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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。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時０５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、３番、篠原議員、４番、大屋議員

を指名いたします。 

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

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、９番、下道議員から１番、越前谷議員の３名を予定しております。 

初めに、９番、下道議員の質問を許します。 

９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） おはようございます。９番、下道英明でございます。 

先ほどは、全国一斉Ｊアラートによる防災行政無線が鳴り、防災・減災の大切さを改めて

認識したところでございます。 

さて、本日は、一般質問、最初のトップバッターとして、およそ40分間の予定で質疑をさ

せていただく予定でございます。どうか、よろしくお願い申し上げます。 

実はこの一般質問、2016年12月以来、２年６カ月ぶりの登壇でございます。この場をお借

りしまして、この登壇する機会をお与えいただきました支援者の皆様、そしてまたネット中

継でお茶の間から視聴されている皆様に、心より感謝申し上げます。 

本日は、通告にありますように、広域地域連携を生かしたまちづくりの現状と今後の取り

組み、公共施設等総合計画管理の管理計画の進捗状況などをテーマにお伺いをしてまいりま

す。 

最初に、広域地域連携を生かしたまちづくりについてでございます。ちょうど９年前です

か、私が議会に上がらせていただいたときに、初めて一般質問をさせていただいたのが、こ

の広域地域連携を生かしたまちづくり関連でございます。 

従来の胆振地方の観光業だけではなくて、後志地区のニセコ羊蹄エリアを含めた周辺市町

村と連携しながら、各自治体が一つ一つの点ではなく面として、時代に合った地域づくりに

努めてほしいと提言をさせていただきました。そして今、本日の通告にもございますように、

まず最初に、羊蹄・西胆振広域連携会がちょうど発足してから、およそ３年が経ったところ

でございます。今一度、この広域連携議会の会議の設立目的、主な取り組みをお伺いさせて
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いただきます。 

○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） 羊蹄・西胆振広域連携会議については、羊蹄山麓地域と西胆

振地域に隣接する15市区町村や関係６団体が行政会を超えまして、観光振興や防災災害対策

など、新たな連携の可能性を検討し、広域的な取り組みを促進するため、平成27年８月に設

立されたところでございます。 

  主な取り組みといたしましては、三つの分野を中心に取り組みを進めているところでござ

います。 

一つ目が、防災・災害の分野でございます。さまざまな災害に備えるため、構成団体によ

る防災協定を締結し、食料を初め、生活必需品、救助活動に必要な車両の提供やあっせん、

救助や復旧に必要な職員の派遣など、総合的に支援できる協定となっているところでござい

ます。また、災害時に係る勉強会として、平成29年10月に実施した、有珠山噴火を想定した

総合防災訓練の見学や、北海道胆振東部地震及びブラックアウトに関する講演や勉強会など

を開催しているところでございます。 

  二つ目が、観光分野でございます。宮古、室蘭のフェリー就航を記念し、岩手県内におい

てトップセールスによる観光ＰＲを実施しているところでございます。また、羊蹄西胆振エ

リアの認知向上を目的に観光プロモーションなどを実施し、特に北海道新幹線が札幌延伸し

た後の羊蹄山麓地域と西胆振地域の交流人口拡大に向けた取り組みを実施しているところで

ございます。 

  三つ目が、人口減少問題対策の分野でございます。両圏域の企業や就職活動をしている方

を対象とした合同企業説明会の開催、また地方での暮らしに興味を持つ首都圏の女性に圏域

内の魅力を知ってもらうための体験ツアーなどを開催しているところでございます。 

  その他といたしまして、両圏域に跨る国道２３０号の整備促進を関係団体に対しまして、

構成市町村において要望活動を実施し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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、いろいろ細かく主な取り組みについて述べていただいたところで

ございます。行政の枠組みを超えながら、この広域的な協力、連携による、いわゆる人の流

れを生み出していく。広域連携会議のイメージとしては、今課長がおっしゃったように、新

幹線ですとかあるいは高速道路、フェリー、あと２次交通を利用して、広域連携による新た

な観光地づくり、移住定住の促進による人口減少対策の取り組みなど、地域が目的を共有し

て、特に防災、災害対策などの強化をしていくということはわかったのですけれども、特に

この防災・災害の分野というのが一つ大きなものなのだなということで、どうしても観光で

すとか、そういったところを中心にして考えていくところなのですが、関連なのですが、こ

の防災・災害についてもう少し具体的に答弁いただければと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 
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○企画防災課長（高橋秀明君） 先ほども申しましたけれども、協定をまず、関係組織で締結

しているところでございまして、総合的な部分で協定を結んでいるというところでございま

す。 

  その他、各いろいろな面で勉強会も実施しておりますし、関係市町村で連携をとりながら、

今後も勉強、研究していくというような流れで考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 特にこの防災協定、別な資料なんか見ますと、羊蹄西胆振広域連携会

議というのがホームページ等で出ていると思うのですけれども、その中で特に構成市区町村

の総合応援に関する協定実施項目の締結ということで、ぜひ、食料ですとか飲料水などの提

供、被災者の救出、医療等の提供、車両や職員の派遣など、応援の項目を明記していくとい

うことですので、ぜひそこら辺のところを力強く実施していただきたいと思います。 

  実際にこの広域プロジェクトを実施していく中で、成果というのはどう評価しているのか、

お伺いいたします。 

○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） 成果につきましては、振興局間の垣根を超えた枠組みにより

まして、新たな連携の可能性を実感しているところでございます。観光振興や防災・災害対

策を初めとした連携や市町村が抱える課題等についても、新たな枠組みの中から課題解決に

向けて検討することができており、構成団体間の連携がさらに強くなったというところでご

ざいます。 

  また、行政間の連携だけでなく、民間事業者でも交流しているところがあり、羊蹄山麓地

域に訪れている訪日外国人旅行者がサイクリングやカヌーなどのアクティビティで当町を訪

れ、両圏域での人の動きも増加し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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） やはり、要は、結論から言うと、状況からいくと、関係者の密な連携

が大変大切であるということだと思います。本日は、奇しくもＪアラートを用いた訓練も行

われている中で、やはり広域的な協力、そして連携による防災対策の強化、防災協定の円滑

な運用に向けた連絡通信訓練の実施等の重要性もさらに感じているところでございます。イ

メージとしては、この羊蹄西胆振広域連携、どうしても観光面のほうに重視されるところが

ございますけれども、やはりこういった防災、あと定住移住という、この３本柱の中で取り

組んでいるところ、ぜひ当町においてもしっかりと礎の中で、チームワークの中で連携を

持っていただきたいと思いますが、今後の課題として、この連携会議の将来ビジョンをどう

考えているのかということでございます。どのようにお考えでいるか、お願いいたします。 

○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） 今後の課題につきましては、設立から３年が経過して、今ま

での取り組みを通じて広域連携の重要性について認識したところでございますが、今後、広
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域連携として持続的な活動をしていくためには、継続性を持った、長期的で効果的な取り組

みを企画、実施していくことが重要であるというふうに考えているところでございます。そ

のためには、実施体制の構築が必要であり、各分野に大学講師などのコーディネーターを招

聘し、目標設定から事業実施まで検討することとなっているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） わかりました。ぜひ、この羊蹄山麓を中心とした周辺自治体の協力と

いうのは、これからどんどん広がってくると裾野も広がってくると思います。特に北海道新

幹線の延伸等の関係も出てきますので、力強く推進していただきたいと思います。 

  さて、次に、最も身近な登別洞爺広域観光圏協議会についてお伺いをしてまいりたいと思

います。この観光圏協議会は、ちょうど発足したのが平成21年ということで2009年、ちょう

ど今年で10年目を迎えるところでございます。この中で、まず、この登別洞爺広域観光圏協

議会の最近の取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 北海道登別洞爺広域観光圏協議会でございます。議員おっ

しゃっているとおり平成21年12月21日に設立した団体でございまして、白老町を含む３市４

町の地方公共団体、観光協会、観光関連団体、農業・漁業団体が構成して、観光誘致また観

光振興を推進する団体でもございます。 

  近年の取り組みでございますが、協議会の取り組みとして観光利用に配慮した２次交通整

備事業としてオーストラリアのメディア、関係者を招聘し、冬季間だけではなく夏の新たな

旅行を目的として、欧米系の方々に人気があるサイクルツーリズムで温泉や食事を楽しむ

コースを紹介し、フォローアップを行ったりしております。また、空港や駅から宿泊ホテル

などへ荷物を運び、手ぶらで観光をしてもらう実証実験なども行っております。また、

キャッシュレス決済の手法の一つでございますＷｅＣｈａｔＰａｙによる受け入れ環境整備

に向けた実証実験を行い、圏域内の飲食店や土産物店など、約60店舗において導入されてお

ります。 

2030年に開通予定の北海道新幹線札幌延伸に備えて、近年増加しておりますニセコ地区を

訪れる外国人旅行者に圏域を回巡していただくことを目的に、倶知安と洞爺をつなぐバス運

行を期間を限定して運行しておりまして、利用者へのアンケート調査を行い、今後の運行に

つなげることを目的に、２次交通の部分で行っております。 

  また、情報提供の事実強化として、道立洞爺ドライブガイドの作成、平成30年６月22日に

就航した宮蘭航路の圏域における交流人口の拡大を狙い、岩手県内において北海道情報テレ

ビメディアで紹介をしているところであります。そして、アジア方面へのプロモーションや

招聘事業を行うとともに、国内プロモーション事業を随時行っております。この西胆振が一

つの圏域として関係機関が連携し、各地域の観光資源を紹介して、地域をめぐることを目的

に取り組んでいるところでございます。 
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○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、取り組みについてお伺いしたのですけれども、特に空港から駅や

宿泊ホテルなどへの移動するときに、よく洞爺湖温泉街もそうなのですけれども、キャリー

バッグ持ってがらがらとか、あるいは洞爺駅なんかも非常に混雑している状況もありますけ

れども、確か手ぶら観光については、登別洞爺の中では、登別温泉だけだったかと思うので

すが、今後のそういった協議会としては登別あるいは白老もこれからいろいろな、まだ白老、

あれですけれども、洞爺湖でまた手ぶら観光についてやっていく予定はあるのか、ちょっと

お聞きしたいのですが。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 当初は、登別駅から登別温泉、また当駅おいても洞爺湖温泉の

手ぶら観光を実証実験しているところでございました。また、その後、札幌圏域と連携を

とって、札幌圏から胆振方面への手ぶら観光という部分での運送事業者を協力をしていただ

きながら、現在もやってきたところであります。ただ、やはりこのホテル内での手渡しとか、

駅の構内での手渡し等かなり困難なところがあって、宅配事業者においても、いろいろと今、

実証実験をしている中で最良のものがどうなのかという部分、今後検討していくところでご

ざいます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、手ぶらのほうなのですけれども、特にいわゆる２次交通を担って

いくところだけではなくて、宅配だとかそういったところ、非常に今人手不足なので、そこ

まで対応できないとは思うのですけれども、今後そういった宅配ですとか、小さなこう、何

て言うのでしょう、輸送していただくというようなところと一層連携に密に動くという動き

は、いま一度どうなのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 特に外国人の方、大きな手荷物を持って移動をされております。

やはり、観光地内周遊する前に、しっかりと荷物が到着点に届くこと、これはとても重要な

ことと考えております。 

今後もこの実証実験をしていきながら、やはりストレスのない観光ができるような取り組

みを、この登別洞爺広域観光圏の中で取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 最近の取り組みの中で、今、参与のほうからお話ありましたように、

やはり2030年の北海道新幹線札幌延伸に備えた、いわゆる胆振と後志の観光エリアの２次交

通を含めて取り組みも、これからより一層大事になってくるということを認識したところで

ございますが、さらに、今洞爺湖温泉では、外国人旅行者が非常に多い中で、コンビニさん

ですとかあるいはドラックストアの免税化が非常にできていると。洞爺湖温泉においてはも

う免税店が４店舗ある中で、そういう対応の中で、キャッシュレスの決済だとか、先ほど

あったＷｅＣｈａｔＰａｙだとか、いわゆるＰａｙＰａｙだとかＬＩＮＥＰａｙとか、最近
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いろいろなのが出てきていると思うのですけれども、登別洞爺広域観光圏協議会がそこまで

対応するというのはなかなか難しいとは思うのですが、しかしながら、10年前、ちょうど今

年で発足10年目ということで、守備範囲がこの10年間の中で大きく変わってきた、広くなっ

てきた、そういった中で、今後の取り組みというのですか、この取り組みの、まずは検証し

ていかなければいけないと思うのですが、成果を、もう一度、今の取り組みからこの成果に

ついて、もう一度具体的にお伺いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 今のキャッシュレスの部分でございます。この部分につきまし

ては、この登別洞爺広域観光圏の中で、３市４町の事業者さんに紹介をして、やはり今後

キャッシュレスという部分での利用者が多くなる部分での普及という部分でも紹介をさせて

いただいているところでございます。 

先ほどもお話ししたとおり、圏域内において、今回の取り組みにおいて60店舗ほど、

キャッシュレスの部分は事業者が取り扱っていただいているところであります。また、洞爺

湖温泉においては、別な事業者であるのですけれども17店舗、こちらのほうもやはりキャッ

シュレス時代に備えたという形での整備を行っているところであります。 

また、この地域の銀行関係のほうでもＯｒｉｇａｍｉという事業者を活用して、やはり

キャッシュレスという部分、今後10月１日以降、２％消費税が上がるというようなお話の中

では、今後、いろいろポイントもあるのですけれども、やはりこの普及を備えてやっていく

という部分が今後課題になってくるかとは思います。特に、一般の商店の部分でも、この

キャッシュレスをすることによっての効果という部分では、やはり目的の物を買う以外にも、

他の物を買っていただけるとか、そういう部分での事業というか収益の効果も出てくるとい

うお話もありますので、この部分に関しましては、圏域の中でも、また力を注いでまいりた

いと思っています。 

また、成果の部分でありますけれども、一つにこの観光圏の中で大事な部分におきまして

は、やはり教育旅行、こちらのほうの現地視察、意見交換などを開催しているところでござ

いますが、昨年より西胆振の修学旅行を計画された学校がありまして、洞爺湖温泉において

も、横浜の学校でありますが２校宿泊をすることがなってきております。来られたときには、

職員が千歳空港まで迎えに行って、歓迎のご挨拶をしたりしているところでございます。 

また、洞爺湖温泉から登別温泉をつないでおります２次交通であります高速いぶり号の乗

車人員でございます。２年ほど前、乗車人員が少ないとの情報を得たところでございまして、

この広域観光圏の中で、首都圏で行われております、外国人が観光案内に必要な手配や情報

提供を行う会社、ランドという会社になるのですけれども、便利な直行便があることを首都

圏でもプロモーションで紹介したところでございます。そのような情報が知らなかったとの

ことで、その後、旅行者から外国人観光客への案内もございまして、現在は多くの観光客が

バスに乗車するようになってきております。 

また、広域で活動していることによって、２次交通もさまざまな関係機関が支援をしてい
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ただいているところでございます。北海道運輸局にご支援をいただきまして、登別駅と洞爺

