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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、７番、千葉議員、８番、今野議員

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、11番、板垣議員から１番、越前谷議員までの３名を予定しております。 

初めに、11番、板垣議員の質問を許します。 

11番、板垣議員。 

○11番（板垣正人君） おはようございます。11番、板垣でございます。 

  通告順に従いまして、一般質問させていただきます。３月会議は、今、ごらんのとおり皆

様マスクをして、全員マスクをして、そしてまた換気をし、出入り口はアルコール除菌の物

を置いてあって、そしてまた傍聴者も今回はご遠慮いただいているというような特別な会議

でないかなと思っております。また、後にも先にもないような今回こういう会議でございま

すので、本当に緊急に大変なこともこれからたくさん出てくると思いますけれども、そう

いった思いで、今回、議長もまた議運の委員長も言われたとおり、時間なるべくなら短時間

でということで言われておりましたので、今回それに非常に協力し、また、そういうふうに

私もその思いでございますので、そういった内容で質問させていただきます。また、そのた

めには理事者側の答弁がきちっと明快に、いい答弁でないとすっとおりませんので、その辺

の協力もよろしくお願いしたいと思います。それでは質問させていただきます。 

  最初に、今回は、入江・高砂貝塚の北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録について

ということで通告しております。この中で「入江・高砂貝塚の北海道・北東北の縄文遺跡群

の世界遺産登録に向けてのまちの考え方について伺います」ということで通告してあります。 

  今回、町長は、町政執行方針の中で、「本年は北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登

録に向けて、審査機関である国連教育科学文化機関ＩＣＯＭＯＳの現地の審査が予定されて

おりますと。髙砂貝塚については、整備計画の最終年度として貝塚館改修と周辺の環境整備

を含めた整備を進め、縄文文化という世界史上希有な先史時代の文化を町内外へ広く発信し、

世界遺産登録に向けて全力で取り組んでまいります」という町政執行方針で、そういうふう



－102－ 

に書かれてありました。一番最後の町内外に広く発信しという、ここが非常に私は大事では

ないかなと思っております。 

そういった中で、今回の世界遺産登録に向け、これからまちとしてどういうふうな取り組

みで、今は緊急事態でいろいろありますけれども、これから必ず来るわけですから、みんな、

そのときにどういった形でやっていこうとしているのか、少しお伺いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 永井教育参与。 

○教育参与（永井宗雄君） 北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けましては、令

和２年度秋ごろに、国際記念物遺跡会議ＩＣＯＭＯＳの審査を控えているところでございま

す。ここでは既にユネスコに提出しております、推薦書に記載された内容が真実であるかど

うか、さらに保全管理の方法が適切であるかということを現地で審査を受ける予定となって

おります。 

近年の審査につきましては、構成される資産だけではなくて、周辺環境と一体的な保全の

方向性が示されていることが条件となっておりまして、この課題に対応するため当町におき

ましても、景観計画を令和２年度中の策定に向けて取り組んでいるところでございます。そ

の他、現在、進めております高砂貝塚や入江・高砂貝塚館の整備とあわせまして、縄文とい

う世界史上希有な先史時代の文化を町内外へ広く発信していくとともに、構成市町などと連

携しながら世界遺産登録に向けて、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） 本当そのとおりやっていただければと思います。 

  最後のほうでちょっと出ましたけれども、連携してと、この関係機関というか関係市町と

の連携をしてとありますけれども、非常に大事なことだと思っております。いろいろな情報

とか、いろいろな審査の方々が来ていろいろとされると思いますけれども、そういった中で

北海道で言えば３市１町ですか、その中で今回の登録に向けて頑張るということであります

けれども、せめて北海道の中でもそういう連携とか情報交換とか、そういうことをやられて

いるかやられていないか、その辺聞きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 永井教育参与。 

○教育参与（永井宗雄君） 道内には３市１町の構成がございますけれども、全体としまして

14市町、17遺跡がございます。そうした全体の交流、あるいは情報交換など取り入れて、今

現在、登録に向けて邁進しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） そのとおりやっていただきたいと思います。本当に千載一遇のチャン

