の保護

者だけということは考えてございませんので、そこはご理解いただきたいと思います。 

  それからもう１点よろしいですか。後半の質問で、統合に関してそれ以外に何かあったら

ということでございますが、今、保育所、入江、それから本町も含めて、保育士の確保が非

常に難しい状況というのがずっと続いてございます。そういう中で募集してもなかなか集ま

らないということの事情を踏まえて、本年度保護者の総会において、基本は入江と保育所を

統合しますというという方向には変わりはございませんと。ただし、それは新しい施設がで

きれば、そこに移ってもらいたいという、先ほど言ったような答弁なのですが、ただし新し

いものができる前に、保育士がなかなか集まらないときにおいては、本年度の、来年度が始

まる前に保護者の皆様に説明して、ひょっとしたら１カ所ですることもあり得るということ

はご理解いただきたいということでご説明をして、入江保育所、それぞれ説明しました。特

にご質問はありませんが、一応そういう状況をあらかじめ４月に説明をしたという状況に

なっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それはちらっと聞いた話ですが、本町保育所の児童を来年度は入江保

育所に一緒に統合して、入江保育所一つにするという案があるということはいかがですか、

その点は。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） すみません。ちょっと質問の意味がよくわからなかったのですが、

説明したときに今、入江保育所の定員が90名です。あの広さとして。それで今、入江と本町

の入所児童は70名ちょっとなのですよ。それで、本町では入り切りませんということで、保

護者から説明があったときには定員が90ということであればそこしかないので、仮に１カ所

で子どもたちを保育するとすれば入江でしかできない状況ということで、それはご理解いた

だきたいということで、それも合わせて説明させていただきました。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 
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○８番（今野幸子君） 入江保育所への統合は、これは一時的なものですよね。入江保育所は

老朽化して、その場には建て替えはできない。貝塚の関係で。そういった説明が前にあった

と思うのですが、これは一時的な統合になるわけですよね。ということは、その後の、その

一時的であるということは、次の段階を考えているということですよね、当然。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 冒頭から申し上げていますが、この虻田地区の保育・教育をどう

するかということで、３案ほどつくって住民の皆さんと協議をすると言って、またその中間

です。そこができるまでの間、なかなか保育士が集まらないと、要するに例えば６人に一人

などの保育基準がございますので、それを割って、割る可能性もあるので、その３案のどれ

かに決定して、新しいところで保育が始まる前の移行措置という、現状がそういうふうに厳

しいということを踏まえて、それまでの間の移行措置ということになる可能性もあるという

お話をさせていただいたところです。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） その３案を今、ちょっと軽く説明してください。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） ３案の中に、３案も含めて、要するにまだでき上がっていないと

言っているのは、要するに教育委員会で意思決定がされていないということでございますの

で、意思決定されていないものをここでご答弁するわけにはいきませんので、それとなおか

つ、その中に町内の私立幼稚園からいただいた資料も合わせて今つくっているわけです。そ

れで、それをある程度、内容を固めて、最終的にこういうことで良いですかということで相

手方も説明を、ちゃんと確認をした後でないとお話しできるものではございませんので、申

しわけございませんが答弁は控えさせていただきます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 保育所がどうなるのか、決まってから説明ではなくて、例えばこう

いった方向にしますよというものが決まってから住民に知らすということは、事後報告で

あって、今現在決まっていなくても、いくつかの方向性が考えられているということは、現

段階でのそういった構想を、こういった構想がありますよ、ただまだ決まってはいません、

どこの構想になるかわかりませんけれども、こういった構想は考えていますということはお

話しすべきではないでしょうか。 

  今、虻田地区の幼稚園がどのようにしたいのか、それによって町の保育のあり方を考える

のではなくて、町の責任において保育をどう見ていくのか、どうあるべきか、その上で幼稚

園との連携をどう立てていくのか、ということを考えるべきではないでしょうか。 

  また、幼稚園が幼保連携型こども園に移行するにしても、手続上、定数を決めなければな

りません。ゼロ歳児を含むのか、また３歳児未満の幼児を受け入れるのかどうか決めなけれ

ばなりません。３月議会において、条件が整ったのならば、そのときは町の公立保育所がな

くなるとも答えの中にありました。ゼロ歳児からの受け入れ、そして入江保育所や本町保育
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所の人数、その分も含めての申請。そして、そういった定数を求めて、条件が整えば新しく

保育所はつくらずに、保育児童をこれから認定しようとしている幼保連携型こども園に委ね

ますという町の考えがあったからではないですか。認定を受けるにも、その点がはっきりし

なければ、認定するほうも難しくなっていくと思います。 

  町が幼稚園の意向や方針で、障がい者保育、ゼロ歳児、そして一時預かり、または３歳未

満の子は受け入れられないということであれば、町はその子たちの保育を考えるという意味

で、幼稚園の意向が決まるまでは何もできないということだとすれば、既にこれは町の意向

は既に決まっているとも言える。現時点での考えを知らすことは可能ではありませんか。 

  また、そのとき無料化になるかどうかはわかりませんが、なるとすればもうすぐの予定で

す。そのとき無料になるもの、ならないものなど、現在と変わってしまうことがありました

ら、合わせて説明する必要があるのではないでしょうか。住民説明会を開いて、広く周知さ

せるべきだと思いますがいかがですか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず３案ほどをちゃんと資料としてつくってお示しするというお

話をさせていただきましたが、あくまでも行政、教育委員会としましては、要するに虻田地

区の教育・保育をどうするのだということで、一定程度の案はお示ししないと、それは行政

として責任をちゃんと果たしているのかと。一定程度の、言ったとおり案をお示しするので

あって、１本に決めて出すわけではございませんので、そういう中で皆さんとご議論したい

とお話しをしてございますので、何か１本に決めたということではございませんので、あく

までも３案ほど出してお示しして議論したいと言っていますので、そこはご理解のほどいた

だきたいと思います。 

  それから、あとその他諸々、先ほど言ったとおり、まだその資料ができ上がっていない段

階で現状あります。それから、教育委員会で意思決定していないと、先ほど何回も言ってご

ざいますが、そういう中で個別の何が変わる、変わらないということも当然、先ほど言った

とおり、私立、保育所との最終的な打ち合わせ、確認してございませんので、ここでお話し

することはできませんので、ご了承いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） その資料はいつごろできて、住民への開示というか、説明はいつごろ

になる予定ですか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 議員が先月、教育長室に来てお話しをしたとおり、議会までは間

に合わないと、申しわけないけれども。６月いっぱいまでならできると、つくるというお話

しをしましたので、当然その日程で今月末までに誠意頑張ってつくりたいと考えてございま

すので、でき上がり次第、説明に入っていきたいと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今月中に資料もできて、説明も今月中にということですか。 
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○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 今月末までに資料をつくって、その後、完成後それぞれ協議をし

て入っていきたいと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 何回も同じことを聞きますが、説明はいつごろまでにする予定ですか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 周知も必要ですので、７月上旬か中旬までかからないくらいでは

やりたいと思いますが、でき次第、急いでやっていきたいという思いでは考えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） これは先ほど言った三つのいろいろな形を全てお話しするということ