湖温泉、ごめんなさい、登別駅と登別温泉、また当駅と洞爺湖温泉、そして先ほどお話をし

ました高速いぶり号において、バス料金の支払い時にＷｅＣｈａｔＰａｙで支払いが行える

ようになりまして、降車時の料金の支払いが素早くなってきてもおります。そうした部分で

は、一つの市や町が全ての事業に際して単体で観光誘致を行っていくことは、費用的にも、

また人的にも厳しいところではございますが、西胆振３市４町の観光資源を一つに紹介する

ことにより、点を線で結べることにより、観光客が地域をめぐる手段になるところでもござ

います。 

  北海道登別洞爺広域観光圏協議会での活動は、地域の観光振興に影響しているのではない

かと考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、参与から答弁ありましたように、点から線、線から面、まさしく

その取り組みを引き続きしていただきたいと思います。 

いよいよ来年７月には、民族共生象徴空間ウポポイが開館するところでございます。また、

この胆振には、世界クラスの遺産が揃っているということで、昨日の一般質問でも武川さん

からもありましたように、やはり胆振４大世界遺産、これは、まずはジオパーク、そしてア

イヌ文化、そしてむかわ竜と縄文遺跡群、このむかわ竜以外はこの洞爺湖町、かかわってい

るわけでございます。そういった面で、３大遺産が、胆振の３大遺産がこの洞爺湖町におい

て深くかかわっていると、そういったところで、これからもこの３大遺産を中心にどんどん

どんどん、やはりこうアピール、さらに情報発信していくことが大事なのではないかと思い

ます。 

  その中で、この象徴空間ウポポイのオープンを中心に、これからもさらに登別洞爺広域観

光圏の進み方というのは出てくると思うのですが、今成果をお話されたのですが、今後の課

題というのも当然見えてくると思うのですけれども、その点についてどうお考えでしょうか。 

○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、2020年４月24日、アイヌ民族の文化を

複合的に学び、楽しめる民族共生象徴空間ウポポイが白老町にオープンします。当施設は、

北日本エリア初の国立博物館で、国立アイヌ民族博物館や体験交流ホールなどが整備され、

これまで以上に当圏域に対して教育旅行のニーズが高まることが期待されるとともに国内外

を問わず多くの観光客来訪が期待されてきているところでございます。 

  洞爺湖町には、北海道北東北縄文遺跡群の入江高砂貝塚、またユネスコ認定洞爺湖有珠山

世界ジオパークがあり、縄文人の生活を学習することができるとともに、ジオパークにおい

ては、災害に伴う防災学習などもできる地域であり、西胆振圏域の優れた観光魅力を広く発

信するとともに地域を訪れる観光客が、これはまた交通事業者とも連携をとっていかないと

いけないとは思いますが、ストレスなく観光を楽しめるよう受け入れ環境の整備を進めてい

かなければならないと考えております。 
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○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） まさしく今、象徴空間ウポポイ、そしてまた入江高砂貝塚を含めた北

海道北東北の遺跡群、これが恐らく世界遺産の登録の準備の中で良い結果が出てくるのでは

ないかと期待しているところでございますが、よく見ますとこれ、これまで以上に洞爺湖温

泉あるいはツーリズムの中で、修学旅行というのは非常にやはり当町においても、ちょっと

若干弱いところがあったと。そういった面で、今答弁ありましたように、北海道教育旅行説

明会、あるいは首都圏教育旅行視察意見交換会などを利用して、さらに修旅の、修学旅行生

のこの誘致というのですか、必ずしも洞爺湖温泉だけではなくて、このニセコと比羅夫と羊

蹄山中心にした中で、こう広げていただければと思いますけれども、この中で洞爺登別、登

別洞爺広域観光圏の中であまり町長出番がないものですから、一言、今回、この10年目の節

目を迎える中で、今後の将来ビジョンというのをお伺いできればと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま、登別洞爺広域観光圏あるいは羊蹄西胆振広域連携会議、こ

ちらのほうと常に情報提供等々させていただいているわけでございますが、これに加えてこ

の10年間、羊蹄山麓は最近の、できた団体でございますが、この羊蹄山麓も含めて、私ども

行政団体だけでなくて、いわゆる北海道、それぞれの振興局、後志振興局、胆振振興局、そ

して北海道観光機構、さらには北海道運輸局、そしてまたＪＲ北海道さんだとか、あるいは

２次交通を担うそれぞれの関係機関、こちらのほうと十分精査しながら今日まで来ているか

なというふうに思っております。 

先ほどの羊蹄西胆振広域関係の関係でも、いろいろな事業を取り組まさせていただきまし

ておりますが、特に交流人口の拡大、さらには定住人口につなげる。その中で、課題として、

今まで首都圏のほうにもアピールに行っております。いわゆる婚活的な、地元の食材を使っ

た料理コンテストみたいなのも向こうでやらさせていただいて、なおかつその女性が北海道

に住みたいという方もいらっしゃいまして、場所も提供させていただきました。残念なこと

は、この圏域の男性のほうの参加が少なかったということでございまして、これは何として

も、やはり私どもの思いを地域の方々に知っていただく努力もこれからしていかなければな

らないなというふうに思っております。 

  また、登別洞爺広域観光圏の中では、先ほどちょっとお話出てなかったのですが、実は室

蘭港に、フェリー、大型フェリーが相当入ってきていただいております。特に登別あるいは

洞爺湖、そして羊蹄山麓、そちらのほうに停泊した大型フェリーからバス何台も利用させて

いただいて、それぞれの地域、遠いところでいきますと札幌あるいは岩見沢、こちらのほう

まで行っている部分もあるようでございますが、特にこの胆振圏域、東部のほうはまだ若干

そこまで行ってないようですが、西部、さらには羊蹄山麓、そちらのほうまでこの大型フェ

リーで来訪された方々をいかにおもてなしでお迎えするか、そういう取り組みも実は圏域で

いろいろやらさせていただいております。 

私どもの町も相当数のバスが導入されて、お客様も中島方面へも足を延ばしていただいて
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いる。そのための基盤整備と言いましょうか、それは今後ともしっかりそれぞれが取り組ん

でいかなければならないなというふうに思っております。 

  また、今回、羊蹄西胆振の中で、災害時の相互支援協定、そんな中で、昨年９月の胆振東

部地震の発生後、全道的にブラックアウトになってしまった。お互いに水の供給あるいは油

の供給、供給と言いましょうか、これが、それぞれの町が大変な目に遭ってしまったと。全

道的に大変な目に遭ってしまったので、これを一つの教訓としてこの次の災害にその辺は備

えていこうというお話し合いも実はさせていただいておりますので、災害があったときには

お互いに助け合おうという今スタンスで動いておりますので、あとこれからも活動は続いて

いくわけでございますが、その中で、また新たな良い方策を見出していければと、そのため

にはいろいろやはり皆さんと連携をしていかなければならないというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、羊蹄西胆振広域連携、婚活ということですので、年齢制限なけれ

ば、私も参加したいと思いますので、お声をぜひかけていただきたいと思います。あと、後

ろのほうにも課長、参与おりますので、一緒に行きたいと思います。 

  次の質問に入りたいと思います。行財政運営の効率化として、老朽化や今後の活用見込み

の少ない公共施設を洞爺湖町公共施設等総合計画の中で、どのように取り組み、今後のビ

ジョンを伺いますと質問用紙に書かせていただきました。ちょうど５年前ですか、総務省か

ら財政措置を含めて公共施設管理の計画について、全国の自治体に策定要請があったときに

一般質問をさせていただきました。ちょうど答弁は、隣にいる毛利課長だったと思いますが、

そのときにまた、まだその時は洞爺湖町において策定、計画策定がなされてなかったと思い

ますが、平成27年度に策定された洞爺湖町公共等施設総合管理計画について、10カ年計画と

なっていますが、現在までの取組状況について、もう時間も押してますが、簡単に説明お願

いいたします。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 今のご質問でございますが、町でございますけれども、厳しい

財政状況が続く中、今後の人口減少を踏まえ、公共施設が老朽化し、更新時期を迎えてきて

おります。町として長期的な視点で施設の効果的、効率的な観点から地域住民、利用者の協

議のもと、廃止や統合、施設の延命化を進めるという計画でございます。 

議員おっしゃいました当初計画、平成27年、町の所有する建物の面積でございますけれど

も、15万2,454平方メートルでございまして、これを当時の人口9,508人で割ると一人当たり

16.03平方メートルとなります。この当時、全国の町村の平均が10.61平方メートルでござい

まして、洞爺湖町としては、全国の町村の1.5倍を所有していたということになります。 

小規模の自治体になればなるほど数値は高くなるということでございます。現在、当町で

は、この高い数字につきましては、公営住宅に占める割合が高いこと、また学校施設の避難

所指定など、一人当たりの面積を大きくしている要因ということで考えております。また、

平成28年に個別施設を10分類しました実施計画を策定しており、現在３年が経過する中、令
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和２年度以降には、本格的に公営住宅、学校施設の解体等が予定され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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、洞爺湖町についての一人当たり16.03平米ということでございま

すが、ちなみに周辺自治体、西胆振だけで結構でございますが、数字あると思いますので、

伊達市、室蘭市、また壮瞥町、豊浦町の数字、その当時で結構でございますがお伺いします。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまの質問でございます。当時、総務省より発表されてい

るものの数字でございますけれども、壮瞥町が23.5平米、豊浦町が21.6平米、伊達市が6.2、

室蘭市が5.8平米ということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今のお話だと、やはり計画当初、平成27年度ということで、一人当た

りどうしても壮瞥町、豊浦町が多いと。改めて、小規模自治体になればなるほど、当然数値

が高くなるということでございますが、策定から、平成27年ですから、計画策定から３年あ

まり経過しているところでございますが、もう少し具体的な、施設がどのようになっていく

か、また全体的な進捗状況というのをお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 計画から３年ということで、具体的な数字を申し上げます。実

施計画を策定しまして、平成28年度には、洞爺高校の取り壊し、マイナスでございますけれ

ども、2,299.07平米、また洞爺の公民館470.27、そのほかに高台にあります教員住宅等を取

り壊しております。逆に、プラスの要因としましては、定住促進住宅等を建設している状況

でございます。 

また、平成29年には、解体を目的としまして洞爺サンシャインの取得等、教員住宅の取

り壊し等がなされております。また、平成30年、昨年でございますけれども、洞爺のほう

におります英国青年の方々が住んでおりました住宅等が取り壊し、逆に洞爺保育所、月浦

運動公園、月浦、すみません、月浦の運動公園の取得等の新しい施設がプラスになってい

るところでございまして、現在、先ほど9,500言いましたけれども、人口減少が現在、今年

の３月末現在で8,753人で計算しておりまして、これらの面積、３年間のプラスマイナスを

増減いたしますと、15万2,193平米でございます。面積的には、当初計画時からほとんど変

わっていないというような数字でございます。これを人口で割りますと、一人当たりの面

積が17.38となり、増加しているというのが現状でございます。また、これにつきましては、

解体を目的とした一時的な取得もございますけれども、令和２年度以降に計画的な処分、

解体等を進める予定となっております。 

  以上でございます。 
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○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、具体的に平成28年、29年、30年ということで、取り壊しのほうが

ある程度多かった中で、３年振り返ってみると16.03平米から17.38という形になってきてい

るということで、これはサンシャイン等の旧ホテル取得など、いわゆる解体売却を目的とし

たということで、一時的な財産取得もあることですから、一過性だとは思いますけれども、

いずれにしても一人当たりの面積は増えているというところでございます。 

公共施設の老朽化が進んでいく中で、税収減に加えて扶助費の増大が見込まれていく中、

更新修繕費用のやはり確保というのが急を要するということだと思います。 

少子高齢化による人口構成の変化、洞爺湖町においては、４月現在で8,801名ですか、世

帯数も4,915、国立社会保障人口問題研究所のほうから資料引っぱってきましたら、21年後

の2040年には、洞爺湖町、推計で5,345名ということで、今のおよそ６割の住民、４割の方

がやはり亡くなっていくという形になります。21年後、私、今58ですから、ちょうど79。そ

うすると80歳前後ぐらいになってくると、確かに今行かれて、自然現象、あるいは社会現象

にあるにしても、４割の方が亡くなっていくと。そうすると、そしてその65歳以上の高齢化

率というのは、この人口問題研究所から引っぱってきましたら52.5％と。昨日、次長のほう

から高齢化率四十一、二ということだったので、そこから行くと10％、もうやはり二十何年

間で10％以上。ということは、10年間で５％以上の増加、高齢化率が増えていくと。 

このことは、いわゆる人口一人当たりの公共施設の床面積の増加とも合わせて、やはり公

共施設を維持する負担が増加するということを意味すると思うのです。そういった面で、や

はり自治体の公共施設のこの課題というのは、いわゆる静かに忍び寄ってくる病魔みたいな

もので、言葉を変えれば、自治体の中の時限爆弾みたいなものなのです。音もなく、本当に

じわっじわっと来ると。気づいたときには、大変な負の遺産もあると。ですから、造れ造れ

という話だけではなくて、やはりこの人口に対して、ある程度横を見ながら、前を見ながら、

後ろを見ながらなのかもしれませんが、やはりこの公共施設管理、公共施設マネジメントと

いうのは、本当に大事になってくると思うのです。 

そういった面で、今、３年経過したわけですけれども、これから、今後の公共施設管理計

画のスケジュールはどうなっているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 今後のスケジュールということでございます。計画から令和に

入りまして元年、令和２年になりますと前期５カ年というぐらいのところで現在計算してお

ります。 

令和元年には、これから解体事業が始まっていきます。先ほど言いました洞青寮の売却を

進めている、また洞爺の第三寮というものの解体、月浦公営住宅３棟の解体、令和に入りま

すと、令和２年度に入りますと、旧洞爺湖温泉中学校の大きな学校の解体工事が始まってき

ます。また、翌年以降につきましては、清水の公営住宅９棟、緑沢の６棟、政策空き家でご

ざいます。これらについても解体される予定でございます。計画から前期５年が終了となり
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ますけれども、この時点で再度、人口減も著しいものですから、再度計画を見直しを検討し、

一番重要であります次世代に負担を残さない、効率・効果的な洞爺湖町公共施設総合管理計

画の見直し策定に当たっ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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、細かくスケジュールについてお伺いしました。壊すところは壊し