スというか、今はこういう状態で皆さんマスクして大変な思いをされていますけれども、必

ず終息すると思います。そのときにも世界遺産というのは、これから当町にとって、本当に

大事な大事な部分になっていくと思います。これ、通告ちょっと、教育長もこの話されてい

ますよね、執行方針の中で。その中でちょっと通告してなかったのですけれども、教育委員

会としての考え方だとか何かあれば、例えば子供たちに云々とかいろいろあれば、お聞きし
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たいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 今、担当のほうからもご説明申し上げましたけれども、やはり地域

の人たちの盛り上がりというのが、大変大事だというお話を伺っております。やはり学校の

ほうでも今回の世界文化遺産登録に向けて、町が、または地域の人たちがみんなで取り組む

ということもご理解いただいているわけでございますけれども、学校のほうに対してもまた

保育所だとか幼稚園、小さなお子さんたちにも特に洞爺湖町の町、洞爺湖町の遺産というの

は議員もご承知のとおり、入江と高砂貝塚それぞれの特徴というものがございます。そう

いったところも十分理解していただくようなことを取り組んでいければなと、それがいわゆ

る郷土への愛とか誇りにつながったり、また、将来的な地域づくりの原動力にもなるのでは

ないかなというふうに思っておりますことから、これからも関係者協議をした上でどういっ

たことができるのか、十分協議をした上で努力をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） そのとおりやっていただきたいと思います。 

それで(２)のほうに行きます。登録に向けてのイベント等も必要と思われるが、まちの考

えはというような通告ですけれども、いろいろ関係しているところでは、例えば秋田市では

大きなフォーラムをやってみたり、また、青森県なんか宝くじなんか出して、１等前後賞

1,500万円の縄文の関係の宝くじだとか、これはうちのまちとしては無理ですけれども、例

えば例としてやっております。また、函館市等では絵画コンクールだとか、縄文に関しての、

そういうようなこともやってみたいと。私、ちょっとネットの中で見させていただきました

けれども、うちのまちとして大きなイベントとか何とかということよりも、そういうことも

必要でないかと私は思っています。その大小別にしてね、そういうことに関してのまちの考

え方というのは、何かあったらお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 永井教育参与。 

○教育参与（永井宗雄君） 令和２年度におけます縄文関係のイベントにつきましては、あぶ

たふれあいの会や地域の方々との連携のもと、縄文世界遺産講座や縄文祭りの実施を予定し

ており、こうした縄文に親しむ機会の取り組みを通して、世界遺産登録に向けた機運醸成を

図ってまいりたいと考えております。 

  また、北海道・北東北縄文遺跡群を構成します14市町との交流におきまして、情報交換な

どに努め、17遺跡の特徴などについて広く周知することで、縄文遺跡群全体の盛り上がりに

もつながるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。現在、整備を進めております高

砂貝塚及び入江・高砂貝塚館の改修につきましては、令和２年度中の完成を目指していると

ころでございますが、完成後につきましては、情報発信の拠点となるよう各種イベントの開

催に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 
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○11番（板垣正人君） 了解しました。今までとおりやっていただければと思います。ただ、

課長、もう少しで定年という立場ありますので、きちっとその流れは、教育長もいますから

大丈夫だと思いますけれども、人の流れはやっていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

  次に移ります。次、話が全然変わりまして、洞爺地区の活性化についてということで通告

しております。 

  洞爺地区の公共施設等が今後どのように利活用されていくのか伺いますということで、非

常に漠然とした質問なのですけれども、洞爺地区皆さんご承知のとおり、一番皆さんが問題

というか、一番注目しているのは、例えば、いこいの家をどうするのかという話がありまし

た。これは、こういう言葉で通告すればいいの悪いのか、ちょっと私思いましたけれども、

非常に今回の新型コロナウイルスとか何とかの関係でいろいろな、相手方もいろいろ気持ち

が変わったりなんかしなければいいなとか、私は個人的に思っているのですけれども、そう

いうことでまちとしてコンタクトというか、どういうような形でとっているのか。 

  また、先月ですか、先月初めころですか、スケジュールみたいのをいただきまして、全員

協議会のときに議員に配付されましたけれども、そのとおり行くのか行かないのか、見通し

的なものをわかれば、わかる範囲で結構ですのでお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 毛利洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（毛利敏夫君） 洞爺いこいの家とホテル洞爺サンシャインを含めた地域振