ですか。わかりました。 

  次に行きます。 

  こういった本当に保育所と一体化になってしまうと、町の責任というのが薄らいでしまう

のではないか。私は非常に心配しているところです。公立と私立とでは、目的や運営方針も

違ってきます。利益を生み出すこと、これは私立の施設であれば当然のことです。教育や保

育事業を理念に持って行っていることです。それは学校法人、社会福祉法人、ＮＰＯ、宗教

法人、いろいろな会社などの運営する主体があります。それによってもさまざまです。同じ

法人であっても、途中で変更になることもあります。 

  また、国の規定も運営の形や規模などによって異なってきます。公立への規定とも違って

います。公立保育所などでは、法人園では対応の難しい地域の福祉ニーズに応える事業の運

営、入所世帯だけではなく、広く住民の意見が反映されます。住民のニーズに応える保育が

されていますが、法人はそれぞれの理念をもとに行われます。そのため、受け入れ拒否をし

てはいけないことにはなっていても、正当な理由があれば選考は認められるとなっています。 

  その正当な理由の中に「定員に空きがない」、また「定員を上回る利用者の申し込みが

あったとき」、その他、「特別の理由で特別な支援が必要な子でも、施設の受け入れ体制が、

施設の能力が整っていない」など、利用者負担の滞納との関係、保護者とのトラブルの関係、

そして、選考法には抽選や先着順などが挙げられていますが、設置者の理念に基づく方法と

いうのもそこに入っています。いわゆるその設置者の理念に合わなければ、これも入園拒否

の正当な理由になるということです。 

  また、利用者負担においても、市町村が決める応能負担、私立も公立と同じような料金に

なったとしても、私立は特別支援教育や、または特色ある教育を行うことで上乗せで実費で

徴収することが可能です。私立保育園、幼稚園など、私立には私立にしかない、私立の良さ

があることは確かです。しかし、民営化がどんどん加速されて、公立保育所がなくなってし

まうということは不安が私には残ります。 

  こういった市町村が直接運営する保育所と、その民間に委託して保育をするのでは、町の

保育における責任が保育の実施義務から委託業務、支援、そして努力義務へと薄れてしまう
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のではないでしょうか。 

  子どもに直接手を差し伸べる、それができる、これはやはり直接運営することで可能にな

るのではないでしょうか。自治体が保育現場の問題を取り上げ、地域の子どもや家庭のニー

ズを捉えた施設を行うことが、貧困問題や児童虐待などの問題が起こっている今、民間保育

園の支援を続ける、続けながらも直接運営できる公立保育所を残し、そして子育て支援の中

核としてなるべきことではないかと考えます。 

  今後の公立保育所の存続についての考えをお聞かせください。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 公立保育と民間が行う保育が違うと、公立保育所を残すべきでは

ないかというご質問でございますが、初めに公立保育所と民間保育所は児童福祉法により設

置・運営されてございまして、保育をするということにおいては同一の法律を根拠としてい

ますことから、公立保育での目的の違いはまずないと、法律がまずこういう目的でやりなさ

いと言っているものに対して違うことというのは当然できないわけですから、まずそこでの

違いはないというふうに考えてございます。 

  しかしながら、言われるとおりそれぞれの運営において特徴を出すという意味では、さま

ざまな保育が実践されているというのは、それはもう事実でございます。そう考えます。 

  また、一つ目のご質問でもお答えしましたが、国においては平成29年３月に保育所保育指

針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育保育要領、また同年４月に特別支援学校

幼稚園教育要領が改定され、３歳以上の子どもについての幼児教育が共通化が図られました。

この幼児教育の共通化というものは公立、民間は問わないものでございまして、具体的に幼

児教育において育みたい資質能力だとか、それから幼児期、これはゼロ歳から小学校就学と

就学前までの全ての子どもの終わりまで育ってほしい姿などとなってございまして、さらに

は幼児教育においては幼児期の特性から、幼児の自発的な活動である遊びや生活の中で、感

性を働かせて良さや美しさを感じとったり、不思議さに気づいたりできるようになったこと

なども使い、試したり工夫したりすることなどを通じて育むことが重要とされており、この

保育指針は官民を問わず、幼児教育の基本となり実践をしていかなければなりません。 

  このように、官民を問わず、基本ベースが共通化されておりますことから、この部分にお

いては目指すべき幼児教育は同じであるということはまずご理解をいただきたいと思います。 

  なお、運営主体によっては特徴を出す、冒頭申し上げたとおり、さまざまな取組を行って

いる部分はもちろんあるということも認識しているところでございます。このような状況の

中で、先ほどもお答えしたとおり、今月末までには保育所の統合に関しての資料ができ上が

る見込みであり、でき上がり次第、議会の所管委員会の皆さん初め、保護者や住民の皆さん

と虻田地区におけるより良い幼児教育・保育について議論、協議してまいりたいと考えてご

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（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 先ほども言ったように目的は違いない、そういった違いはありません。
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そして、幼児教育のベースは同じだということをおっしゃられましたが、先ほど私が言いま

した選考ですね。これがやっぱり大きな意味を持っている。もし、ここで「あなたはちょっ

と受け入れられませんよ」ということになったら、この正当な理由のもとで受け入れられま

せんよと言われたとき、その子どもを助けるのは誰ですか。 

○議長（大西 智君） 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。何かあたかも虻田地区の教育・保育はも

う何かの一定に決まっていて、それに基づいて何か答えてくれというようなことで、ちょっ

と仮定の話で申しわけございません、答えられませんのでご了承いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 仮定としなくても結構です。今、私は私立と公立の違いを言っている

のです。今の幼稚園と統合してなくなりますよと言っているわけではありません。私立と公

立の違いで聞いています。 

  その中で、私立だと先ほど言ったようなことが認められていると。そういったときに、万

が一、その公立がなくなって私立だけになった場合に、そういったことが起きたら、町とし

てはどうするのかということを聞いています。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 私はなくなるとも一言も言ってございませんので、あくまでも仮

定の話ということでお答えできません。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 違いを言っているだけです。私立と公立の違いを言っているだけです。

仮定で話してくれとは言っていません。私立のところに、公立がなくなったときに、私立だ

けだったらこういう違いがありますよ、公立はこういうことですよと今言っています。これ

が片方になったときにはどうなるかということを聞いているのです。 

  具体的に今の幼稚園に統合するから、今の保育所がなくなって、そういうときはどうしま

すかというふうには私は聞いていません。だから、仮定ではなくて、そういう事態を想像し

てください。そういう事柄、事態を想定した考えというのは当然あるべきだと思うのです。

今後の保育所のあり方をめぐっていくには、そういったことも考えなければならないと思う

のです。 

  わかっていただけますか。 

○議長（大西 智君） 今野議員、質問の要所をもう少しコンパクトにまとめた中で、各部課

長にわかりやすく質問していただきたいなと思います。 

天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 何回もお答えするのですが、要するに私どもの町では私立の幼稚

園がございません。たまたま言ったとおり、町立の常設保育所が４カ所、それから学校法人

の幼稚園が１カ所ということで運営された、これは歴史的にこうなったということでござい

ますので、それで仮に私立幼稚園とどうのこうのでございますが、それは法律に基づいて当
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然そこそこで決めた中での入所基準、それから順番等決まってございますので、法律に基づ

いて私どもも当然、それで保育所を運営しまして、私立は私立の使命に基づいて、当然法律

に基づいて、入所基準などに基づいてやっているのでしょうから、それはそれということで

私立のことについて私が何か申し述べることはございません。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それでは聞き方を変えます。 

今の公立保育所、本町保育所、入江保育所の継続についてお聞きします。どういった形で、

今、臨時で統合される、入江保育所に入るという計画があると思うのですけれども、これは

あくまでも一時的なものであって、その後の計画は何もないのですか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 私が言ったのは、計画という話ではなくて、今の保育士の採用が

非常に厳しい状況が続いていると、大変な状況が続いていると、募集をしても来ないという

状況を踏まえたときに、子ども一人に何人とか、当然保育基準というのは決まってございま

すので、やっぱりそこを守れなくなる可能性があると。仮にそうなった場合は、新しい、ど

ういう方向かはわかりませんか、三つのうち一つに決まって、新しい施設なりができるまで

は、その間はひょっとしたら一つで、２カ所ではなくて１カ所でやらざるを得ない場合もあ

りますという仮定の話をしただけであって、そのときはご協議をさせてもらいますというこ

とで、計画があってやりますと言ったわけではございませんので、誤解のないようにお願い

したいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 仮定の話はできないと言いながらも、今は仮定の話で答えられていま

すよね。今も保育士が集まらない。仮定のことで今、答えられましたよね。 

○議長（大西 智君） 質問でよろしいですか。 

天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 見込みを言ったので仮定ではございません。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） では、私も今度見込みで聞きます。 

  こういった本当に私立保育園と公立保育所の違いは先ほど言いましたので、何もその点に

ついては言いませんが、今後の継続について、公立保育所の継続についての考えをお聞かせ

ください。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 資料ができ次第、皆さんとご協議すると申し上げてございますの