ていくと。そしてまた、先ほどあった、北海道北東北の整備の高砂貝塚のほうは、これはも

う整備していくわけですから、あるいは、今あります、中島にあります森林博物館、これも

ある程度拡張していかなければいけない。そういった面では、効率良く、稼げるという言い

方は変ですけれども、稼げる行政の施設というのは、やはりある程度広げていくと。そして

また、取り壊し、負の遺産、今、部長、いみじくもおっしゃったように、将来負担、このこ

とをやはり意識していかなければならないと思います。 

公共施設というのは、取り巻く環境は大きく変化していくと。その施設機能の変化への対

応と、そしてまた災害時の避難場所の再検討といった課題も顕在化していくと思います。ぜ

ひ、地域特性に応じた適切な公共サービスの提供と、安定した財政運営と連動させながら、

管理活用する仕組みに目配せしながら、次世代に負担を残さない、効率・効果的な公共施設

マネジメントを、実施計画の見直しを織りませながら推進していただきたいと思います。 

  町長のほうから一言あれば、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいまの洞爺湖町公共施設等総合管理計画、これはもう、しっかり

やはり取り組んでいかなければならないというふうにも思っております。 

特に、私どもの町は、災害に遭遇する場面が多いということから、やはりそれにも備えて

いかなければならないだろう。かといって、地域の方々が、例えば何々をしたい、何々をし

たいというときに、うちの町は集会所も小さな集会所でございますが、それぞれの地区に集

会施設もあると。こういうのも一つ総合的な施設と言いましょうか、そういうものも検討し

ながら、地区の方々とお話し合いをしていかなければならないだろうというふうに思ってお

りまして、今ある施設を、それを撤去する。例えば公営住宅にしてもそれを壊すだとかとい

うことになりますと、相当のやはり地域住民の皆様と汗を流さなければならないかなという

ふうにも思っておりますので、洞爺湖町公共施設等総合管理計画だけの問題でなくて、行財

政改革ですとかそういうものとも連動しながら、そして大きくは洞爺湖町まちづくり総合計

画と勘案しながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、９番、下道議員の質問を終わります。 

  ここで休憩といたします。開会を11時５分といたします。 

                               （午前１０時５３分） 
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────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時０５分） 

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

○議長（大西 智君） 引き続いて、一般質問を行います。 

次に、６番、五十嵐議員の質問を許します。 

６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ６番、五十嵐でございます。今回は、改選後最初の一般質問でござ

います。今回は、人口減少対策と増加する外国人への対応を２件について通告に従いまして

順次質問をさせていただきます。 

  まず最初に、人口減少対策についてでございます。町長は、今年度の町政執行方針の中で、

冒頭、洞爺湖町の人口が約8,800人となり、毎年度200人ほどが減少していると指摘をされて

おられます。また、企業の従業員不足、人手不足やひとり暮らしや外出がしにくい高齢者が

増加しているなど、地域社会をいかに維持し、将来につなげていくのかが喫緊の課題である

という形で所信を述べられております。 

大都市圏以外の日本のほとんどの自治体が、この人口減少という課題に直面しているわけ

でございますが、このようなことから、将来消滅する自治体が出るのではないかという危機

的なことから、地方創生が今、国策として進められているという状況であります。 

ちょっと参考までですが、日本に47都道府県ございますけれども、簡単にちょっとご紹介

させてもらいますが、人口が増えているところは７、都道府県とありますので県として表現

させていただきますが、７県ございまして、その中でも人口の増減というのは、皆さんご存

じだと思いますが、出生、要するに生まれること、それから死亡、亡くなること、この自然

増減ということと、地域への転入・転出という社会増減という二つの要素で人口の増減が決

まるということになっています。人口が増えている七つの県につきましては、自然増、社会

増と、両方共増で人口が増加しているのは沖縄県のみでございます。それと、自然は減なの

ですが、社会増で、結果的に人口が増加しているのはまさに首都圏でありまして、埼玉、千

葉、東京、神奈川、愛知、福岡、この６県で、合わせて７県が人口が結果的に増えていると

いうことでございます。 

一方、人口が減っているところは、自然減、しかし社会は増なのですが、結果的には自然

減のほうが多いものですから、人口減につながっている県が８県ございます。これはもう読

み上げませんが、残りの32の県につきましては、自然減、社会減、両方とも減の中での人口

減でございます。北海道もこの、残念ながら両方とも減というエリアに入っております。 

道内で見てみますと、札幌は人口増加ということでございますが、地域を見ますと東川、

それからこの近辺ではニセコが増加しているというふうに伝えられておるところでございま

す。当町も、例外なくこの課題に直面しているわけでございますが、町長もこの人口減とい

うのが最大の課題に据えて置かれるのかなというふうに思いますし、また、簡単に解決でき
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る問題ではないのだということも認識されてると思いますし、私も十分そのことは理解した

上で質問させてもらっているところでございます。 

そこで、一歩一歩、少しでもこの人口減少を食い止めるために、前を進めていくためには、

やはり現状がどうなっているのか、しっかり状況がどうなのかということをやはり最初に把

握する必要があるだろうということでございまして、まず最初に人口減の現状を把握し、再

度課題を抽出する必要があると思いますが、合併時と比較して、人口の状況はどうなってい

るのか。できたら旧町村別に自然減、社会減の状況、また産業別に事業者及び従事者の状況

はどんなふうになっているのか。まず最初に、この点につきまして答弁をお願いしたいと思

います。 

○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） 人口の状況につきまして、当町の住民基本台帳による本年３

月31日現在の人口につきましては、8,753人となっており、合併時の平成18年３月31日現在

と比較いたしまして、21％減の2,390人が減少しているというような状況でございます。 

  自然減と社会減の状況でございますが、合併後の旧町村別に集計はされておりませんけれ

ども、出生、死亡に伴う人口の動き、いわゆる自然動態ですけれども、町の全体におきまし

て、合併時の平成18年度が28人の減、平成30年度が116人の減となっており、出生数が大き

く減少しているというものと考えております。また、転入・転出に伴う人口の動き、社会動

態ですけれども、平成18年度が252人の減、平成30年度が９人の減となっており、転入と転

出の差が少なくなってきているというような状況でございます。 

  産業別の関係でございますが、事業所企業を対象とした経済センサスの調査による産業別

の状況なのですけれども、直近の平成28年調査と合併時の平成18年調査を比較いたしますと、

全体の事業所数及び従業員数は約21％減少しているというような状況でございます。産業別

では、農業、漁業など、合併時と比較すると微減、近年では横ばいの状況が続いております

が、建設業や製造業の従業者数は、合併時と比較しまして、約40％減少しているというよう

な状況でございます。 

  宿泊業、飲食サービス業においては、合併時と比較しますと減少しておりますけれども、

近年、観光入り込み客数の要因から増加傾向にありまして、医療、福祉の従業者数において

は、合併時と比較いたしますと、７％増加しているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） いろいろ調査をしていただきまして、ありがとうございました。今、

説明していただいた中で、私もこの推移について、事前にこの質問する中で、推移の特徴を

見定めるために、実は前もって今調べていただいた資料を提出していただきまして、私なり

に前年、年度ごとに前年対比でどれくらい変化しているのか等をいろいろ調べさせていただ

いております。その中で、今、人口動態で自然減、社会減の説明がございましたが、この中

で、小さなことなのですけれども、職権による増減という項目がございましたが、この職権
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による増減ということをちょっと説明願えますか。 

○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） 職権による増減については、住民、外国人の登録者がいなく

なった場合とか、国のほうからそういう国のほうに帰ったというような状況のときに法務省

から連絡があったもので、主にそういうものが最近では多いというような状況でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） そうしますと、もともと数として、増えたり減ったりということで

すから、その人口の中にカウントする要件として、もともとあったというふうに考えて良い

のですか。これ、外国人に限ったことなのですか。 

○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） この職権による増減については、外国人に限ったことではな

くて、一般の日本人も含めた中での増減ということになっております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） そのことは、人数的に大きな差がないので、それは良いとしまして、

私なりに調べた中で、次の質問に移ってまいりたいと思いますが、できたらこの人口動態も

大変だったと思いますが、推移という意味では年度別に自然、社会の増減がわかればもっと

良かったかなというふうに思っております。 

それは次回というか、この次でも構いませんけれども、そこで２番目の質問ですが、今、

説明を受けた中で、それぞれの特色的な変化等を踏まえて、その変化した要因、原因をどの

ように捉えているのかということの質問でございますが、最初に、私もさっき申し上げまし

たように、自分なりにこの数値を見て加工したりしながら、気がついた点を何点かちょっと

申し上げますので、それも含めて答弁をいただきたいと思うのですが、まず虻田地区の平成

24年度末で、減少数が通常、通常というか最大で200、少なくても100以上の減少がある中で、

24年度だけ２桁、36名、前年に比べて36名の減でしかない、少ないほうが良いことなのです

が、数字としてどうしてこんなことになっているのかということがちょっと疑問なので、そ

のことが１点。 

それから、洞爺地区におきまして、合併１年後の減少が、洞爺地区は２桁の減少なのです

が、この最初の年が合併の次の年の年度が61名と一番多い現象になっている。このことが２

点目。 

それから、同じく洞爺地区ですが、30年度末、だからここの3月31日になりますでしょう

か、今年度の。その年が前年度と比べて逆に19名増加しているのです。全ての前年比較の中

で、残念ながら増加しているのはこの１カ所、１カ所というかこの１点だけなのですが、こ

の要因がどうなのか。ある意味では、逆に来年がちょっと楽しみなところもあるのですが、

それもちょっとお答えいただきたいということです。 

それから、自然減の傾向はどんどん、減少幅が増えているということで、これはいたし方

がないかなというふうな気がしていますが、社会減がこの差が少なくなってきているという
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ところから、この社会減は落ち着きを見てきたと考えて良いのかどうか、この辺の見解もお

伺いしたいと思います。 

それから、産業別の中で、18年と28年の比較をしていただいてますが、先ほど説明があっ

たように、多いのは卸小売業で47件、宿泊、飲食の25件、建設業の20件というふうになって

いますが、実は事業所の減少がそのまま従事者の減ということではなくて、実は製造業は事

業所数はほとんど変わってないのに、従事者数だけが一番減っているのです。この辺が、

ひょっとしたら各産業別の事業の規模によってきっと違うのだろうなというような推測がさ

れるのですが、この要因と言いますか、どうしてそういう形になっているのか、ちょっとい

くつもの並べて恐縮なのですが、その辺も踏まえた中で、２番の件に関しての答弁をお願い

いたします。 

○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） まず、変化した要因という部分におきまして、全体的な部分

なのですけれども、合併時の人口から、2,390人が減少しているところなのですけれども、

その大きな要因としては、全国的な問題となっております出生数の減少と都市圏への転出と

いうふうに考えているところでございます。 

また、人口動態から見た変化といたしましては、合併時は圧倒的に転出超過による社会動

態の減少が多かったというところですけれども、近年では自然動態の減少のほうが多くて、

転入・転出の差が少なくなってきているというような状況です。転入・転出の差が減少した

要因といたしましては、新たな福祉施設の開設と、あとは観光産業の活性化による雇用創出

並びに定住促進が図られたのではないかなというふうに考えているところでございます。 

細かく虻田地区の部分で先ほど36人の減少に留まっているという部分なのですけれども、

町全体で考えますと、その年においては、毎年180人程度減少している中で平成25年度にお

いては全体で86人の減少となっているところでございまして、その要因といたしましては、

平成24年７月の住民基本台帳法の一部改正に伴って平成25年７月から外国人住民に対しても

住民登録されることによるものというふうに推測されます。 

洞爺地区につきましては、平成19年３月31日現在の人口とその前年の同月と比較いたしま

して、合併後最大の61人が減少していると先ほどおっしゃっていただきましたけれども、そ

の要因と思われるのが、平成18年３月31日に洞爺地区高台にございました小学校の統廃合に

よりまして、教職員などの転出による影響かというふうに推測されます。また、本年３月31

日現在の洞爺地区の人口と前年同月と比べまして、合併後初めて19人が増加したということ

なのですけれども、この要因につきましては、昨年11月に開業したホテル従業員の転入によ

るものというふうに考えているところでございます。 

  あと、産業別の部分についてでございますけれども、事業所数がそんなに変わらなくて従

業員のほうがかなり少なくなっているというような部分においては、会社がこれまでこの13

年ぐらいの間に、いろいろ倒産とか閉鎖とか、そういう部分があった中で、設備投資が少な

くなって雇用の縮小につながっているのかなというふうに考えているところでございます。
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そのほか、公共事業の縮小とか、景気の低迷とかというのが、その期間の中にあって、そう

いう部分で縮小していっているのではないかなというふうに推測されます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） それなりに、やはり当たり前の話ですが、そういうことがあってこ

ういう数字が出ているということなので、改めて年度年度、その数字を押さえていくという

ことの大切さがわかったような気がいたしますし、そう説明を受けると、やはりそうだった

のか、なるほどなと納得するところがございます。 

そこで、これを基づいた中で、次の質問に移ってまいりますけれども、またこの執行方針

の中でも人口問題に対応するために、町長は産業の振興、子育て支援策の拡充、生活基盤の

整備、住宅政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が図るとともに、

これまで取り組んできた成果や課題を検証、反映し、第２次まちづくり総合計画の実現に邁

進するのだというふうに述べられております。 

これまでも人口減少問題に対処する策をいろいろ講じられてきたと思いますけれども、先

ほど申し上げましたように、やはりその各施策を検証し評価して次につなげていくというこ

とでございますから、せっかくこのような、ちょっとしたまだ簡単な分析ではありますが、

こういう結果を踏まえた中で、その成果や課題をどう評価されているのか、まずそこをお伺

いしたいと思います。 

○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） 成果と、部分なのですけれども、人口減少問題に対処するた

に平成27年度「まち・ひと・しごと総合戦略」を策定しまして、人口減少の抑制と雇用の創

出による好循環の確立を重点といたしまして施策を展開してきたところでございます。具体

的な事業で申しますと、雇用の創出については、チャレンジショップ支援事業によりまして

企業者が増加し、ワンストップ窓口サービスについては、相談件数が年々増加して定住に結

びついているというような状況でございます。 

  また、空き家バンクにつきましては、不動産の売買に至ったケースが34件ありまして、問

い合わせも非常に多くなってきているというようなところでございます。 

移住定住につきましては、洞爺地区にあります定住促進住宅は16戸全て入居されておりま

すし、子育て支援応援住宅も、４戸でありますけれども、全て入居されているというような

状況でございます。 

  さらに、以前単身住宅として活用しておりましたオアシス18、ホープ21につきましても、

平成28年に入居要件を見直しまして、複数の世帯員がいる場合でも入居可能ということに

なったことから、それぞれ18戸全て入居されているというような状況でございます。 

  子育て支援対策につきましては、医療費助成拡大支援や、平成27年度より出産祝い金支給

事業を実施いたしまして、教育における家庭と地域連携の視点からも地域未来塾などを行っ

ておりまして、子どもを持つ親御さんからは、大変喜ばれているというようなところでござ
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います。 

  町といたしましては、これら施策を展開したことによりまして、人口減少が加速する中、

一定の歯止めをかけられているもの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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 全く施策を否定しているわけではありません。本当に頑張っていた

だいて、何とか食い止めようということで施策を打たれていることは十分に理解をしている

ところでございます。 

執行方針に対しての何か質問みたいになってしまいましたけれども、町長のほうで今、こ

のいろいろ施策を展開した中で、一生懸命やっておられるのはわかるのですが、なかなか歯

止めがかからない部分、この辺も含めて、その施策に対する評価と今後にどうつなげていく

かについてもちょっと伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） これまでいろいろな施策を講じてきたわけでございますが、特に自然

増減に関しましては、年間、やはり非常に、177人の差があるくらい、やはり高齢化率が高

くなってきているのかなって、私事でございますけれども、同世代の方々がここ３年間で５

人亡くなってしまっている。それも、もう短い期間で亡くなってしまったというふうなもの

もありまして、何とか本当に長生きしてもらいたいなという思いでございますが、こればか

りはどうしようもないかな。ただ、自然増減だけでなくて、今おっしゃっていただいていま

す社会増減、こちらのほうは一時期はやはりかなり厳しい、噴火災害以降もかなり厳しい時

期があったわけでございますけれども、ここ数年、何とか落ち着いてきているかなというふ

うな思いがあります。 

それで、執行方針あるいは今までのいろいろな施策の中で、私どもの地域は観光産業と医

療・福祉のツインタワーで、何とかこのまちおこしをしていきたい。いろいろな企業等にも

今まで、これまで、いろいろなところでアピールをさせていただいたわけでございますが、

どうもやはり地震のあるところ、あるいは噴火災害があるところについては、企業としては

なかなか厳しいというお話をいただいております。 

そんな中で観光産業、今回も洞爺のほうに新しく用途変更してホテル業が開設されました。

また、月浦に新しく、今まで閉館だった施設がホテルを再開すると。７月の１日に何か内覧

会を催したいというお話もあるようでございます。将来的には、やはり洞爺地区にもう１件、

いこいの家あるいはサンシャイン跡地に、これも先の行政報告で報告させていただきました

が、何とか覚書を提携できるようなところまで今来たということもございまして、こういう

産業がやはり伸びてくれれば、定住人口にも歯止めがかかるのかなというふうに思っており

ますが、いかんせん、来てくれた方々がしっかりこの町に古くから住む方々と仲良くやって

いけれる、そういうふうなものを行政としてもしっかりこれから後押しをしていかなければ

ならないのかな。なかなか来たばかりの方と、以前から住まれておられる方と、地域住民の
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中でいろいろなトラブルも発生したというお話も聞いておりますので、そこら辺は何とかう

まくいく方法を見出していかなければならないなというふうにも思っております。育った環

境と、そしてこれからやろうとするところで、いろいろなギャップがあるのは我々も十分承

知しているつもりなのですが、ただ、そこら辺の溝をやはりしっかり埋めていかなければな

らないなというふうにも思っております。 

  ともあれ、この人口減少問題は、社会的大きな要因でございますが、その流れに逆らうわ

けではない、逆らうわけというか、この逆行を本当にチャンスに変えていく、そういう手段

を行政だけでなくてやはり皆様方のお知恵も借りながら邁進していかなければならないなと

いうふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 先ほどの分析や今町長のお話の中でも、外国の方の、何と言います

か、位置づけと言いますか、受け入れ方によって、何か大きな人口減少問題等も含めていろ

いろな鍵を握っているような気がいたします。それは２番目の対応のところでまたお話をさ

せていただきますことにしまして、この人口減少の最後の質問になりますが、人口減少を食

い止めるのには、やはり住み続ける、それから働き続けることができる町にしていくという

ことがやはり一番の重要なことになるのだろうと思います。 

繰り返し同じような答弁になるのかもしれませんが、少しでもこの傾向、減少傾向を和ら

げていくためにも、しっかりとこの分析をした中で、現状を把握し、分析し、今までの施策

なんかもしっかり評価しながら、次に進めていくということが必要でしょう。新しい施策ま

ではちょっと見つけるのは難しいかもしれませんけれども、今までやってきた施策の中で、

もっと力を入れたほうが良い、もっと優先させたほうが良いというのがひょっとしたらある

かもしれません。もしその辺で見解があれば、４番目の質問としてお答えをお願いしたいと

思います。 

○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） 現状分析の中で、洞爺地区においては、これまで移住定住を

見据えた定住促進住宅や保育所の建設、あとは公園整備などの事業を展開しまして、民間事

業者による福祉施設の開設、あとはホテルなどの営業が開始されたことによりまして、人口

減少が食い止められているというふうに思っているところでございます。また、産業別の状

況において、医療・福祉分野では、今後も一定の需要増は見込めるというふうにも思ってお

りまして、新たな雇用創出の可能性が高い分野でありまして、また、観光分野においては、

恵まれた観光資源を最大限に活用することによってこれまで以上に交流人口を増やし、雇用

創出を図ることができるものというふうに改めて感じているところでございます。 

  これら中心となる分野と、農業、漁業、商工業などの産業が連携することによりまして、

町全体が経済の好循環を生むよう取り組みを進めまして、地域ごとのデータを参考にしなが

ら、三地域の特性にあった振興策の充実を図り、いつまでも住み続けたいと思える安心・安

全な町まちづくりを進め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。 
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  今後につきましては、総合戦略の計画期間が今年度で最終年を迎えるということでありま

すから、これまでの施策に対する効果検証した上で、次のステージに向けて取り組みを検討

する予定で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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 人口減少については、これで質問終わりにしたいと思いますが、こ

の洞爺地区の19人というのが何かすごく光って見えまして、プラスになったことがとても今

嬉しく思っているのですが、もう少し深く掘り下げていくと、確かに福祉施設、失礼、ホテ

ルの開業で従業員ということも要素として多分大きいのだろうと思いますが、いろいろな住

宅の政策もありました。それと、やはり住みやすさと言いますか、確かに買い物が不便だっ

たりすることはございますが、景観も含めてやはり住みやすさ、住み続けたいと思われる地

域、良い地域ではないかなということも、これはなかなか数字に表れないかもしれませんけ

れども、住みやすさや景観の良さというのも、ひょっとしたら鍵になるのかなというふうに

思いますので、その辺も大事に施策の中に組み込んでいけたら良いのかなというふうに感じ

ているところでございます。 

  次の、外国人への対応についての問題、質問に移ってまいります。最初の質問でも、人口

減少の解決には地域産業の振興が重要な一つであるということですが、日本の人口減少に、

この当町もそうですが、歯止めがかからない状況の中で、ある程度外国人に依存するという

ことが、人口面でも仕事の面でも、ひょっとしたら必要なのではないかな。観光なんかはま

さにインバウンドの方によって、維持されているといっても過言ではないような状況になっ

ているわけです。そういう意味では、観光で訪れてくださる方に対してはおもてなしという、

そういう気持ちで対応する必要がある一方で、先ほども町長申されておりましたけれども、

いろいろ住民とのトラブル等も考えられることから、研修で訪れる方、あとは移住などで当

町にかかわられる外国の方については、やはり法律であるとか、条例とかのしっかりマナー、

ルール守っていただくという、毅然とした対応も必要なのだろうというふうに思います。 

  そこで、まず最初に、洞爺湖温泉を訪れている観光客の方は70万超えということで理解し

てますので、それ以外で当町に滞在する外国人の方々はどんな形で住まわれていて、どれく

らいいらっしゃるのか、その把握されているかについて伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 説明に少しお時間いただきたいと思います。 

  令和元年５月末現在における当町の住民登録者数でございますが、116名でございます。

虻田地区40名、洞爺湖温泉地区59名、洞爺地区17名となってございます。出身国別では中国

が35名と最も多く、その他台湾、ベトナムなど計15の国、116名となってございます。先ほ

ど企画防災課長も触れておりましたが、平成24年７月９日より住民基本台帳法の一部が改正

され、外国人住民の利便の増進及び市町村の行政の合理化を目的として、外国人住民を住民

基本台帳制度の適用対象に加えられたところでございます。外国人住民に係る住民票の記載
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事項は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主の氏名及び職柄のほか、外国人住民特有の記

載事項として、国籍地域、在留資格、在留期間等、在留期間の満了の日、在留カード等の番

号、法第30条の45に規定する区分が住民票に記載されることとなり、この中では詳細の事業

とか勤務先までは把握できないのが現状でございます。 

  次に在留資格別になりますが、経営管理、これは企業等の経営者、管理者等でございます

が１名。教育です、高等学校、中学校等の語学教師等が１名。技術、人文知識、国際業務、

これは機械工学等の技術者等通訳、デザイナー、語学講師等が30名。興行、これは俳優、歌

手、プロスポーツ選手等でございますが４名。技能、外国料理の調理師、スポーツ指導者等

が９名。技能実習生でございますが29名。永住者、永住許可を受けた者が10名。日本人の配

偶者等日本人の配偶者実子特別養子が４名。定住者、日系３世外国人配偶者の連れ子等が１

名。特定活動、これは外交官等の家事使用人、ワーキングホリデーで来られている方が22名。

家族滞在、これは就労資格等で在留する外国人の配偶者・子で５名となっております。 

  次に、当町に住民登録をされている外国人の推移でございますが、平成25年３月31日現在

では67名となってございます。平成29年度末では102名、平成30年度末では89名、平成31年

度末では97名となり、増加傾向となってございます。また、平成30年12月14日、出入国管理

及び難民認定法及び法務省設置法の一部が改正、これは平成31年４月１日施行されてござい

ますが、特定技能１号及び特定技能２号の在留資格が新たに創設されたところでございます。

洞爺湖町においては、４月１日以降、この新たな在留資格で住民登録されている方はござい

ません。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 詳しく説明をしていただきまして、ありがとうございました。 

これは、現実を知るということで、まずこれを踏まえた中での次の質問に移っていきたい

と思いますが、今、言っていただいた数字、できたら後で結構ですので、一覧表にできてい

るのであれば、私だけではなくて皆さんにぜひ配っていただきたいのと、人口の推移のこと

も企画課長、また表として後でいただければ幸いです。 

  それで、２番目の質問に移りますが、今、出入国管理法の云々ということで、この質問に

もありますが、もう当町ではこの出入国管理法の改正での受け入れはないということですの

で、この件については良いのですが、各産業で労働力不足が今問題になっています。３月の

一般質問でも同僚、同僚と言いますか、議員のほうから漁業関係でこの辺の質問があったと

記憶しておりますけれども、この研修制度に基づいた受け入れ、これに関してどのように行

政としてかかわり合いがあるのか、それともただ、何て言いますか、この入管法でなければ

監督指導ということはなく、民間のそれぞれの事業者が仲介業者等通じて対応しているのか、

この辺について質問させていただきます。 

○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） 外国人実習制度に基づきました受け入れについてでございま
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す。現在、管理団体を通じ、漁業関係ですけれども、管理団体を通じて漁業者が直接受け入

れをしている状況でございます。外国人研修生の先ほどの内訳なのですが、農業で４名、漁

業で13名、残り10名につきましては把握はできておりませんが、観光関係だというふうに認

識しております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） これは今後のことで、おそらく入管法のもとで改正の入国管理法の

改正のもとで受け入れが増えてくるとしますと、先ほど説明がありましたように、在留資格

の特定１号、２号で滞在期間が長期化してくれば、社会保障での対応ということになります

と、行政がひょっとしたら絡んでくることが当然将来的に考えられるわけで、このグローバ

ル化の時代の中で、我々の、最初、冒頭申し上げましたように、私たち町も外国の方々の受

け入れを通して、一つの発展と言いますか、町を成り立たせていかなければならないという

状況にもなってくるのだろうなという、将来的に。そんなことから、現在いないということ

ですので良いのですが、今後ともそういうことがありうるということで、その節にはしっか

りと対応をしていただきたいということをお願いいたしまして、次の質問に移らさせていた

だきます。 

  昨日の景観条例に関する質問の中でも、外国資本による不動産の取得ということが指摘さ

れておりました。恐らく購入することに関しては、法的な制約というのがひょっとしたらな

いのかもしれませんが、一応、ここにとり上げさせて、通告させてもらってますので質問さ

せていただきますが、外国資本による不動産の取得が積極的に行われる傾向にありますが、

法的制約がないのかどうか。また、それに、取得に伴って当町にかかわる税務上の課題等が

ないのかということの質問でございますが、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） １点目でございますが、海外資本による不動産取得に関する法的

な制限の関係でございますが、端的に言いますと法的な制約は現在ない状況でございます。

昨日も申し上げましたが、国土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、都市計画区域外につきましては１万平米以上の取引があった場合、私たちに届け出があ

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） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 税務上における課題に関しましては、不動産取引にかかわる

所有権の移転につきましては、法務局から登記済み通知書により所有者の変更を確認してい

るところでございます。また、賦課の際には、外国資本の法人や外国人との区別というもの

がなく税額が決定されており、納付書につきましては、登録住所へ送付をしており、外国資

本の法人については、国内に住所があるか、または納税管理人の連絡先が国内となっており

ます。これまで問題は発生していない状況でございます。 
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一方、個人のケースにつきましては、これまでは対象はございませんでしたが、国外に住

所を有し、納税管理人の申請がない土地所有者が本年度より４件ございます。現在、北海道

からの情報提供をいただき、納税管理人の指定に向け、事務を取り進めているところでござ

います。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 取得に対しての法的な制約がないということで、これは国のことに

なりますので、ここでとやかく話すわけにはいきませんが、やはりルールと言いますか、そ

の後の開発行為等、その辺が杜撰になると、本当に地域としても困るわけでございますので、

それがひょっとしたら景観条例でしか防げないのかなというような気もいたしますので、景

観条例も今進めているようでございますので、一刻も早くその辺も進めていっていただきた

いということと、確かにニセコ、倶知安の地価が大変上昇しているというのも、この辺の不

動産の取得と関係しているのだと思います。その流れが、留寿都、それから洞爺にと移って

くるような状況がございますので、この辺もしっかりわきまえた上で対応していかなければ

いけないのだろうというふうに思っております。 

あと、税務上のことで滞ってないということですので、今問題ありませんが、その４件に

ついては、しっかりと対応していただいて、納めていただくものはしっかりと納めていただ

くということで手続を進めていっていただきたいと思います。 

  ここで、最後の質問の４番目に移っていきますけれども、やはり外国の方を受け入れると

いう、もう必要性がありますので、かと言いながらも私たちの生活もしっかり守っていかな

ければならない。そんな葛藤の中での質問になろうかと思うのですが、洞爺地区にも外資系

のホテルがオープンし、道の駅周辺を中心に外国人観光客の姿をよく目にいたします。民間

による対応が原則なのかもしれませんけれども、町として何とかかかわっていただけないか

というのがこの質問でございます。 

この件につきまして、オープンしたホテル以外でも、先ほど町長がおっしゃられました、

ちょっとしばらく先の話ですがサンシャインといこいの家の跡地を活用した企業誘致でまた

ホテルもできるということになりますと、洞爺地域での外国の方のにぎわい、それから生活

する人たちとの、悪く言えばトラブルですか、その辺が危惧されるところですので、それも

含めて答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 洞爺地区の外国人観光客増加についてのご質問でございます。議