で、それが答えでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員、次長が答弁されたことは１回理解していただいて、再度同

じような質問はなるべく控えていただきたいと思うのですけれども。 

  今野議員。 
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○８番（今野幸子君） 資料などというのは、統合においてですよね。統合の資料ですよね。

その資料とは関係なく、私は今の公立的な保育所の継続をどのように考えているかというこ

とを聞いています。統合の問題と切り離してください。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 切り離して考えることはできませんのでお答えできません。 

○議長（大西 智君） ここで休憩をとりたいと思います。再開を２時25分といたします。 

（午後２時１１分） 

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

○議長（大西 智君） それでは再開をいたします。 

（午後２時２５分） 

○議長（大西 智君） 引き続き、８番今野議員の一般質問を行います。 

今野議員。 

○８番（今野幸子君） 私立と公立は法的に同じだということを言われましたけれども、私が

先ほど申しましたように違いはたくさんあります。 

  そこで、私は公的保育所が存続できることを念願しまして、保育所に関しての私の質問は

終わります。 

  次へ行きます。 

  障がい者や、障がいのある人や高齢者など弱者に優しいまちづくり、障がいを抱える人や

助けを必要とする人々に、そして、それは住民の皆さん全員にとっても住みよい町になると

考えています。 

  今後、高齢化が進み、ますます高齢者が増え、足腰が弱ったり、視力や聴力の低下などの

人たちが増えてくることははっきりしています。移動、買い物、その他、生活する上でも大

変になっていきますが、こういって動けるうちはリハビリを兼ねて外出することも大切なこ

とです。健康にも精神的にも良いと言われています。そのためにも、その人たちが必要とす

る補助をどのようにカバーしていくかが大切になってきます。 

  助けを必要とする人々が不安な日々を過ごすことのないような支援対策、どのように今さ

れているかをお聞きします。 

○議長（大西 智君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 今、議員のご質問のありました件についてお答えをさせていた

だきたいと思います。 

  初めに障がいのある人及び高齢者の方に対する優しいまちづくりとしての、現在の当町に

おける主な対策状況についてお話をさせていただきたいと思います。多少お時間をいただき

ますことをご理解いただきたいと思います。 

  最初に、障がいのある方への対応でございます。 

  １点目は、訪問において自宅での入浴を可能とする訪問入浴サービス事業。障がいのある

人の自動車改造に必要となる経費の一部を助成する自動車改造助成事業。軽度・中度等の難
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聴である児童に対して、補聴器の購入に必要となる経費の一部を助成する軽度中程度難聴児

補聴器購入等助成事業。手話言語条例に基づき当町に住む人も、また当町に訪れる人も安心

して来訪できる社会の構築のため、手話奉仕員の養成講座の継続実施と講演会などの開催に

よる手話の普及活動。障がいのある人にかかわる各種マークの説明に記したチラシ、これを

町内の全戸へ配布するとともに学校、金融機関、商店にご協力をいただき、ポスターを掲示

して周知を図る障がいにかかわる各種マークの周知活動。役場本庁庁舎、町内16カ所の公共

施設等に人工肛門や人口膀胱を造設した方のためのオストメイト対応トイレの設置。小中学

校において特殊支援学級に在籍する児童生徒への学用品費などの助成事業など等でございま

す。 

  また、高齢者への対策といたしましては、心臓疾患や高血圧症など、突発的な疾患により

生命が危ぶまれる恐れのある疾患などをお持ちの方に、緊急事態に備えた通報装置を無償で

貸与する緊急通報装置貸与事業。急病により万が一救急車を要請した場合、緊急隊員にその

方の情報、病気の既往歴やかかりつけ医、家族などの連絡について、いち早くお伝えをする

手段としての必要事項を記載した情報キットを無償で配付する緊急医療情報キットの配付事

業。在宅で暮らす一人暮らし高齢者などが、毎日玄関に旗を掲げて自らの安否を近所に知ら

せる見守り活動を実施する自治会への支援として、幸せの旗無償貸与事業。ＧＰＳを活用し

た認知症徘徊高齢者への見守り・捜索支援活動を行うボランティア団体に対し、ドコッチを

無償で貸与する徘徊高齢者見守り支援機器の貸与事業。町内民間事業者で自宅まで伺って業

務を行っている町内事業者に協力をいただき、訪問先で配達員が普段と違った異変などを発

見したり、感じたときなどに役場や警察、消防などの機関に連絡をいただく民間事業者によ

る見守り支援事業。さらにはコープさっぽろ、セブンイレブン、北海道新聞、郵便局とは、

見守り協定の締結。高齢者、または障がいをお持ちの方で公共交通機関を利用することが困

難な移動制約者の方を対象に、洞爺湖町内及び伊達市内の医療機関に限り、ご自宅と医療機

関の間を福祉有償運送法に基づき有料で移送する福祉有償運送サービス事業。満70歳以上の

高齢者に、高齢者福祉証を発行して、町内区間に限りバスの乗車１回につき100円でバスを

利用することができる福祉バス運行事業。洞爺地区のみですが、月曜日から金曜日までの週

５日間、調理が困難な高齢者を対象に栄養バランスのとれた食事を提供する洞爺地区配食

サービス事業など、これまで実施をしているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） いろいろなサービスが行われている上、またボランティアのお助け隊

の方々の本当に心温まるボランティア活動、そういったものには本当に感謝です。こういっ

たボランティアさんに感謝し、しかし支援者がボランティアであるがゆえに、支援者が望む

方とボランティアさんの日程が、時間などが一致しない場合、全ての方の要望に応えられな

いときなどがあるとも聞いています。 

  ボランティアさんだけではなく、ずっと支援される、後続される、それも切れ目のないよ

うな、助けを必要とする人が必要としたいときに支援を受けられる。そんな支援対策、本当
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に多くの支援対策が行われている中ですが、やはりここからここへ移動する、ボランティア

さんの中では、例えば停留所まではできないよ、ここからこちらはできるよということはあ

ると思うのですけれども、そういったその規定の中からちょっとはみ出すところ、そういっ

たところがまた別なボランティアさんにお願いして、それも埋めてくださっている、そう聞

いています。 

  しかし、これがずっと今、続くかというと、それも今度ボランティアさんがどんどん減っ

てくる中で、いかにそのボランティアさんを継続していくか、本当に真剣にそのボランティ

アさんを増やす手立ても考えていかなければならないと思いますし、またそのボランティア

さんと支援を求める人の時間が合わないとか日程が合わないとか、ちょっとしたそういった

すき間を埋める、その対策ができるようにするためには、やはりそのボランティアさんだけ

に頼むのではなくて、そういったところ、細かいところは何とか町で対応できないかな、そ

ういう対策をつくる考えはありませんか。 

○議長（大西 智君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 私が前段でご説明申し上げたのは、町の独自事業、町が実施し

ている事業の内容でございました。今、議員がお話しをいただいた部分、これはボランティ

アの皆様の支援、これのお話だというふうに思っております。 

  議員もご承知かと思いますけれども、当町の場合には有償ボランティア事業という事業が

社会福祉協議会において実施をしてございます。その前にボランティアということなのです

けれども、議員もご承知と思いますけれども、ボランティアというのは誰もが自分でできる

こと、これを自分の周りで、自分の意思で周りと協力をしながら、無償を基本とした助け合

い活動のことだというふうに私は認識しております。 

  ボランティアは決して何々をしてあげるという活動ではないものだというふうに認識して

おります。地域の人みんなが平等で、平等な立場で協力し合える関係、これが本当に大切で

あって、ともに支え合うことだと思っている次第です。 

  そのためには、お互いのやはり信頼関係、これが一番大事ではないかというふうに私個人

としては思っているところでございます。 

  今、議員のほうがご指摘をいただきました、必要としたいときに支援を受けられるシステ

ムづくり、ボランティアのなり手の育成、ボランティアとボランティアの間をつなぐ役割

等々、たくさんの課題等をご提示していただきました。町といたしましても、ボランティア

センターというものが町のボランティア活動の拠点という形で社会福祉協議会の中で設置し

てございます。そういったものについても、今後十分このセンターの中で協議をさせていた

だきながら、また行政ができること、それからボランティアができること、各々手を取り合

いながら、助け合いながら一人の不幸も見逃さないまちづくりということを基本に今後も福

祉行政のほう、福祉サイドとしては進めていきたいというふうに思っている次第でございま

す。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 
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○８番（今野幸子君） 本当にそういった支援をできるだけ進めていっていただきたいと思い