員ご指摘のとおり洞爺地区では昨年11月に外資系ホテルがオープンしておるところでござい

ます。私も市街地で外国人観光客を見かける場面が増えてきていると、それも急激に増えて

きているなという感想でございます。この状況の中で、町としましては、住民生活と観光促

進からの対応が必要であるというふうに考えてございます。 

  まず１点目、住民生活に関する対応としましてですが、昨年、外資系ホテルオープン、当

初は外国人観光客が日本人では考えられない行動を度々とることから、地域住民の方々から
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相談が洞爺総合支所のほうに寄せられておりましたが、それにつきましては、ホテル支配人

を通じて、観光客に日本人のマナーの周知徹底を図っていただくよう依頼をしてきておりま

す。また、町の施設の指定管理者とも、外国人対応というところでマナーの周知徹底に取り

組んできたところでございます。これらにつきましては、今後も継続して取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。また、洞爺地区内の簡易宿泊所に関する近隣住民か

らの苦情につきましては、観光振興課との連絡、情報共有と連携により、経営者の改善要望

等を行っているところでございます。 

  もう１点、観光促進に関する対応に関してでございますが、観光客が、外国人観光客が急

激に増えているというところで、観光スポットへの多言語による案内表示板など、情報を正

確に伝える整備が遅れているようには感じているところでございます。これらにつきまして

は、関連します洞爺まちづくり観光協会などと、町と協会が総合費用負担を要する案件につ

きましては、その費用負担も含めまして十分に協議を進め、また観光振興課とも連携をとり

ながら事業に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

  なお、最後ですが、窓口の対応でございます。窓口における適切な外国人対応の手段とし

まして、昨年度末に洞爺総合支所を初め本庁住民課、洞爺湖温泉支所には多言語翻訳機が配

備されておりまして、日本語の会話ができない外国人の方につきましては、それらを用いな

がら対応をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今、二つの側面から説明をしていただきました。ただ、総合支所、

見付課長、本当に一生懸命頑張っていただいていると私は理解しています。 

洞爺地区の観光、確かにＮＰＯの観光協会ございますけれども、総合支所では庶務課とい

うところがその辺を担当しているようですが、おそらく地区の施設の維持管理の仕事に飛び

回っていて、観光まで手が回らないのかなという、大丈夫だ、余裕があって全部できてる

よっていうのならまた別ですけれども、おそらく端で見ていてもちょっと大変かなというよ

うな気がいたします。 

これは越権になるかもしれませんが、観光課という部署があるわけですから、いろいろ連

携してやっているということは今説明を受けましたけれども、もうちょっと、これだけ観光

客が、観光面ですが増えてきているということからして、観光課の力がもうちょっと寄せら

れても良いのかなというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖町の観光振興課、洞爺湖温泉だけでなく、温泉で完結す

るものではなく町全体を紹介してめぐってもらうことが重要と考えております。特に、洞爺

地区におきましては、自然豊かな景観の中、散策ができる公園が整備されており、洞爺湖温

泉街においてはない観光資源でもあります。観光パンフレットＬａ.ＴＯＹＡにおいて紹介

するだけでなく、観光振興課としては、ＳＮＳなどを介して情報発信を行っているところで
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ございます。また、道の駅周辺においてはレストランなども開業しており、街並み散策を楽

しめるところでもございますので、安らぎを誘う場所でもございます。洞爺湖町にとっての

大切な観光資源として認識をしているところでございます。 

  観光振興課につきましては、洞爺湖温泉だけではなく、本町や洞爺地区、地域の方々や観

光業者の方々のご意見や相談を聞きながら、町内全体の観光資源を活用して観光振興を進め

てまいります。当然、住民の方々からの情報もいただきながら、先ほど庶務課長がお話しし

たとおり、民泊に対しての外国人の宿泊の対応、そういう部分も住民とのお話を聞きながら、

これかも進めてまいりたいと思っております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 最後のお話しさせていただいて、これで質問を終わりたいと思いま

すが、増加する外国人への対応については、何かあってからではなくて、では後手後手にな

るというような気がいたします。私たちの町自体が、主体的に、積極的に外国人にかかわっ

て、モデル地区になれるくらいの対応をしていっていただきたいということと、やはり出て

きている外国の企業の人たち、先ほどトラブルの解消に向けて話し合いができたということ

ですが、やはり常に話し合いができる関係づくりをしておくということが大切かと思います。 

  全体を通して町長の意見も伺いたかったのですが、またこれは機会を新たに伺うこととい

たしまして、私の一般質問、ちょっと時間超過して申しわけございませんでしたけれども、

終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで６番、五十嵐議員の質問を終わります。 

ここで休憩といたします。再開を１時といたします。 

                                （午後 ０時０２分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

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

○議長（大西 智君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

次に、１番、越前谷議員の質問を許します。 

１番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） １番、越前谷であります。ただいまから、通告いたしました案件に

ついて、一般質問させていただきたいと思うわけであります。 

  毎回申し上げておりますが、一般質問というのは政策論争の場でございまして、理事者の

見解を求めるわけでありますが、今回は特にこの具体的な、細部にわたっての一般質問にな

る可能性も大でありますから、その点についてはあらかじめお許しをいただきたいなと思い

ます。 

  まず１点は、噴火湾の養殖ホタテ大量死対応について、理事者の見解を求めるものでござ

います。昨日の一般質問の中でも審議をされて、概ね理解をしておるところでありますが、
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ホタテというのは道内の水産物の海外輸出に向けての稼ぎ頭であるわけであります。とりわ

け噴火湾のホタテ生産量の減少は、漁業者だけでなく、加工業やら、あるいは運輸などのさ

まざまな業界に経済の影響を与えかねないわけでございます。 

この国に積極的に、現在の状況を把握をした中で、原因究明を積極的に働きかけをしなけ

ればならないと思っておるわけでありますが、昨日の答弁の中でも概ね今現在取り組んでい

る状況というの把握されておりますが、もう一度、漁業は重要産業でございますから、何と

いってもその現状の進捗状況を簡潔にご答弁をお願いいたします。 

○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） ホタテのへい死の関係でございますが、平成28年度の台風10

号被害によりへい死が発生し、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、今現在３カ年にわたり進め

ております。また、29年度にはＶ字回復しましたが、平成30年度は原因不明のへい死により、

新たに北海道のほうでホタテへい死対策会議を立ち上げ、新たな取組としまして、減耗の少

ない漁業者の調査を始め、養殖管理の管理手法について対応していくということになってお

ります。 

  平成29年度の今までの調査の中で、振動に関しまして、ホタテの施設への振動について、

一定の試験結果に基づき、振動に関する管理マニュアルが作成され、今年度に漁業者に提供

できる予定と聞いております。 

  新たな取組としましては、大量死が起こった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

ニュアル作成し、ホタテ貝の安定生産につなげる対策調査を今実施しております。これにつ

きましては、６月から開始をしております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、課長のほうから答弁をいただいておるわけでありますけれども、

過去にもやはりこのホタテ大量死、へい死というものがあったわけでありまして、その度に

原因究明、原因究明っていうことで、議会の場でも申し上げながら、やはりこの道、国あた

りに働きかけをしながら、原因究明を徹底していただきたいと、こういうその要求、要望と

いうのは、この噴火を取り巻く漁業者の方々も含めて、総意の中で道、国あたりに働きかけ

をしてきているのですが、未だになぜ、こういう大量死が発生するのか、そういった課題を

未だに原因究明というと、一体何をやっているのかって言いたいのです。というのも、今の

漁民の方々の生活というものは、今日この会場にいる方々も理解をされておる方もいると思

いますけれども、どんな経済環境にあるのかということをしっかりと受け止めていただけれ

ばならない。 

このホタテの養殖事業というのは、先ほど申し上げましたように、いろいろな産業に影響

が出てくる。そして、この地域経済の与える影響というのは大であるわけでありますから、
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何といっても昨日の町長の答弁の中にも触れておりますように、産業、主要産業、胴体は飛

行機でいけば観光だと。あとの羽、右翼については第１次産業、ごめんなさい、農業と漁業

であると。その漁業が、今どういう状況下にあるというのは、本当に行政が把握した中で、

行政そのものも対策を講じているのかという、そういう私は漁業者との意見を、声を、切な

る声です、それを聞いていると、本当に行政というのは、もっともっとやるべき点があるの

ではないかと、かように思っているわけであります。 

  先ほど、課長の中で、28年度と言いました。28年と言いました。これは、台風10号であっ

て、８月の30日に台風が発生いたしまして、このときにも大変な大量へい死になって、いろ

いろ漁業者も苦慮したのです。これは、当然そのときは台風でありますから、そのケタが揺

れ動いてどうとかこうとかという課題もあったわけでありますけれども、今回のような原因

不明の大量死というのは、過去にもあったわけです。というのは、2000年の有珠山噴火した

後に、やはり噴火湾全域がホタテのへい死問題が大きくクローズアップされて大きな課題に

なった。あのときは、２億から３億、被害を被ったわけであります。あのときも、原因究明

するのだ、原因究明するのだ、というけれども、何十年経ったらこの原因究明というのが明

確になるのですか。今の噴火湾の水質からいって。それは、今の課長も一生懸命努力してお

りますから、課長に申し上げているのではないです、これは。行政も、やはりやるべきこと

はしっかりとやるということを、まずもって伺っておかなければならないと思っております。 

この今日の、昨日の答弁などを聞いておると、原因究明に相当な時間が要すると、こうい

うことのようでございます。この問題が長引けば長引くほど、来年の出荷、あるいは再来年

の出荷等々にも大きな影響が出て、生産量の激減になってくるだろうと。 

そういたしますと、今、約、ホタテ養殖事業を行っている漁民というのは、大体34軒だと

思います。その34軒の中で、これだけへい死問題が解決されないでへい死が続くようであっ

たら、廃業しなざるを得ないという、そういう声もあります。事実、50代の方でも廃業して

室蘭に職場を求めて通っている人もおります。私は、何といっても、噴火前は約、漁業軒数

というのは68軒あったかと思います。2000年の有珠山噴火災害の前は。それが今何と34軒で

す。 

これは必ずしも後継者がいないということではない。生産量がどんどんと上がって収入も

得られれば、当然なことに後継者も増えてきます。ところが、やはり、自分に言わせると、

農業部門においてはいろいろな救済策がある。ところが、漁民のほうは救済策というのは国

全体の救済策というのは非常に薄いのではないかなと思っております。 

したがって、今頑張っている漁業者の方々の生活支援対策として、生活支援対策として今、

町が何をやろうとしているのか、その辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、まずは、先ほど担当課長から答弁もありましたけれども、ホタテ

養殖、前浜でのホタテ養殖が昭和43年頃だと思いましたけれども、それから始まって、その

前は試行錯誤でいろいろなことをやっておられたようですが、本格的にホタテ養殖を始めた
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のは、昭和43年頃、そして、平成29年に虻田漁協として、今はいぶり噴火湾漁業協同組合で

すけれども、虻田の漁協として50周年を迎えました。 

その間に、今議員もおっしゃられたとおり、2008年、失礼、2000年、平成の12年、ちょう

ど昭和52年にホタテの大量へい死があったと。そして、その後、その後すぐにだと思いまし

たけれども、貝毒、毒性が発生したということで、ホタテ養殖にとっては大打撃があったと。

だけれども、漁業協同組合を中心に、さらには漁師の方々の努力もあって、その難関を何と

か乗り越えることができた。そのときにも、国、道に対し、いろいろな意味でしょう原因究

明、調査等々をお願いしてきたわけでございます。 

今現在は、とりあえず、とりあえずというよりも、一番寛容なのは、やはり原因究明だろ

うということで、いろいろな要素が考えられておりましたけれども、気温の温暖化によって

水温が高くなっているのではないだろうか。あるいは、今まで蓄積してきた海の底が荒れて

はいるのではないだろうか。それから餌となるプランクトンがうまく育っていないのではな

いだろうか。いろいろなことが取り出されてきまして、今現在、まさに試験研究をやってい

る最中でございます。 

そんな中、昨日伊達市において、噴火湾漁業組合の方々と北海道の水産林務部委員会の

方々が懇談をしたという中で、先ほど来お話ししていると思います平成28年にかなりの台風

10号の影響で、被害があった。しかし、平成29年にはＶ字回復、若干、若干というよりも大

分持ち直した。ところが、平成30年に、また昨年落ち込んでしまった。このままでいったら、

31年、平成から今度令和元年になるわけですが、非常に漁師も厳しくなってくる。今現在、

私どもは、漁業協同組合が融資制度を設けているもの、あるいは北海道が融資制度を設けて

いるもの、こちらのほうに何とか頼みの綱と言いましょうか、生活面が維持できるような要

望もしておりますし、現実に今私どもの町でも借りてる方がいらっしゃいます。が、しかし、

借りてない方もいらっしゃる。それは、その漁師の方々の中で、やはり資金力だとか、いろ

いろな面で個々に、平均的になるようなものではないのかなというふうには感じております

けれども、何としても、やはり今生活している人方がさらにホタテ養殖業で生計を立ててい

けれるようなものにしていかなければならない。そのためには、原因究明が急務であろう。 

昨日のお話し合いの中では、ホタテの震動が一つの原因と考えられるという結果が示され

たようでございますが、これも一つの要因ということで、総合的な要因では恐らくないだろ

う。それで、漁師の方々は、今年はかごに入れる稚貝の数を少し減らして、なるべく海の中

で揉まれてストレスを溜めないようにというような工夫をしながら入れている方もいらっ

しゃるように聞いております。 

  漁業協同組合としての見解としては、昨日も、今朝の新聞にも載っておりましたけれども、

このままの状態でいったら、７割ホタテがまたへい死状態になるかもしれない。だけれども、

極端な気象条件等があれば別だけれども、今年については、何とかいけるのでないか、いけ

るのでないかというのは大丈夫でないかというお話もあったように聞いております。 

  私どもも、今現在のホタテ養殖事業について、何とかもっともっと頑張ってもらいたいと
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いう気持ちはありますが、まずは原因究明、そしてホタテ養殖事業者、私どもの町にも今漁