ます。 

  また、洞爺湖町は観光と福祉の町とも言っておられますが、これを胸を張って言えるよう

に、さまざまな具体例を挙げてその対応策を講じていくべきと考えています。視力の低下で

白い杖、白杖と言うのですか、それや盲導犬を頼りに歩く人たち。そして、足腰が弱く、車

椅子を必要とする人。歩行補助者を必要としている人たち。また、聴力が低下により、車の

運転などに恐怖を感じたり、情報の伝達を伝授、または受ける、伝える、これが難しい、こ

ういった障がいを持っている人。高齢のための機能低下など、その人によってさまざま違う

支援が必要になってくると思います。 

  私は、その中でもちょっと歩道整備、これを取り上げてみました。自立を助けるための道

路、安心して歩ける歩道の整備、また横断できる、その道を横断することができる、そう

いった歩道、音の出る信号機の設置。また、見やすくてわかりやすい道路標識や設置、こう

いったものを行ってもらいたい。歩道が斜めになっていて、車椅子やベビーカーの人たちが

危険にならないような状況。特に狭い歩道には、特に勾配が強くなっているところが多く、

またそれも車の出入りや何かがあって、仕方のないところが多い感じなのですが、こういっ

たものも、どうにかその車を運転する人の話も考慮し、できるだけその勾配を直していくよ

うな、そういった施策、最善策を講じていただきたい。 

  また、必要とする道路には点字ブロックの設置を計画していただきたい。いろいろな観光

客も来ることです。こういったことも念頭に入れて進めていってほしいと思います。 

  しかし、この点字ブロックもつけ方によっては、幅広くつけて車椅子の方のかえって邪魔

になる、危ないことになってしまうということもあり得るわけですよね。そういった点では、

やはり専門の方と本当に話し合って、どういう形が一番良いのか検討した上でそういったも

のもぜひ考えていただきたいと思います。 

  まずここまでのことで、今、言った対策をどのように町は考えているかをお聞きします。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 道路の、歩道の関係で答弁させていただきます。 

  洞爺湖町におきましては、平成25年、最近のことなのですが、洞爺湖町高齢者障害者等の

移動の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例、ちょっと長いのですけれ

ども、そういう条例が定めてございます。これは、この条例につきましては、今言われてい

た高齢者や障害者の方々が移動の円滑化の促進に関する法律という国の法律があるのですが、

それに基づきましてこの道路の構造に関する基準を町にも定めているところでございまして、

これに伴いまして新しい道路からなのですが、町道の新設や改良をする際には、それを基準

に基づいて設計、施工を進めさせていただいているところでございます。 

  また、もう１点申し上げますと、危険な道路というところのことを言われているのではな

いかもしれませんが、昨年より教育委員会と合同において、洞爺湖町通学路等安全推進委員

会というのを立ち上げまして、実は町民の多くの方々、交通安全協会や各学校、それからＰ
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ＴＡの方々等々、みんなで現地視察をバスで回っていただいて、危険と思われる箇所等々を、

歩道の改良等はあまりないのですが、いろいろな一時停止の看板だとか、横断歩道がここに

必要だよねというようなことも含めて、町としては一体となって取組みをさせていただいて

いる状況にあります。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 次に、音の出る信号機、歩道や道路の整備など、安心して歩行で

きる環境整備のうち、音の出る信号機の部分でございますが、正式名称は音響式信号機とい

いまして、信号が青になったことを視覚障がい者に知らせるため誘導音を出す装置が付いて

いる信号機のことでございます。視覚障がい者の方が横断歩道を安心して横断するには、こ

の音響式信号機が有効とされているところでございます。この音響式信号機にはメロディー

式、音楽が流れるものと、擬音式、鳥の鳴き声など音が出るものの２種類がございます。警

察庁によると、音響式信号機は平成30年３月末現在、全国で約１万9,790基設置されている

ところでございます。 

  道内の設置状況でございますが、この音響式信号機を設置している市町村は33市35町でお

よそ1,150基設置されているところでございます。また、胆振管内においては苫小牧市で26

基、登別市８基、室蘭市23基、伊達市４基の計61基設置されている状況となっているところ

でございます。 

  この音響式信号機の優先的に設置される場所の基準でございますが、３点ございます。１

点目ですが、高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律における重点整備

地区内の主要な生活関連経路に係る横断歩道。２点目、視覚障害者の利用頻度が高い施設、

駅、役所、視覚障害者団体等がある施設、特別支援学校、リハビリテーションセンター、病

院、障害者スポーツセンター等の社会福祉施設等の周辺で、視覚障がい者の需要が見込まれ

る横断歩道。３点目です。歩車分離制御方式のうち、スクランブル方式及び歩行者専用現示

方式の信号交差点の３点が優先的に設置される場所の基準となっているところでございます。 

  ご質問の音響式信号機の整備につきましては、伊達警察署に確認をしたところ、仮に信号

機の要望が出てきた場合、設置場所の基準に合致しているかを調査しないと、設置の可否に

ついては何とも言えないとのことであり、また信号機そのものの設置は設置基準、優先順位

などからかなり厳しいとの回答を得ているところでございますが、要望等があった場合にお

きましては、その旨公安委員会等へ働きかけていき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（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 信号機においては、すぐに設置というのは本当に難しいと思いますが、

やはりこれも根気強く要請していってもらいたいと思います。 

  また、盲導犬を使用するとなると、今度は音の出る、そういった信号でなければ渡れない。

だから、そういったものがなければそちらへ行きたくても、せっかく盲導犬がいても渡るこ
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とができないといった現実にぶつかってしまいます。そういったことも考慮し、要請を強め

ていってほしいと思います。 

  また、聴覚障がい者においては、情報の伝達がうまくいかないということがあって、見や

すい、わかりやすい道路標識、街並みの案内表示、これも貴重なものになると思います。 

  それと同時に、洞爺湖町としての、先ほど軽度の補聴器制度の一部が補助されているとい

うことでしたが、これも中程度の補聴器の一部支援というのは、どういった形で皆さんに周

知してもらっているのでしょうか。それも合わせてちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 私が先ほど、障がいをお持ちの方の中で、現在当町が実施をし

ております支援の状況の中に、軽度・中程度の、これは児童に対してなのですけれども、補

聴器の購入助成事業ということでございます。 

  まず、この補聴器の補助制度については、北海道及び道のほうで補助金があるのですけれ

ども、その補助金の要件に該当しない聴覚障がいをお持ちの児童に対して、その補聴器を購

入する場合の助成事業という事業内容なのですけれども、周知活動については、これまで広

報誌等においても周知をさせていただいておりますけれども、実は今月７月号から町の広報

担当のほうとも協議をさせていただきまして、スペースは限られたスペースではあるのです

けれども、福祉の何でもコーナー、ちょっと名称は私もちょっとどうしようかなと思って悩

んではいるのですけれども、そういった福祉の専用コーナーを今後設けさせていただいて、

そこで最新の情報等について皆様にお知らせをしていくというような活動をすることとして

おります。 

  そういった中でも今後の対策等になりますけれども、こういった事業、障がいをお持ちの

方、それから高齢者の方等に対する支援の内容というのも順次載せていくような計画で今お

りますので、今後の対策というところで捉えていただければ、そういったところもご理解い

ただきたいというふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今、その一部支援ができている、それを今度は福祉コーナーみたいな

ところで周知させていくということなのですが、これを今度は高齢者のそういった聴覚の低

下による難聴ですね。そういった児童に限らないところまで広げる予定はありませんか。 

○議長（大西 智君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） ちょっと通告の内容に書かれておりませんでしたので、私も詳