業者が34軒でしたか、いらっしゃる。やはり協同組合があるので、その中で一人一人が組合

員という考え方を持ちながら、困っているときにはやはり助け合うというふうなものをもっ

ともっと積極的にやってもらいたいというふうに思ってますし、それらに対して、町のほう

も何らかの形で支援ができるものであれば、考えてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、理事者の、何と言いましょうか、基本的な考え方というのか、

それとも現在吸収されておる環境を説明されたのではないかなと思うのですけれども、今、

北海道でもやはり漁業者向けの養殖のマニュアルをつくり上げると。これは２月にもう北海

道でももう組織を立ち上げて、そういうことで進めているということが新聞紙上で踊ってい

るわけであります。マニュアルができたからといって、これは試行錯誤だと思います。 

やはり、何と言っても、なぜこういう大量死が発生するのかという、後でも触れさせても

らいますけれども、この噴火湾の全海域の水質等々も含めて、どういう環境であるならばホ

タテ養殖漁業というのが延びていくのかと。私はやり方によっては、伸びしろもあると思っ

ています。今のなりであったら、もう漁業者もやりきれないということで、私は懸念、危惧

をしているのは、もう漁業辞めたわと、辞めざるを得ないわと、そういう意識になるのが一

番心配しているのです。それをクリアできるのは、今現時点で考えられるのは、何といって

も漁業者の方々の生活支援対策というものを道であるとか国あたりに積極的に働きかけをし

ていくという、そういう動きも見せることによって、行政は行政として努力されている部分

というのを認めますけれども、この生活支援対策に情熱を持って取り組んでいるのだという

ことを、やはり漁業者向けにアピールできるような、そういう動向というものが求められる

のではないかなという気がするのです。 

  復習になりますけれども、先ほど町長も激減しているということは述べておりますが、い

わゆる道産のホタテの主要産物の一つの噴火湾、この噴火湾の今期、いわゆる昨年の10月か

ら今年の５月まででありますが、水揚げ量が前期比でいくと、約７割減だと。７割減。いわ

ゆる１万8,000トンであります。これは道漁連のまとめでいきますが。今年１月の当初予想

というのは、何と２万1,000トンを見込んでいたのです。それが１万8,000トンということで

ありますから、3,000トン少ないと。噴火湾の渡島地区はどういう状況下になっているかと

いうと、これまた７割減の１万4,000トンになっている。それから、今日の新聞でも報道さ

れておりますが、噴火湾の胆振地区の昨年期の７割減で約4,300トンであると。こういう状

況下になっているのです。 

今まで、この北海道から食品の輸出額というのは、約2017年でいきますと、674億円あっ

たと。そしてこれは、中国などへの、後でも触れさせてもらいますけれども需要が高まって、

そういう状況下になっているのですが、2023年、大体４年後には、この北海道は1,500億の、

この食品の輸出を見込んでいるわけであります。しかし、この噴火湾ホタテがこれだけ減産

してくると、その見込みというのが当然確保できるわけではないと、こういうことにもなっ
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てきておりますし、それから町長、この辺の流れを理解していただきたいと思うのですが、

ホタテ貝のこの５年間のトン数を述べていただきたいと。 

それから、自分は関心を持っているのは、水産系の雑物、この処理量も大きな、自分は要

因として考えられる、考えさせられるものがあるなという、そういう認識をしておるわけで

ありますから、簡単で結構ですから、ホタテ貝は25年度は何トン、水産系雑物は25年度は何

トンということで、この５年間の推計をお聞かせ願いたいなと思います。 

○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） ホタテ貝の水揚げの状況でございますが、平成26年度は

7,093トン、平成27年度は4,149トン、平成28年度は1,591トン、平成29年度4,366トン、平成

30年度は1,841トンとなっております。雑物処理量につきましては、平成26年度は3,622トン、

平成27年度は5,739トン、平成28年度は5,267トン、平成29年度は3,910トン、平成30年度は

4,410トンとなっております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それで、なぜこういうトン数をあれしたかというと、いわゆるこの

ホタテの漁獲量が少なくなった年度というのは、雑物処理量も多いのです。このことも、

しっかりやはり認識をしていただきたいなと。 

後で生臭い話もしますけれども、やはり、これだけアンバランスな漁獲量です。ところが、

今年は1,841トン。これが来年になったら、どのくらいの数字になるかと言ったら、大体大

量へい死しているわけですから、おそらく同じくらいのトン数になるのではないのか。もっ

と増えてほしいなと思いはありますけれども、というのは、ご存じのように、成貝になるに

は３年かかるのです。そうしたら、去年も大量へい死ということになると、この３年間は減

収です。収入はほとんど激減する。 

こういうことになるわけでありますから、いわゆるこの漁師の生活環境というものを考え

たならば、私はやはりもっともっと漁業者を救済できるような策を講じるよう、積極的に道、

国あたりに働きかけをする。それから、昨日も当然道議会の議員の方々が入ってきたのはマ

スコミで報道されておりますから、その辺の内容は理解しておりますけれども、ただ、情報

を聞いていって、そしてどのような対策を講じようとしておるのですか。自分にははっきり

わからない。 

なぜを言いたいかというと、もっともっと道あたりは吸収して、やはりこの噴火湾全体の

大きな問題として取り上げて、やはり国あたりに補塡していただくような、減収分を補塡し

ていただくような、そういう対策を講じてもらいたいなと思うのです。 

  私は、ある方を支持したこともあります。水産関係で学者であるということは、北海道か

ら出ている国会議員もいる。その方も、もっともっと噴火湾全体の漁業環境というものを把

握した中で、国あたりで救済するために暴れまわるような、そういうこの活動をしていただ

きたいなと思っております。 
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  今、何をしなければならない、行政が何をしなければならないことというと、やはり何と

いってもその今の環境の全体を把握した中で、道あたり国あたりに行政も、それから漁民も

一体となって、陳情をやると、そういう行動をとらなかったらどうもならないのではないで

すか。ただただ、道に働きかけしてます、国に働きかけしてますって。しかし行動で、行動

でやはりこの漁民の生活を救済するための行動を総意として取り組むという、そういうリー

ダーになってほしいなと思っております。 

それは、私は、３番目のほうに触れておりますけれども、カゴ洗いを導入事業に補助した

からって、これ、当たり前です。自分に言わせると。当然やらなきゃならない。だからと

いって、原因究明はされたということでもない。何が原因なのかということもわからない。

こんなことで本当に未来に向かって、漁民が希望を持って作業できるようになりますか。私

は、ならないのではないかなという気がするのです。 

それで町長、以前、私は町長にも五、六年前だけれどもこの問題を取り上げて質問をいた

しました。いわゆるこの雑物の処理問題です。この洞爺湖町を洞爺湖町としていぶり漁業協

同組合も雑物処理は、やはり公費も利用してやっていると。これは全額ではありませんけれ

ども、漁民の持ち出し分もあるわけでもやっていると。 

自分は向かい側の、向かい側の漁師の方々はどのような雑物処理をしているのですか。そ

れを把握したことはありますか。把握しているとするならば、答弁もらいたいのだけれども、

おそらく、どういうことになっているのか後でも構いませんから、お聞かせ願えればなと

思っております。それはなぜ、どういうことを言っているのかというと、町長、沖洗い機と

いうのはやはり前浜の漁民の、漁業の振興の一環として、やはり補助をした経緯があります。

ところが、前浜の漁民の方々は、非常にモラルを守りながら作業を行っている。ところが、

漁民の方々の声に耳を傾けて見ると、向かい側の漁師の人たちは沖洗いで洗ったのを雑物そ

のまま投げてきていると。こういうことも聞かされています。私は立証したわけではありま

せんけれども、そういう声さえ聞こえているのです。 

だとするならばです、昨日も出ていたように、噴火湾を囲む自治体８自治体があります。

かつては11あった自治体が、合併によって８自治体。その８自治体の、自治体が、前浜の漁

業振興に向けて、あるいはまた高速道を１日でも早く前進をさせるために、そういうこの協

議会などをつくって、いろいろ道とか国あたりに積極的に働きかけをしてきた。 

ところが昨今、どの市町の理事者が総委員長だとか総責任者だかわかりませんけれども、

そういった動きはさっぱり見えない、私には。私は少なくとも、こういうときにこそ噴火湾

全域の海域全域を、自治体の長が先頭になって、道あたり国あたりに、場合によっては昔の

言葉でいうと筵旗立てて陳情を行うという、そういうこの行動をとらなかったら漁民は死ん

でしまいますよ。 

かつて、先ほど町長も言っているように、四十二、三年頃からこの試行錯誤でありますけ

れども、ホタテ養殖事業が始まって、ある時はホタテ御殿までできた時代もあった。ところ

が今は、どうやったならば借金を返済して、我々が生活できるのかという、こういう状況下
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にあるのです。もっともっと、やはりこの自治体も、それから漁業協同組合も、一体となっ

て、道あたりに、国あたりに働きかけをしていくという、そういう行動をとれないもので

しょうか。いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、噴火湾のホタテ養殖に関しましては、噴火湾ホタテ生産振興協議

会なるものがございます。これは議員もご承知のとおり、渡島あるいは胆振がそこに加盟す

る漁協、あるいは市や町も加入しております。また、今回、噴火湾ホタテ貝へい死対策会議、

これは北海道のほうで設けていただきまして、今その原因究明、へい死の原因究明をやって

いる最中でございます。また、この胆振のほうに特化しますと、胆振噴胆共協議会なるもの

もございまして、特に胆振のホタテ養殖事業、あるいは渡島のホタテ養殖事業等々に、そこ

そこいわゆるウエイトを置いている団体でございます。 

今、議員のほうからも𠮟咤激励受けたわけでございますが、私ども単なる会議に出席だけ

するのではなくて、ことあるごとにこちらのほうに出向きまして、今のこの、何て言いま

しょうか、置かれている状況、そして本当に切たる思いの作業をしているということをこれ

からも機会あるごとに訴えてまいりたい。そしてそれが、結果として北海道あるいは国を動

かされるようなものに私どもの町として努力をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 町長の姿勢というのはわかりました。町長、もっと生臭い話は先ほ

ど沖洗い機で雑物を向かいの漁民の方々がそのまま投げてくると。これ、聞くところによる

と、ＥＵへのその輸出する場合は、雑物の取り扱いというのはそのようにしなければならな

いとかっていう、そういうこの図構というのはあるのでしょうか。私はどうもその辺が理解

できないのです。向かいの漁民の方々は、ＥＵに輸出するホタテ貝の場合は、雑物もそのま

ま放置していくのだと、そういう環境の中で獲れたホタテだからということで提供するって、

こんな理屈、わからない理屈は自分はないのです。 

洞爺湖町の場合は、先ほど申し上げましたように、いろいろ努力されています。雑物に対

しても補助をつけて、やはり漁民の負担減をするということで取り組んでいますから、この

ことについては自分は高く評価をしているわけでありますけれども、もっともっとこの噴火

湾全域の海域をどう守っていくのかという、どう守りながらどう育てていくのかということ

をやはり考えなければならないのではないかなという。それがこちらのほうの漁民のほうは

きちんとモラルを守って、雑物は先ほどトン数も申し上げておりますから割愛しますけれど

も、しかし前浜のほとんど向かい側の漁民の方々は、雑物処理はどのようにしているのです

か。その辺を、後でも結構ですから把握していただきたいです。 

本当に、前浜でやっているような雑物の処理方法で、処理方法をなされているのかどうな

のか。この私の言っているのが間違っているなら間違っているので結構です。そういう、こ

の海域そのものもどう守るのかということを、やはりこれからもっともっと真剣に考えてい

かなければならない。マニュアルを、養殖マニュアルをつくったから、それで良いのだとい
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うことは絶対あり得ないと。ホタテ貝に適している水質を確保するということならば、どう

したら水質が確保されるのか。 

これは、一つには、自分は心配しているのは、それといろいろ漁民の方にも耳を傾けてみ

ると、町長、高速道ができたころから徐々にへい死が来ているという、へい死問題が進んで

きているのではないかなと思っている漁民もいるのです。それはどういうことかというと、

冬季間にわたって国道、高速道、国道、塩カル撒いてます。この塩カル撒いたものがどこに

流れますか。山に流れるわけではないでしょう。前浜に流れるのではないですか。それも一

つの原因ではないかと言われているのです。だとするならば、それではないのかなというも

のであったら、きちんと調査をして、対策するという、そういうことであればならないので

はないですか。私はそう思うのです。 

  それから、2000年の噴火した後に、やはり非常に大量死されたということで、いろいろと

考えてみると、植物性プランクトンが少ないと。少なかったと。こういうことであります。

だから、植物性プランクトンが少ないのだったなら、漁民の方々も漁民のご婦人の方々も一

緒になって、植樹やりました。 

植樹の経過の流れからいくと、1977年の昭和52年の有珠山噴火後、あの有珠山に町民が

登って、植樹いたしました。これは誰々が植えた木だよと、その名札までつける事業を行っ

て来たわけです。それから、当然2000年の噴火以降も、現在、旧のとうやこ幼稚園の道路挟

んで向かい側のほうにも植樹をした。これはなぜしたのかというと、単なる森林を増やそう

とか何とかというばかりではありません。やはりこの後ほど第２項のところでも質問触れさ

せてもらいますけれども、植樹することによってプランクトンの、植物性プランクトンの発

生率も多くなるだろうと。そのことが前浜のホタテ養殖にもプラスになってくるだろうと、

こういうことも含めて町民総意で今まで植樹をしてきたという経緯がございます。 

したがって、どうしたならば豊かな海を育てるかと、このことにもっともっと漁民も行政

も、関係機関っていうのはしっかりと認識した上で、こういう水質ならば、こういう環境な

らば養殖事業にも、ホタテ養殖事業にもプラスになりますよと、そういうやはり方向性とい

うものを出してもらいたい。１日も早く。 

漁民は本当に、今回は死活問題です。死ぬか生きるかの環境です。そういうことをもう少

し、行政間の中でもやはり協議しながら、先ほどから申し上げているように、道、国あたり

に徹底的に働きかけをしていただきたい。昨日、町長も言いました。漁業者の努力も必要だ

と。自分もそう思います、それは。それはそう思っています。しかし、やはり今こうなると、

漁業者というのは、我々も頑張るけれども、もっともっと行政のほうで頑張っていただきた

いという声のほうが大なのです。頼るのは行政なのです。このことをしっかりと受け止めて、

今日のホタテ養殖事業の課題というものをしっかりと整理をした中で、今日から徹底的に、

道、国あたりに働きかけをするという環境の整備を図ってもらいたいなと思いますが、どの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 
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○町長（真屋敏春君） 今、前段でもお話させていただきましたけれども、今後、また、この