しくはお答えできないですけれども、高齢者となっても障がいになる方はもちろんいらっ

しゃいます。障害の手帳をお持ちになる。そういった場合には、先ほどお話ししましたよう

に国や道からの補聴器購入に対する助成というのがあるのですね。 

高齢者の軽度の方に対する補聴器の制度というのは、現在のところありません。今のご意

見としては、障がい児の方の補聴器の助成について、町の独自事業ですけれども、これを高
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齢者の方まで延長するお考えはないのかということですけれども、現在のところはそういっ

た考えはないのですけれども、さまざまなところでまたいろいろなご意見を伺いながら考え

ていきたいというふうに思うのですが、何せ高齢者ということになりますと、人口が今、高

齢化率41.1％というかなり管内でも高い状況でございますので、その方たちの中で今、言っ

たような障害者手帳に該当しなくて、でも耳がちょっと不自由で、でも補聴器が欲しい、そ

こら辺のラインというか線引きと言いますかね。そこら辺がちょっとやはり難しい問題の一

つでもあるというふうに思いますし、財政的なものももちろん絡みますので、いろいろな方

からやはりご意見を伺いながら、今後考えていかなければならない事項かなというふうに

思っておりますけれども、というところで通告にはないご質問でございましたので、これで

回答とさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員、なるべく通告に沿った質問をお願いいたします。 

  今野議員。 

○８番（今野幸子君） 私は高齢者、またそういった障がい者という大きな目でそれを言った

ものですから、当然入っていると、その中には聴力もあり、視力もありというふうに私は捉

えていたものですから、すみません。具体的にそれを出さなかったということですね。 

  それについて、やはり国でやっている聴力の補助というのは、本当にこのくらいですか。

これ以上離れたらもう聞こえないよ、それも大きい声で言っても聞こえないよという程度以

上なのですよね。その補助が出るのは。もう何々ですよ、耳元で大きな声を出さなければ聞

こえないという程度以上の人が受けられるということなので、できるだけそれ以下でやるこ

とによって、やはりその今は認知症になっていくというのも、それが大きな原因ではないか

という、要因になっているのではないかということも言われていますので、そういった面か

らいけば医療費や何かの節約にもなるかもしれません。そういった面でも今後、できるだけ

考えていって、一般のそういった高齢者にも広げることを考えていってほしいなと思います。 

  それから、信号機において、今つけてくださいというのは非常に難しい。ただ、今あるそ

の信号機を音の出る信号機に変えること、それを進めることはできませんか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいまの既設の信号機に音の出る信号機を設置できないかとい

うご質問でございますが、これも先日、伊達警察署に確認したところ、これも一応設置とな

るということで、新規の信号機と一緒の解釈だということで伺っておりますのでよろしいで

しょうか。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） では、それも合わせて根気強く要請をしていってもらいますようにお

願いいたします。 

  先ほど言いましたが、盲導犬や何かについても理解を広めると同時に、そういった補助犬

などが安心して渡れるような横断歩道、歩道の整備、対策、重ねて要求いたしまして、私の

一般質問を終わります。 
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  ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで８番、今野議員の質問を終わります。 

  次に４番、大屋議員の質問を許します。 

  ４番、大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ４番、大屋でございます。 

  まず先に一般質問いただきました５番、また８番の議員と重複するところもあるかと思い

ますのでご了承いただきたいと思います。 

  私としましては、有珠山噴火に負けない地域の特性を生かした振興策についてということ

で、一つ目としましては虻田本町地区の道路整備が、先ほど５番議員のほうからもありまし

たように、平成30年度から本町地区については令和２年までの３年間計画で実施するという

ことでございますけれども、具体的にお伺いしたいのは、道路というのは理屈っぽくなりま

すけれども、法律によって定義されております。一般的には、不特定の人や車が自由に通行

する場所と言われておりますが、私が質問したいのは車側から見たところの整備、それから

歩行者側からの立場から見たところの整備、それから歩行者側と言いましても、さらに突っ

込んだところで学童の登下校時における道路の整備ということでお聞きしたいと思います。 

  まず端的に申し上げますと、今、虻田本町地区の道路整備につきましては進められている

と思いますけれども、それをさらにほかの地区にも拡大していくのかどうか、その辺を

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 本町地区の道路の整備の関係かと思います。先日、経済常任委員

会でも現地を見ていただいて、本町地区の今年度、昨年度から実施している状況をお話しさ

せていただいたところでございますが、今年とまた来年もどんどん拡大していく状況には

なってございますが、傷みのひどいところは積極的にこの合併特例債の事業を使ってやらせ

ていただきたいというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） その中で、整備を進めている中で先ほどの本町地区の整備につきまし

ては令和２年度までの３年間で実施するということでございますけれども、町内を見渡した

ところ、道路の整備も重要なのですけれども街灯が非常に暗いと、そういったところの整備

についてはどのように進めるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 街灯の関係でございます。当町の街灯につきましては現在、ナト

リウム灯、水銀灯、蛍光灯、ＬＥＤ灯合わせまして約1,400基以上の街灯が設置されている

状況となってございますが、このうち約半数が自治会管理の防犯灯となってございます。町

管理の街灯につきましては今後、年次計画を立てた中で来年以降、製造及び輸出入が禁止と

なる水銀灯を最優先として、順次ＬＥＤ化を進めてまいりたいと考えてございます。 
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  また、自治会管理の防犯灯につきましては現在、洞爺湖町防犯灯設置助成条例に基づきま

して、新規設置あるいは既設防犯灯の修繕に要する費用の６割の助成金を交付している状況

となってございます。 

  町といたしましては、今後もこの助成金を継続して活用していただくことによりまして、

町内の防犯灯のＬＥＤ化を進めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ありがとうございました。そのように進めていっていただきたいと思

います。 

  実は、こちら虻田本町地区ですけれども、洞爺湖町の自治体につきましても昔、ＬＥＤと

いうかイエローの、オレンジ色の街灯だったのですが、大分くたびれた状態になっています

ので、それらの整備についてはどのように考えているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 先ほど申しました年次計画の中で、整備する中でなのですが、オ

レンジ色の街灯というのが、恐らく言われているのはナトリウム灯と呼ばれるものだとは思

うのですけれども、ナトリウム灯についてはまだ存続した中で使えるという状況でございま

すので、その辺はちょっと優先度を見ながら、状況等を見ながら整備のほうを進めてまいり

たいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  それで、先ほど道路という中では、人から見たときの整備状況という中で、車と人とある

と思うのですが、人という中で先ほども５番なり８番議員のほうからもお話がありましたけ

れども、学童の、登下校時のその道路につきましては、非常に各地区で、日本全体で今、非

常に困った状態になっているのがたくさんあると思います。それは何かと言いましたら、お

年寄りによるところのうっかり運転だと思うのですけれども、池袋の経産省の元官僚による

交通事故だとか、兵庫県西宮市で子どもらの列に乗用車が突っ込んだり、また滋賀県大津市

では右折車が直進車と衝突し、信号待ちしていた何の落ち度もない保育園児ら16名が巻き込

まれたような事故、そしてお亡くなりになられた方がたくさんいらっしゃる中で、それに対

する言葉も何とかけて良いのかわからない、非常に残念な事故が多発しております。 

  たまたま北海道では、私がちょっと調べた段階では６月13日現在では、昨年より死亡事故

が11名少ない46名だそうです。でも、道路というのは人や車が快適に通行できる道路であり

ますから、その中で虻田本町地区につきましては37号線が、南北にというか本町の海側沿い

にずっと37号線が走っているわけなのですけれども、それを横断するに当たりまして、学童

の人たちが非常に怖いということで、私の家に何とかならないのでしょうかということで来

ております。それに対する見守り隊的な、登下校時の見守り隊的な要素につきましては、町

としてはどのように考えておられるのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 
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○住民課長（佐藤 融君） 児童生徒の登下校時の見守りについてですが、議員がおっしゃい