ままの状態でいったら先ほども申しましたとおり、これは昨日の会議の中のことでありまし

たけれども、今年は何とかいけるのではないかと。大丈夫でないかと。だけれども、また気

象条件等々がいろいろと重なってくると、台風が来るだとか、あるいは海が荒れるだとか、

そういう気象条件があると、おそらくまたホタテへい死問題というのが出てくるのではない

だろうか。それは、自然との闘いにもなるわけでございますけれども、何とかそこら辺のリ

スクを少なくするための努力は今後もしていかなければならないなというふうに思っており

ます。 

そんな中で、今現在置かれておる漁師の立場、そういうものにつきましては、私どもも深

くこれから漁業協同組合、そして漁師の方々の集まりの場、こういうところに行政も自ら出

向いて生の声をもう一度聞かさせていただいて、そして関係する市、町あるいは関係する漁

業協同組合等々で私どもの町の置かれている今の現状、これを述べさせていただきたい、そ

ういう機会をつくってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） わかりました。 

  町長、先ほど水質の件も触れましたけれども、ついでに触れさせてもらいますけれども、

やはりこの噴火湾でも見られますけれども、特にこの日本海沿岸でも磯焼け、そして沖縄方

面では白化現象というようでありますけれども、そういう現象が確かに出ているのです。 

それから、今回の大量へい死は、必ずしも噴火湾だけではないのです。留萌周辺でも大量

へい死になっているという。したがって、原因究明というのはなかなか、これが原因だとい

うことは出すことは不可能かもわからないけれども、しかしやはり、そういうこの、先ほど

言ったような塩カルだとか、化学物質の流出によって、流出によっていろいろな水質が変

わってくる。あるいはザラボヤが発生率が高くなる、フジツボも高くなる。最近はご存じで

しょうか、ハリガネムシというのが貝甲についているのです。貝に長く。こういう現象も

徐々に出てきていると。 

こういうことを考えれば、もっともっとやはり、噴火湾全体の海域の水質をどうあるべき

かということを、もっともっと速やかに出せるように、取り組んでいただければなと思って

おります。 

塩カル問題、これは本当に漁民の方々でも懸念をしている人がおります。高速道できたこ

とによって、徐々にそういうことが、これはわかりません。そういう懸念されている人もい

るということです。これも一つの原因ではないのかなって。そういういろいろな物理現象の

塊によって、今日の噴火湾の海域の水質にも大きく影響出てくるのではないか。 

最近、町長、ヒトデという生物はご存じだと思いますけれども、このヒトデはどういうと

ころにいるかというと、汚れているところにヒトデが多く発生するのです。きれいなところ

にあまりヒトデはいないのです。だから、私はかつて日本海で生まれて育ったほうですから、

前浜あたりに出ていくと、ヒトデがたくさんいた。そのころは、小魚もたくさんいた。大き
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な魚もたくさん獲れた。ところが最近では、やはり磯焼けが進んでいて、ヒトデを見るのが

少ないです。あまり見えない。やはりそういうこの化学物質の流れだとか、そういったもの

が大いにこの影響を出てきているのではないかなと、私は学者ではありませんので、ただ懸

念する要素としてそういった社会的環境の変化によって、前浜のホタテ養殖事業にも影響出

てきているのではないのかということを懸念をして申し上げているわけでありますけれども、

どんなものでしょうね。 

そういうことで、町長にもう１回といったら、何度もということになるでしょうから、そ

ういう懸念をしながら、時間の関係もございますから、４番目に入らせていただきますけれ

ども、結局今、漁業振興の一環としまして、外国人の技能実習生を雇っている漁民が増えて

きています。今現在、先ほども答弁なされたようでありますけれども、洞爺湖町では漁民の

部門でいくと８件で約13名働いております。今、近々、また２名増えるそうです。15名にな

るようです。 

このようにしてどんどん外国人研修生も増えてくるでしょうし、あるいはまた4月１日か

ら入管法の改正によって、どんどん外国人研修生も増えてきているだろうと。学習でありま

すけれども、北海道で元年で外国人実習生というのは、正確に言いますと１万32名になって

おります。その中の洞爺湖町で13名の方々が頑張っていると。これから2023年頃までには、

政府としては北海道においては、約４万7,550人くらいの外国人実習生が雇用されるのでは

ないかと、こういうことになっているようでありますけれども、いずれにせよ入ってくるこ

とは間違いない。 

だとするならば、３月の議会でも理事者の見解を求めたところでありますけれども、今、

これだけホタテの大量死によって減収傾向が続いていると、外国人技能実習生を迎え入れた

いけれども迎えられないという、財政的にも。そういうことの声も聞こえてまいります。だ

とするならば、３月の議会で経済部長のほうから答弁いただいておりますから、理解をして

いるところでありますけれども、公営住宅に何とか低料金で入れないのかな。それから行政

が間に入って、外国人研修生に対する、実習生に対する住宅提供の一環として、民間の住宅

を買い上げしながら、それを使ってもらうという、そういう手法も考えることによって、あ

る意味での漁業振興にも大きく寄与するのではないか。漁業振興が飛躍されるのではないか

なという気がしてならないのでありますけれども、この辺はやはり３月の答弁と同じような

考え方になるでしょうか。 

それからもう一つ、それから先ほども触れておったようでありますけれども、観光業に対

する外国人研修生も増えてくるだろうと。したがって、観光行政とか観光業者の間に、中に

おきましても、やはりそういう対策講じてくれれば我々も助かるのだよなという声があるの

ですけれども、とりわけ通告といたしましては、漁業部門だけではございますけれども、前

回との３月との答弁と何ら変わりないのか、その辺だけお聞かせ願います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ３月のいわゆる答弁以降、庁舎内部でもいろいろ検討はしてまいりま
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した。ただ、今漁業の関係に特化してお話しさせていただくと、漁師の方の中には、自前で

宿泊施設を建設し、そこに入っていただいて事業主とともに寝起きし、そしてご飯も一緒に

食べながら漁に励んでもらっているという漁師の方もいるようでございます。 

また、入江のほうになりますけれども、そういう外国人労働者が入って来られる可能性も

あるので、先につくっておこうと。そして施設をつくって、今現在は使用していないという

方もいらっしゃるように聞いております。また、今の低所得者の方々等々で、建てたいのだ

けれども建てれない、そういう方々の対応としてどういうふうな対応ができるか。要は、や

はり漁師の親方と一緒に作業をする。何時に来て何時に帰ってください、そういう作業であ

れば、ある意味何かの方法はあるかなというふうに思うわけですけれども、これもやはり漁

師個々の考え方があるようでございます。それで、漁協、あるいは漁師、そちらのほうとも

十分検討していかなければならないかなと。 

今、私どもが考えているのは、ある場所を提供したにしても、そこからその親方のもとへ

通う、その工程が結構長いものになるといかがなものなのかな、あるいはおそらくそういう

作業の時間というのは、どうしても寒い時期、あるいは冬季間にも集中するかもしれない。

そのときに車のない方が徒歩でったって、そんなに簡単に着くわけでもない。また、自転車

でということになっても、これまた冬道は危ないなということ、いろいろなことは今想定し

て考えておりますけれども、残念ながらではここでどうだという、示せれる案が今のところ

ないのは実状でございますが、何としても皆さんのご意見を聞きながら、より良い方向にし

ていきたいなというふうに考えております。決して今まで検討してなかったということでは

なくて、役場の部署部署で一生懸命皆さんそれぞれ考えてくれておりますので、その成果を

漁師のほうともまた話し合っていきたいなと。 

それと、観光面については、議員もご承知のとおり、以前はホテル、旅館がそれぞれ金を

出し合って、住宅を建設したというものもございました。今、この確かにホテル、旅館の数

は少ないのですが、そこそこの宿泊もあるということから、例えば観光協会、あるいは旅館

組合とよく協議しながら、より良い方法に持っていきたいなと思いますが、今すぐそれら昔

あった産労住宅みたいなものを建設できるかというと、なかなか厳しい。今現在、町の公営

住宅に入っているところもあるようでございますが、それはもう当然、家族持ちの方でござ

いますので、そこら辺、単身で来られている方もいらっしゃるでしょうし、より良い住宅環

境づくり、これはこれからも必要かなと。そのために昨年、洞爺のほうに単身者住宅を造ら

させていただいた。それが、ある意味単身者の方にとっては大変喜んでいただいているかな

と。そして、今年は試行的に花和のほうに２棟４戸を建設する予定にしています。 

まちづくり総合計画の中でも、この後、月浦の古い公営住宅を壊して、そしてそこに単身

者住宅、あるいは清水の一般住宅、公営住宅がなくなった後に、これも単身者住宅をという

ことも計画としては持っておりますけれども、それが今後どういうふうになっていくか、十

分、町の経済情勢も考えながら進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 
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○１番（越前谷邦夫君） それでは、時間の関係もございますから、森林保全対策と災害未然

防止策について伺っておきたいと思います。 

  時間の関係上割愛しますけれども、森林の重要性を考えて、今日までどのような行政執行

をされてきたのか、簡潔にお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸明弘君） 森林整備の関係でございます。 

  森林は、国土の保全、水源の寛容、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、木材を初めと

する林産物の供給等の多面的機能を有しております。国民生活にさまざまな恩恵をもたらし

ております。このような多面的機能を将来にわたって発揮させるために、植栽、保育、間伐

等の森林整備を適切に行うことにより、健全な森林を造成し、資源の循環利用を進めていく

必要があると考えてございます。 

  当町における民有林の整備状況でございますが、平成26年度から平成30年度までの５年間

で植栽事業は49.7ヘクタール、間伐事業は42.6ヘクタール、下割事業は315.1ヘクタール、

作業道整備は680メートルを実施しているところでございます。 

  続いて、町有林の関係でございますが、国の補助事業を利用した森林整備のほか、国立研

究開発法人森林整備センターとの水源涵養保安林の指定と、長期契約が、失礼しました、長

期契約が可能な町有林での森林整備を行ってございます。本事業では、森林整備センターが

森林整備及び保険等の費用を全額負担し、伐採時の売払い代金の50％を差し引いて収入にな

る事業を利用して実施しているところでございます。 

二つの事業におきまして、５年間で清水、三豊、富丘、留寿都村黒田地区におきまして、

植栽事業を49.1ヘクタール、間伐事業は8.3ヘクタール、下割事業は127.5ヘクタール、伐採

事業は10ヘクタール、作業道整備は6,310メートルを実施しているところでございます。今

後につきましても継続して森林整備に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、森林の保全対策事業ということも触れてあったようであります

けれども、何といってもその日本の国土というのは70％が森林であります。この巷では、今

ちょろちょろ流れている川というのが70年の昔の水なのです。このことも我々はしっかり受

け止めなきゃならない。なぜ申し上げるかというと、それだけ、それだけ森林の重要性とい

うことは理解しなければならない。その森林の持っている力というのは、我々人類だとか、

我々住民が生活する上で最も重要なものであるということを認識しなければならないのでは

ないかなという気がいたします。 

それで、今洞爺湖町におきましても、未来をつなぐ森づくり推進事業というものをいろい

ろ取り組んでいる部分もあろうかと思いますけれども、私は平成天皇が退位されるときに、

平成から令和になった。この退位された上皇様から引き継ぎされた、特に森づくりというも

のに対して取り組んでいただきたいということが今の天皇陛下、令和天皇に引き継がれたと
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いうことがテレビでも報道されておりました。 

第１回目の、最初の地方への今の天皇が公務として出向いたのが森づくりです。愛知県に

出向きました。こういうこの流れとか、また天皇そのものも森林に対する情熱を持って取り

組んでいかなければならないという、そういうこの行動は、我々もしっかりと受け止めて、

森林の重要性というものを再度、行政そのもの認識を図ると。こういうことでなければなら

ないだろうなと思います。 

  時間の関係上割愛しますけれども、実は森林の重要性ということで先日６月12日でしょう

か、洞爺湖温泉小学校の全児童が、いわゆる今の泥流工の融雪道の周辺に、やはり木を植え

ると。植栽をすると。こういうことも行っております。大変、私は高く評価をする洞爺湖温

泉小学校の学習の授業の一環だという、そのことが、そういうことがやはり子どもの育む教

育の一環として、やはり植栽をするというのがいかに重要であるかということを学びとらせ

ることではないのかなということで高く評価しているところであります。 

  恐らく、時間の関係もありますから、今まで、先ほど申し上げたようにこの未来をつなぐ

森づくり推進事業の一環といたしまして、コープさっぽろの事業、民間企業の努力によって、

27年から31年まで５カ年にわたって実証された。この事業というのは、言うまでもなく31年

度で国の事業として終わるわけでありますから、その一環として行われてきたのだろうなと。 

  それからもう１カ所は、これは行政と直接つながりなかったのかもしれませんけれども、

ＮＥＣで23年から27年までの５カ年にわたって、これまた養殖、失礼、植樹を行ってきてい

ると。 

私は、今現在、昨今の行政の流れとして、そういうこの森づくりの事業の一環といたしま

して、植樹を行ってきたのかなというと、あまり、即よみがえってこない。記憶にない。 

かつて、先ほど申し上げましたように、今の理事者の姿勢が悪いということではありませ

んですけれども、そういうことを申し上げているわけではないですけれども、1977年の昭和

52年の有珠山噴火災害したときに、有珠山に町民総意でやはり植樹を行ってきたと。それか

ら2000年の有珠山噴火災害の後も、先ほど申し上げましたように旧とうやこ幼稚園の前、山

にやはり植樹を行ってきていると。 

こういうことを考えてみると、私はもっともっとこの植樹に対する意識を高める必要性が

あるのではないかなという気がするのです。というのは、このサミットを開催するときに、

環境サミットと言われた。一つは環境サミットと言われたら、もう１年に５回も何回もごみ

拾いなど清掃活動をやった。ところが、サミットが消えてしまうといつの間にかその事業も

消えてしまっているというのが今の行政の流れで、今というよりも前からですけれども、そ

ういうことになっているのが極めて残念なわけです。もっともっと植栽に対して力を入れて

いくという、そういうこの情熱感のある自治体であってほしいということで申し上げており

ます。 

  答弁は結構ですけれども、実は泉地区周辺の高速道、２番目に入りますが、異変箇所が有

り、言われたそのことがどのような対策をとってきたのかなということが私は今回の質問で
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触れさせてもらいました。 

よろしいでしょうか。行政というのは、目の届かないところに行政がなければならない。

目の届かないところに、行政がなければならない。そして、弱者に優しい安心安全なまちづ

くりを進めていかなければならないと思うわけであります。 

  私は何といっても、この泉地区周辺の高速道が噴火以降、地殻変動等々によって、ちょっ

と異変があるぞということが聞かれてきました。この箇所のそういう対策、対応というのは

どのようにとってきたのでしょうか。簡単で結構ですから、答弁いただきたいなと思います。 

○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） 泉地区の地権者から地すべりが発生している旨の連絡を受け