ました事件・事故が昨今続いていますので、まずは警察も登下校時、見回りしております。

住民課でも虻田地区と洞爺地区で登下校時パトロールしております。あと防犯協会にも協力

いただいて、登下校時の見守りを行っているような状況です。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ありがとうございます。 

  そうやって、今、課長のほうからお話がありましたけれども、実際登下校時に怖い思いを

して渡っている児童生徒がおりますので、それらに対する具体的な措置につきまして、

ちょっとお伺いしたいと思ったのですが。 

○議長（大西 智君） 大屋議員、通告にはないのですけれども、どのような観点から今の質

問をされているか、再度。 

○４番（大屋 治君） 道路整備という中で、それらに対する、先ほど５番なり８番議員のほ

うからも話がありましたけれども、要するに信号の整備ということもあるのでしょうけれど

も、子どもに対するそういった登下校時の道路におけるところの、子どもに対する整備とい

うのはどのように考えていらっしゃるのかなと思ったのです。 

○議長（大西 智君） 道路整備ということでよろしいですか。 

佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいまのご質問ですが、現在、登下校時に高砂のセイコーマー

トの十字路のところに交通婦人指導員が１名と、あとたどころ肉屋さんの海側のほうの丁字

路、国道ですね、37号線沿いの信号に１名配置して、計２名配置して対応しているところで

ございます。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 先ほどと同じ答弁になるかもしれませんが、子どもの学童含めて

通学路ということの観点からいきますと、先ほど答弁させていただきましたけれども、昨年

度、洞爺湖町通学路等安全推進会議という会議を設けまして、教育委員会と私どもやってい

るのですけれども、その中で特に通学路に対しては危険な箇所がないだろうかというところ

で、現場をみんなでバスに乗って行って、そこも確認させていただいて、ここには横断歩道

が必要ですよねとか、そういう話も含めて北海道と開発も一緒に入っていただいて、町内の

そういう危険な箇所については伊達警察署のほうにお願いするように、今そういうことで点

検はさせていただいている状況にあります。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） その状況につきましては理解ですけれども、実際的にたどころ肉屋さ

んの前の国道を渡るときの子どもの立場になって恐怖だとか、それから駅前の信号、確かに

歩道がありますし、信号もちゃんとあるのですけれども、そこを無謀な車が、人がいるにも
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かかわらず、その観光客もいるにもかかわらず無謀な運転をしている車が多々見受けられま

すので、そういった観点の取り締まりにつきましても、警察のほうなりちゃんと状況を話し

て見ていただいて、安全なことに取り進めていただきたいと思ったのですがいかがでしょう

か。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいまの件でございますが、交通取り締まり、自分たちは今、

登下校時見回りしています。警察の方も今、見回りしてもらっていますが、その中では法定

速度をかなり超過して走っている車というのはなかなか見受けられない状況でございますが、

そのような状況がこちらのほうに通報があった場合に、そのような対応をしてまいりたいと

思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  私としましても、時々その時間帯、子どもと一緒に渡るような時間帯を見つけて注視して

いきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  その中でたまたま、今後道路を、町道ではないと言いながらも、実際車なり人なりがたく

さん通行している道路があります。それはビワオク線なのですが、それらの整備はいつから

整備をかかる予定にしているのか。また、今後どうなるのか教えていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 町道虻田ビワオク線の改良のことかと思います。この町道ビワオ

ク線につきましては、議員もご承知かと思いますが、道道349インター通といって、国道か

ら下りてくるＬ型のセイコーマートまで来る道路が、あそこが道道となってございます。そ

こからこのビワオク線と言いまして、旧国道の板谷川大通線に結ぶのはこのビワオク線でご

ざいます。この道路につきましては、大変交通量の多い道路だというふうに認識していると

ころでございます。 

本路線につきましては国道230号が新しくできたことや、また高速道路のインターチェン

ジもこちらに移ってきたことによりまして、土地利用の形態が変わりまして、かなりの交通

量が増えたではないかというふうに私どもも認識してございますが、ご承知のとおりあそこ

は狭隘で狭い道路でございますので、やっぱり災害発生時などの交通渋滞の解消とか避難

ルートの確保のために、対策は急務だと考えているところでございます。 

  その中で、この道路につきましては現在349インター通の区間延長としまして、あそこの

交差点から板谷川大通線という町道までにおいて、そこについては道道昇格の要望をさせて

いただいているところでございまして、道道昇格とともに整備促進ということで、改良して

いただくことで今、要望させていただいているところでございますし、それから渡りにくい

と言いましょうか、セイコーマートの交差点のところもちょっと変形の状態のところもあり

ますから、そこについても北海道に強く要望して、改善するようにお願いしているところで

もございますし、室蘭開発期成会等にもそこに、このことについては要望をさせていただて
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いるという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ありがとうございました。積極的に町の力でできないところにつきま

しては道道なりに昇格いただきまして、どんどん良い道路をつくっていただきたいと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

  あと、もう１点道路関係で、整備の関係でお話というか、質問したいのですが、実は昨年、

道路が狭隘のためにコミュニティバスが通れないところもあるのですという話は去年伺った

記憶はあるのですけれども、それは今、改善になったのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 昨年の議会でも質問されているところでございますが、あのとき

の回答といたしましては道道であることから北海道のほうに少しでも用地がないところも含

めて、用地のあるところは少しでも広げられるようにというお願いをさせていただいて、30

年度につきましてもガードケーブルの更新等をやっていただいている状況でございますし、

ちょっと今、質問にはないかもしれませんけれども交通規制の60ミリという規制も前回、一

般質問であったかと思うのですが、それも本年の５月17日だと思いますが、80ミリに規制緩

和になっていて、北海道のほうに私どもも今後も強くいろいろな面で要望していきたいと考

えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 質問の趣旨が徹底しませんで申しわけございません。 

  私が今、質問したのは、町内でコミュニティバスが通れない区間があるように聞いていた

のですけれども、それの改善ができたのかどうかお聞きしたかったのですが。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） コミュニティバスのルートにつきましては、通れないルート

はまだ改善はされていませんけれども、今後そのルートを見直しなりする中で検討していき

たいというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  次に移らせていただきます。 

  我が町は観光と、それから農林水産業ということで、観光が胴体で両翼が農林水産業です

ということで今ずっと来ていたわけなのですが、我が町から噴火災害ということを除いてし

まうと本当に平和な町なのですが実際、いつ噴火するかわからない有珠山を抱えている中で、

道道洞爺虻田線、要するに月浦から洞爺市街に向けての道路につきまして、いろいろお話し

させていただきたいというか、質問させていただきたいのですが、まず１番目としましては、

観光道路でもありますし避難道路でもあります。そういう中で今、白老に国立の民族共生象

徴空間「ウポポイ」が2020年４月24日に開館予定でございます。国立でありまして100万人
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を年間、来場者を見込んでいる施設なのですが、それらと洞爺湖町の温泉街というか観光施

設とどのように結びつけていくのか教えていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 議員おっしゃるとおり、来年４月24日白老町においてアイヌ民

族共生象徴空間「ウポポイ」がオープンすることになっております。 

  この施設につきましては、国の施設でありまして、東日本では初めてという国の施設にな

るかと思います。この部分においては、計画の中では100万人のお客さんを誘客していきた

いと、そうした部分では西胆振において多くの観光客が訪れることになっております。 

  そうした中では西胆振圏域の中で、特に洞爺湖町におきましては洞爺湖有珠山ジオパーク、

そして縄文遺跡群がある中では、やはり歴史、文化をしっかりとＰＲをして、こちらのほう

に誘客していく計画を考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 誘客するそのお気持ちにつきましてはよくわかりました。 

  でも、実際洞爺湖町のほうには、旧洞爺村のほうにつきましては財田にあります財田自然

体験ハウス、またあそこにありますキャンプ場、それとそのキャンプ場には体育館も併設さ

れております。当然サッカーのコートも常備されております。それらと月浦にありますサッ

カー場との関係をどのように結びつけようとしているのか。 

  また、昔の洞爺村につきましては、俗に洞爺町につきましては、実際、芸術館もあります。

それから水の駅もあります。それらも含めて、総合的に観光というのを進めていかなければ

ならない問題ではないかなと思います。温泉に入りましたら、中島には当然、森林博物館を

今、整備しようとしております。 

  それを踏まえた中で、月浦経由の道道、あそこは道道でございますから月浦洞爺線につき

ましては今後、もっともっと観光という面も含めた中で、また防災の道路としましてももっ

ともっと整備していかなければならないと思うのですが、それは先ほど八反田部長のほうか

らお話がありましたように、道路についてはそれなりの整備というか、道のほうに要請する

ということですけれども、もっと強く要請していただかなければならない問題だと思うので

す。 

  地域の、洞爺湖温泉地区、洞爺地区、それから虻田本町地区が一体となって振興するには、

道道洞爺虻田線は大型車が常時通行できるようにならなければならないと私は考えておりま

す。道道洞爺虻田線は温泉地区の緊急避難道路にも指定されておりますし、また西胆振広域

観光圏や地域経済の最重要路線でありますが、現在は大型車が通行を規制されていて、満足

のいく避難道路、また観光道路ではないのです。 

  すなわち、これが230が通行止めになりますと大変な事態となるわけです。今現在、2000

年の噴火も、その前の噴火1977年の噴火のときも昼間でございました。そして、その前に事

前に避難せよという噴火予知があったわけですから、安全に誘導はできたのでしょうけれど

も、先日１月30日に伊達の防災センターで宇井先生によるお話を伺ったときには、そんな悠
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長な話ではないということでございました。 

  有珠山は１世紀の間に複数回噴火する火山で、間隔は23年から70年とばらつきがあります。

噴火は短期間では終わらない。いつ終息するのか判断も難しい。1822年、今から200年ほど

前に、文政の山頂噴火は４日間の前兆地震を経て、軽石火山灰が降る噴火が開始しました。

そして一旦静まったのですが、噴火開始から10日後に火砕流が発生し、全方位的に繰り返し

て流下しましたと、流れ落ちましたということです。そして、火砕流は小有珠、大有珠、オ

ガリ山、溶岩ドームができたわけです。そのとき、火砕流が流れ落ちたときに、虻田コタン

の住民の３分の１が火砕流に伴う高温の火砕サージに襲われて亡くなってしまったと。雲仙

普賢岳も、誰も噴火予知していなかったのに、あのときは確か危険度が１だったと思うので

すけれども、それが突然噴火してしまったと。 

  そして、有珠山も危険予知ということで先生方は一生懸命頑張っていらっしゃいますけれ

ども、実際的にはそんな簡単なものではないですよということで言われました。その原因は

何かと言いましたら、厚真火力発電所は学者の先生方が集まって、あそこは絶対安心・安全

なところなのだということで建てたのだけれども、結果的には皆さんご存知のとおりブラッ

クアウトになってしまって、その宇井先生の話では学者の言う話はあまり信用ならないので

すよと。そんなことまで言われてびっくりして帰ってきたところなのですけれども、そうい

うことを踏まえていくと、いつまでもたまたま今回は有珠山が噴火してから約20年経ってし

まったわけですけれども、いつまでも安全な町ではないということを、安全な山ではないと

いうことを理解していただきたいということでございます。 

  そういうことで、その道路についても先ほど八反田部長のほうから説明がありましたけれ

ども、月浦の道路につきましては現在、使用している道路を最大限活用し、大型車が通行で

きない箇所はトンネルを掘って改良工事を進めることで大幅な工事負担が発生しないと私は

考えております。 

  実際に、隣の壮瞥町につきましては壮瞥温泉地区のお客様を万が一のときには避難させる

のだということで、岩倉坂と申しますか、梅公園からちょっと仲洞爺に寄ったところでトン

ネルを掘りまして、久保内のほうに抜けるトンネルを掘って、壮瞥温泉の避難道路というこ

とで、壮瞥温泉に来たそのお客様の避難道路、またあそこに働いている避難道路ということ

でつくられているわけですから、洞爺湖温泉の避難道路としてその月浦洞爺線につきまして

は、もっともっとしっかりとした整備をしていただきたいと思うところであります。 

  それについては、八反田部長のほうで先ほどお話ししましたけれども、再度お願いいたし

ます。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） もう一度同じ答弁になるかもしれませんけれども、この道路につ

きましては先ほど述べたとおり、地域の重要な経済路線のほかに、観光道路としても利用度

の高い道路だと思っているところでございます。 

  その中で、洞爺湖をぐるっと１周線の整備促進として、室蘭開発期成会や社会資本推進会
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議でその整備の促進については要望しているところでございます。 

  中で、同じ答弁になるかもしれませんが、この道路は国立公園内の道路として、国立自然

公園法の規制がかかっている道路でございます。改良計画を検討する中においては、山側に

ついては急斜面があって用地がないこと。また、湖水側は迫り出すことは環境省の許可を得

られないということが、経緯がございました。議員おっしゃるとおり、トンネル整備という

話がございますが、月浦から洞爺地区でも５キロほど改良というか、延長がございますので、

すごいお金がかかることになると思いまして、町といたしましては今までの間では観光ルー

トとして観光客に洞爺湖の風光明媚な自然を楽しんでいただける道路として、今後も活用し

て、狭隘で見通しの悪いところはそれなりに、利用者の慎重な運転により、大きな事故も発

生していないと考えておりますので、やはり今、先ほど答弁したように最終的には道路用地

のないところも少しでも広げてもらって、箱型側溝というものをつけてもらって、車道を上

れるように、もしくは湖水側も石のフェンスを止めて、ガードケーブルをつけて、夜も光っ

て、交通安全対策にしてもらうということで私ども要望しているところでございますが、も

う１点だけちょっと申し上げますと、前回答弁していないのですが、私もちょっと調べさせ

ていただいたのですけれども、古くは平成５年ころからこういうお話があって、北海道でそ

のときにも概略設計を一度したそうです。そのときには、事業費は概ね50億円を超えていた

そうです。そのときの案としてはトンネルをつくって、橋をつくって、山も少し切るという

形で基本設計したらしいのですけれども、やはり環境省の合意が得られなかったということ

で、可能なところは平成14年に月浦地区、一度引き上げたところがございますが、そのほか

については今述べさせていただいたとおりでございますので、そういうことで平成20年に北

海道のほうに環境省から当計画については困難という答えをいただいていることから、先ほ

ど申し上げたとおり、少しずつでも今の現道を広げるような形で利用していただけるような

形で今は要望させていただいているというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 要望しているということにつきましては理解はいたしました。 

ただ、今、北海道も高橋知事から鈴木新知事に変わったわけであります。そして、農林水

産業ばかりではなく、観光にも非常に伸びしろを考えて頑張っていこうということでやって

いるはずなのです。国の予算としましては101兆円、そのうち、北海道の予算は２兆8,000億

円。高橋知事のときには２兆6,000億円でやろうということだったのですけれども、実際は

今、鈴木新知事になりましてから２兆8,000億円で北海道を元気づけていこう。また、地域

を振興していこうということでやっているわけですから、そういうところに向かって、手を

挙げて、もっともっと地域の発展のために、もしあれがトンネル二つか三つくらいでもと、

大型車が通れるような状態になれば、地域の洞爺湖町自体ががらっと変わると思います。 

  そして、先ほども言いましたように芸術館にも来ていただいたり、また月浦の運動公園も

含めた中での大きなサッカーの大会が開くことができると思うのです。それはなぜかと言い
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ましたら、洞爺の財田にはキャンプ場のほかにも、そういったコートを備えているわけです