まして、平成25年６月に町及び北海道の担当職員と現地を確認しまして、地すべりの影響が

及ぶと想定される住民に現状を説明してきたところでございます。これまでの対策としまし

ては、地すべり箇所への観測機の設置や、定期的な現地調査を実施しまして、当該地区の地

すべりがどのような影響によるものなのか、結果が出るまでに時間を要したところでござい

ますけれども、北海道の調査によりますと、2000年の有珠山噴火による地殻変動により生じ

た地割れに雨水等が侵食し、地すべりが大きくなった要因との結果を受けまして、今後、北

海道による保安林の指定及び治山事業による恒久的な対策が可能なのかどうかということを

含めまして地権者の意見を聞きながら検討し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） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、課長の答弁で言うと、それはそれなりに対策を講じてきたのだ

ろうなと思っておるわけです。ところが、やはりこの、その周辺で居住されている方々は、

そういう地域だけに雨降った場合とか、そういうときにやはりこの、もっともっと異変が効

果、効果でない、異変がどんとクローズアップされて、大きな災害等になるのではないかな

という懸念をあるわけです。したがって、私は、何を言いたいかというと、洞爺湖町におい

ては、おそらく39カ所アルファになったかもありませんけれども、危険地域というものが

あって、その対策は講じていると思うのですが、そういった認定をされていないようなとこ

ろにおきましても、雨量が多くなった場合には即座に連絡を入れると。そして即座に連絡を

入れると。そうして即座に退避をしてもらうと。避難してもらうと。そういう対策を講じて

いるのかいないかが、ということを聞きたいのです。その辺はいかがでしょうか。簡単に結

構ですから。 

○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） 泉地区の地権者はじめ地域住民の安心安全策というものにつ

いては、雨量が多くなる気象状況が確認された段階で、地域住民に対して個別に対応し、ひ

とり暮らしの高齢者の方に対しては、家族の方にも連絡しまして、避難誘導などの対策とか、

あとは住民の方から希望があれば、状況によって避難所の開設などの準備をしているという

ところでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） わかりました。 

  それで、それで今後どうなるのかなということをちょっと確認とっておきたいのです。と

いうのは、今の対応でこれから先もそのような対応でいくのかどうなのか。それとも、そう

いう危険箇所においては変動がある箇所については、どこかの力を借りて、やはりその変動

を止めるとか、そういう策を講じなかったら、私はだめじゃないかなという気がするのです。

そういったことが今後、見込められるのですか。その辺、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸明弘君） 地すべり箇所の関係でございますが、昨年の７月に、胆振総

合振興局の林務課及び専門家による現地調査を実施しております。その調査結果につきまし

て、地権者へお伝えいたしまして、治山事業に係る保安林の指定の内諾をいただきましたの

で、現在、胆振総合振興局へ洞爺湖町といたしまして治山事業の実施要望をしているところ

でございます。本年度は、北海道において調査計画書を作成しているということでございま

して、次年度以降、国の採択を受け、早期に工事着手ができるよう、継続して要望していき

たいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それでは、住民の不安を払拭できるような対策をこれから講じてい

くと。それが目に見えていると。こういう受け止め方でよろしいですか。よろしいのですね。

わかりました。 

  それで、やはり、こういう自分自身も反省する部分もあるのですが、やはり常に指定をさ

れている危険区域ばかりではなくて、危険箇所だなと予想されるところの意識はしっかり持

ちながら、把握しながら行政としては先ほど申し上げましたように安心安全なまちづくりを

進める、安心安全な地域社会を有権者に、住民に提供するという、そういう大きな使命があ

るわけですから、行政というのは。したがって、そういうことをこれからも何ら不安なく、

その周辺の方々が生活できるような、そういうこの環境であるという自信を持って今答弁さ

れたと思うのですが、そのように受け止めて構いませんか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、泉の関係に特化して言いますと、担当、農業振興課長のほうから

答弁あったとおりでございます。私どももそのように報告を受けております。 

なるべく早くに治山事業ができるように、そういうふうな体制を今とらさせていただいて

おりまして、地権者の方にもその辺のご了解はいただいているかなというふうに思っており

ます。また、町内で、いわゆる大雨ですとか、あるいは地すべりが起きそうだ、予期しない

地すべり地区というのも実はございます。これはちょっと私どもも、それこそ想定外という

ことになってしまうのかもしれませんけれども、今現在、過去30年間年くらいで、当町で雨

が降って水がどういうふうに流れていく、あるいはマンホールのふたが剝れそうだ等々のや
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つは、今、経済部長のほうでそれぞれ独自に町の図面をつくって、色づけをしております。

企画防災課のほうでは、大雨が来たらまずそちらのほうを点検するというふうな実施点検も

やらさせていただいております。これは、今始まったことでなくて、この図面つくったとき

からずっと大雨が来るたびに町のパトロールに出ていて、住民の皆様の安全安心に寄与して

いるというふうに理解しております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 時間も時間ですから次に入らせていただきますけれども、今、町長、

全国的に非常に雨期の、これは期の、期って書いてますけれども、その括弧して季節の季も

入るのですけれども、雨期に入っているのです。やはり本州方面でもそれなりの水害が発生

していると。これは、振り返ってみると、先ほど川の話言ったら笑った方もいるようですけ

れども、いわゆるそのいろいろ何十年も、50年も前の先に開発行為を起こして、そこを宅地

造成をして家を建てた、それが一気に雨量が発生することによって流れているという、そう

いう森林の重要性というものを真剣に考えたならば、どうすれば良いのかなということが自

ずから出てくるだろうと。 

したがって、一つの雨量増になった場合、自分も、それから一般住民も心配しているとこ

ろがあるのです。これは、管理としては、行政管理ではないのかもわかりませんけれども、

いわゆる我が町において大きな事故を発生を未然に防ぐという、そういう策の一環としてお

願いを申し上げたいなという、理事者の見解を伺いたいなと思うのは、実は洞爺トンネルあ

ります、発電所の。そのトンネルの上は当然、木が生えているのです。あれは、あそこは岩

盤地帯であって、おそらくこの有珠山のかつての何百年、何千年前のときに噴火した堆積な

どが積まれたところにやはり木が増えてくると。私も国鉄退職してから30年過ぎているわけ

でありますけれども、そのころは木も小さかった。年々増えてくることによって、かぶさっ

てきているのです、木が大きくなって。そのことによって、一般の住民の方々が懸念をする

のは、あそこは列車もスピードアップしている。60キロくらいでスピードアップで来る場合

もあるのです。そういうところを何とか未然に事故を防ぐために、ＪＲあたりに働きかけを

して、安全対策を講じてもらうと。そういう手法をとれないのかなという声もあるのですけ

れども、これは行政の問題ではないでしょうか。自分はやはりこの地域の中でそういうこの

危険箇所があるならば、そういう関係機関にも働きかけをするというのが行政のあるべき姿

ではないのかなという気がするのですけれども、その辺、どのように考えているのでしょう

か。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） あの発電所放水路からいわゆるトンネルを抜けるところ。あそこのと

ころも、まずは用地確認をさせていただきたい。そして、関係する、例えば民有林、あるい

はＪＲの土地、あるいは北電さんの土地、いろいろなことを町のほうで調べることができま

すので、それを調査した上で、危険と思われるところについては、もちろん町有林、町有地

であれば私どもが管理しなければなりませんけれども、所有者の方にきちんとした形で報告
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を、またお願いをしたほうが良いかなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それでは、４番目の虻田神社周辺のパワースポットが反響を呼んで

いると。神社周辺の共有地はどのように管理されているのかなと。 

これもまた、植樹の関係、あるいは災害防止のための一環としてお伺いをしたいと思うの

ですが、実はあそこにパワースポットができました。これは、竜山道の会だかという会が30

名構成で編成をされて、そして、展望台もつくってみていると。ところが、それはそれに大

いな結構なことでありますし、舌足らずで後で誤解されたら大変なのですが、民有地がどう

とかこうとかっていうことは、私は言いません。しかしながら、ここに登る道です。町有地

があるのではないかなという気がするのです。その町有地の周辺がどのようになっているの

か。というのは、この30名の方々との発足によって、登ってみると非常にこの虻田市街地も

見える。噴火前も展望できるということから、非常に景勝地を見るのには、最もだなと思う

のです。 

ところがやはり、大きな木が、例えば民有地なのか私は町有地なのかわかりませんけれど

も、70センチ、直径70センチくらいの木でも全部伐採されていると。見えるところはほとん

ど木が切られちゃっていると。そのことによって、やはり周辺住民の中でも、雨降った場合

にどっと土砂が流れ落ちるのではないかという心配する人もいると。 

しかし、民有地であったら、さほど我々がどうこうと言えるものではないのだろうなとい

う、法的にです。ところが、民有地があそこにあるとするならば、民有地の中のある木も伐

採をしたとするならば、誰の許可で伐採したということになる。ただその前に、民有地の中

の木を伐採されていますか。民有地がありますか。まず、そこを先に聞きたい。余計な答弁

は結構ですから。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 民有地はございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君）民有地の中の木は伐採されてますか。 

〇議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 民有地はございますけれども、町有地の部分で。町のお話でよ

ろしいですか。町有地の部分で町が伐採している部分はございます。ありますということで。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 先ほど民有地と言ったかもわかりませんね。町有地の中の木も伐採

されているということならば、先ほど民有地と言ったのならば訂正します。町有地の中の木

も伐採されておるということならば、どなたが許可したのですか。 

〇議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） まず、神社の周辺の土地の関係でございますけれども、これは

神社の所有地もございますし、北海道電力、個人の方、それで議員おっしゃっております洞
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爺湖町という形で、神社を囲んで４者の所有しているところでございます。その中で、洞爺

湖町としては、普通財産として２筆持ってございます。総務課で管理しております。地番を

申し上げます。青葉に２筆ありまして、これは１筆につきましては旧虻田村から持っており

ます忠魂碑のあるところでございまして、もう１筆は、その上側にあります北海道電力より

購入した土地でございまして、洞爺湖町として２筆持っております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） だから、町有地があって、その町有地の中の木も伐採されているの

ですか。伐採されているというのだから、伐採されているとすれば誰が許可したのですかと

いうことを伺っています。 

〇議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 今、土地のお話をしましたけれども、これを切った経緯でござ

います。昨年の５月に北海道電力より、特別高圧送電線下の事故防止のために伐採したいと

という申し出があり、町が許可しております。また、９月に入りまして、神社より、台風21

号、９月４日によって神社本殿及び忠魂碑への倒木が懸念されるという旨の申し出があり、

この２件については、洞爺湖町が許可した次第で伐採の許可をし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） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） あれだけね、こういう方もいるのです。あそこには、もちろん今、

部長が答弁されたように碑もあると、記念碑もあると。その裏のほうに木があって、初めて

その記念碑も生きて見えると。こういう方もあると同時に、私はあそこの参道をつくるのに

町有地の木を伐採したとするならば、何を根拠に何をあれして伐採させたのかというのは伺

いたいのです。 

  それと、時間の関係上、伐採された木がどうなっているのですか。どのようにされており

ますか。伐採された木は。このことは、やはり町有地というのは、町民共有の財産です。そ

れを今、北電から言われたから切った。何を何するために、北電でそういうその申請をした

のですか。私は、部長、後５分よりないから焦らないで。やはりこの木を伐採したというの

も大きな問題。というのは、登ってみたらわかるのです。目の前に木あったら邪魔だから、

市街地見えないということもわかるのです。民有地を切ったっていうなら、何も僕は問題に

しない。だけれども、町有地をどうして木を切らせたのかな。町有地をどうして木を切らせ

たのかな。そして、その木を、切った木が、これ共有財産ですから、どのように処理されて

いるのかっていうことも問題なのです。場合によっては、その木がどうだかわからないけれ

ども、あるところに民間で持っていっている人もいるかのように伺っています。自分も、そ

の木だかどうだかわからないけれども、見ています。だから、誰の許可で、どうして木を切

らせたのか。そして、切った木がどのようになっているのか。これは町有財産ですから。い

かがですか。 

〇議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 
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○総務部長（佐々木清志君） 今、議員おっしゃいましたその散策路の竜山道とは関係ござい

ません。私どもの町有地の木の伐採につきましては。それで、北海道電力で切ったのは、そ

の上に高圧電線、特殊高圧電線走っておりまして、これについては北海道電力で切りまして、

木の売払い料金を町で収納してございます。 

  ２点目の神社の倒木については、神社で町の木を切るに際して、神社の費用、町で費用負

担できないものですから、木の売り払い料金と相殺しているということでございます。収入

はございません。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） あいにく私は立場がありますから、別な場でも聞くことができます

から、これはもう少し詰めらせてもらいますけれども、やはり少なからずや、町有林を管理

している行政としても、きちんとやはり守るべきことを守って、今は理解できないです、自

分は。答弁は。その答弁では。だけれども、ああいう状態であのままで良いということには

ならないと思うのです。それで、何を言いたいのかというと、少なくとも道の関係について

は触れておりません。最初から。町有地のその部分だけでも、木を植えましょうよ。木を植

えましょう。植樹しましょう。そうしないと、やはり周辺の方々も、切ったままであのまま

放置されて、雨降ったら流れてくるのでないかと心配する人もおりますので、やはり植樹を

するという姿勢があるのかどうなのか。副町長、どうですか。 

〇議長（大西 智君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） あの件については、今総務部長からお話をしたとおりでございます。

それで、倒木がやはり慰霊碑に倒れてくるのが怖いというようなところもあって切ったとい

うようなことでございます。ただ、切った後、枝とかがまだたくさんあそこに残っているよ

うな状態で、それはすぐやはり撤去しなければいけませんし、当然木を切ったら植えるとい

うのは基本でございますので、植樹はできるだけ早い時期にやらせていただきたいというふ

うに思います。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、副町長の答弁聞いて安心しましたよ。あれは、やっぱり切った、

伐採した後には、やはり基本としては、あそこばかりではなくて、いろいろなところでも伐

採した後には植樹すると。これが基本でなければ、大きな我々の生活圏の中の森林というの

は重要性であるということを考えたならば、その理念をしっかり貫くという行政であってほ

しいなと思います。 

  終わります。 

○議長（大西 智君） これで、１番、越前谷議員の質問を終わります。 

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

◎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。 



－111－ 

（午後 ２時２９分） 

  



－112－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会議の経過は以上のとおり相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

  令和  年  月  日 

 

          議     長 

 

 

          署 名 議 員 

 

 

          署 名 議 員 

 