から、どの程度のものが開催できるかは別問題としても、そういったところと有意義に結び

つけることによって大きな大会ができる。また、では宿泊施設はといったら、グリーンステ

イもありますし、それから子どもたちが泊まるわけですから、グリーンステイもありますし、

洞爺のそのキャンプ場ももちろん利用してもらう。また、温泉も利用してもらうという形で、

あちらも良い、こちらも良い形のものができ上がっていくのではないかなと思います。 

  そういう意味で、ぜひその道路につきましては、真剣に取り組んでいただきたいと切に思

うところであります。これは昨年も申し上げました。そしたら、たまたま先ほど八反田部長

がおっしゃるように、新設は無理なのだと。それはその筋からノーと言われているというこ

とですけれども、私がお聞きしたところでは、鳩山総理大臣が洞爺湖温泉に来たときに、何

月の何日なのかちょっと私は承知しておりませんけれども、そのときに、これは早急にトン

ネルを掘れという指示があったという話も聞いたことがあるのです。それはなぜかと言いま

したら、洞爺村と当時の虻田町が合併する前に、壮瞥町の町長、それから洞爺村の村長、そ

れから虻田の町長３人が協議会、３町村が協議会をつくりまして、何とかその洞爺湖を１周

できる道路にしたいということで、道なり国なりに要望しようということで期成会をつくっ

てやっていたというのですけれども、いつの間にかそれがなくなってしまったと。代が変

わったからと言われてもちょっと困るのですけれども、代が代わったのであれば今、高橋知

事から鈴木知事に代わったわけですから、今のときだと思うのですよ、このときだと思うの

ですよ、強く要請できるのは。 

  どうぞ来年は東京オリンピック、またパラリンピックも来るわけですから、そういうこと

でぜひ洞爺湖町を全面に出して、世界の洞爺湖町になるように頑張っていただきたいと思い

ます。 

  私の時間は90分ということでしたけれども、大変短い時間で申しわけありません。そして、

とりとめのない話で大変申しわけございませんが、以上を申し上げまして私の質問とさせて

いただきます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員、（３）番目の質問はよろしいでしょうか。 

○４番（大屋 治君） 今、道路だけの話で申しわけございません。先に端折りまして。 

  三つ目としまして、洞爺湖有珠山世界ジオパークにふさわしい景観条例を策定すべきだが、

当町としてはどう進めるのか、また進めているのかということについて質問したいと思いま

す。 

  これにつきましては、５番議員のほうからも質問があったと思いますけれども、今は本当

に洞爺村のほうにつきましては今の時期、町中を衣装ケースというのですか、からからと

引っ張って、外国人の方が町を散策している状態でございます。 

  そういう中で、洞爺湖の景観につきまして真剣に考えていただきたいと思いますし、今ま

で洞爺湖町の町民が、洞爺村の町民の人たちが安心して暮らしていたところに外国人の方々

が入ってくるわけですから、その習慣も何も全然違うと、生活態度も違うという人たちが
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入ってくるわけですから、それらに対応できるだけの景観をつくっていただきたいのと、ま

たジオパークということにふさわしいということですから、外国語表示の看板をあちこちに

建てていただきたいと思うのですが、その辺はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 景観計画の関係でございます。条例を制定すべきかというご質問

かと思いますが、今、議員ご承知のとおり行政報告でも報告させていただいたとおりのとこ

ろでございますが、洞爺湖町としては景観計画は洞爺湖町の風光明媚な世界に誇れる景観を

維持するためにも、必要な事項を定めて、この地域の特性を生かして良好な景観と保全を

やっていきたいというふうに考えてございますし、先ほども答弁させていただきましたけれ

ども町民が誇りと愛着を持てる美しい社会をこの町につくっていきたいというふうに考えて、

一生懸命頑張っ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（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  次に、その中でもうちょっと突っ込んだ質問をさせていただきたいのですが、ジオパーク

のほかにまだ洞爺湖町で進めている北東北の、入江貝塚にもつながるところのそういった遺

跡がございますね。それに対する景観条例、また北海道・北東北の縄文遺跡群に対する、や

がてジオパークになる、世界遺産になるのだと思うのですけれども、その取り組み等につい

ては今どのように進めているのか。 

○議長（大西 智君） 永井教育参与。 

○教育参与（永井宗雄君） 世界遺産登録と景観条例、あるいは景観計画の関連でございます

けれども、昨年12月に同じ質問をいただきましたので、答弁については重なる部分もござい

ますのでご了承いただきたいと思います。 

  景観条例、あるいは景観計画の策定に伴いましては、縄文遺跡群のかかわりについて、世

界遺産登録を目指している北海道・北東北縄文遺跡群の推進本部等の会議によりまして、資

産における普遍的な価値を持続的、かつ確実なものとするために、構成資産の所在する市町

ごとの景観計画を策定することとして、関係する自治体でその作業が現在、取り進められて

いるところでございます。縄文遺跡群を構成する市町における景観形成の考え方ですが、貴

重な資産の範囲については原則といたしまして、景観重点区域として特に重点的、かつ積極

的に景観形成を図ることとして、資産の保全を行うこととなってございます。 

  構成資産の立地する地形、あるいは特性、集客状況を考慮した上で、現在、町長部局とも

連携を図り、洞爺湖町景観計画庁内検討委員会において協議を深めて、長期的展望に基づい

て良好な景観づくりに向けて取り組んでいるところでございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ありがとうございました。重複した質問をしてしまったようですけれ

ども、大変ありがとうございます。 

  それで、もう１点の質問なのですが、北海道・北東北の縄文遺跡群ではなくて、世界ジオ
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パークに認定されている今現在の状況について、２年縛りということで聞いておりますけれ

ども、今、武川参与のほうですごく国の予算を積極的に活用して、それをさらにＰＲしよう

ということでありますので、もう少し詳しく教えていただきたいと思ったのですがいかがで

しょうか。 

○議長（大西 智君） 武川経済部参与。 

○経済部参与（武川正人君） 私のほうから、ジオパークの関係ですけれども、７月26日から

２年間の条件つきの審査があります。審査項目の中には景観という項目はございません。１

市３町の任意の協議会ということで、その中で合意をして、景観をどういうふうにというと

ころには至っていないと言いますか、それぞれ町の考え方がございます。景観自体は人が風

景を見て、その価値を認めることによって成り立つということで、それぞれの構成市町の考

え方というか、そういうのもございます。 

  基本的には、共通することは暮らしを支える三つの側面と言いますか、一つは経済、二つ

目は社会、それから三つ目は環境ということだろうと思います。総合的な暮らしの質を向上

させ、調和的な環境をつくっていくという中では、先ほど経済部長が話ししましたように、

一つはこの地域を愛着をもって、誇りをもって住み続けられる景観をつくっていく。それか

ら二つ目はまた訪れたいと思われるような環境をつくっていくというのがうちの景観を守っ

ていこうということの基本の考え方だろうと思います。 

  先ほど補正予算の関係のご質問だったかと思います。環境に優しい暮らしと旅の提案とい

うことで、過疎の法律に基づく交付金の申請をして、採択を受けたということでございます。

一方では、環境に関する縛りと言いますか条例、それから観光税含めた税源確保というよう

な動きが、北海道の中でもいろいろな形で出てきてございますけれども、ジオパーク自体は

体験を通じて何か伝えるというところが大きな役割だと思っておりますので、補正予算のご

提案の中でご説明を詳しくさせていただきますけれども、その国の交付金を使いながら、側

面から楽しさが行動を変えていくということで国に提案をして採択を受けた事業でございま

すので、環境に少しでも貢献できるようにジオパークの体験を通して伝えていければいいな

と思います。 

  それともう一つ、その胆振に関して先ほどご質問があった中で、４大遺産ということでア

イヌ文化、それからジオパーク、むかわ竜、それからもう一つは縄文ということで、世界に

誇る四つの遺産ということで、北海道も北海道を挙げて応援しているということで、そうい

う点在しているものをつなぎ合わせていくということで人が滞留をしていく、良い関係人口

の構築につながるということでございますので、そういう交付金の活用も使いながら、そう

いう事業に貢献していきたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ありがとうございました。積極的なそういった取り組みにつきまして

は、本当に頭が下がる思いであります。ありがとうございました。 

  これをもちまして私の質問を終わらさせていただきます。かいつまんだお話であちこち話
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が飛んでしまいましたけれども、今、武川参与のほうから話がありましたように積極的に国

のお金を使いまして、洞爺湖町に愛着を持って住んでいただける、希望の持てるまちづくり

に向かって邁進するということでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  以上をもちまして、大屋の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、４番、大屋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（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時４０分） 
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