興の関係のご質問でございますけれども、一つ目の向こうの小葉投資開発株式会社でござい

ますけれども、それとのコンタクトの関係のご質問でございます。 

  これにつきましては、平成29年ころから町民懇談会や自治会長会議などの意見や要望など

をお聞きしまして、協議をずっと進めてきておりましたけれども、一定の方向性が出ました

ので、ことしの１月18日、これは全員協議会でございますけれども、それと１月28日洞爺地

区の自治会長会議において、スケジュールなどの案を説明を行ってきたところでございます。 

  向こうの会社とは、事務的に向こうの部長がいらっしゃいますけれども、部長と電話とか

メールとかでやりとりをずっと続けてきております。それとスケジュールにつきましては、

これまで基本的な交渉内容につきましては、洞爺地区の定住人口の増加や地域振興のため、

いこいの家、それとホテル洞爺サンシャインの建物及び町有地を一括して売却し、売却後に

つきましては、小葉投資開発株式会社が建物を解体し、その跡地に洞爺地区の景観に合った

ホテルを建設するということでございますけれども、これにつきましては、以前から基本的

な考え方については変わっておりません。それ以外にホテルの高さ、それと外観について、

それといこいの家につきましては、代替施設を町民が利用しやすい市街地に移転し、建物が

建設をしまして、その完成後に解体をしていただく。また、洞爺サンシャインにつきまして

もあわせて行って、解体をしていただきたいということの協議を行ってまいりました。相手

側の会社ともこの条件の理解が得られたことから、今回のスケジュールなどの説明を行って

きた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） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） 今、スケジュールということでなっていますけれども、今後、相手方

とは恐らく今回のウイルスの関係でもいろいろな影響とか何とかとあると、私の想像ですけ

れども、あると思いますので、その辺、町としてのコンタクトこれからもっと濃厚で、最近、

濃厚って余り意味よくないのだけれども、きちっとしたお話とかして、うちの町としては結

構なお話でいいお話なのですね。何とか進めていっていけるように、スケジュールがこう

だったからこのとおり行きますよですとか、このとおり話ししたからもういいよではなくて、

何かかにかこちらからもいろいろなお話とか相談事的なものがあれば聞いたり、またこちら

の要望を言ったりとかいろいろなそのこと、これら今まで以上にやっていかなければ、

ちょっと厳しいのかなというような気がします。 

また、こちら側からの話ばっかりではなくて相手の話も、例えば高さ制限にしても何にし

ても、ちょっと聞いてあげるということもあってもいいのではないかと、私は個人的には

思っているのですけれども、そういった考え方で進んでいけるかいけないか、その辺のこと

をお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 毛利洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（毛利敏夫君） 今回のコロナウイルスなどによりまして、世界経済の変化

によりまして、会社側の考え方などにつきましては、改めて確認を行っていきたいと考えて

おりますが、向こうの社長が、近々来町されるということを伺っておりますので、その時に

また最終的な協議を行ってまいりたいと考えております。 

  あと、高さなどにつきましても、これまでの協議を行っておりまして、向こうの会社とし

ても、ある程度納得をしていただいているような状況になっております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） 代表の方、社長さんが近々来られるということなので、そういうとき

に、またお話していただければと思いますけれども、必ずいい方向に行くようによろしくお

願いしたいと思います。 

  また、もう一つ、洞爺地区の公共施設で気になっていたのが、洞青寮、一昨年前ですか、

売買したりとかいろいろお話あって、うちらの協議会の中でもいろいろ説明ありました。そ

の中で、議員からもいろいろな意見もありましたけれども、その後、全然なしのつぶてとい

うか、何も変わっていないし、また、木造の建物なので特にですけれども、利用されなけれ

ば、年々あの建物自体が風化していくというか、なかなか厳しくなっていく状況、これは皆

さんご承知のとおりだと思います。あれあのまんまの形しておいたら、いずれ自分のところ

で壊して更地にするみたいなことが想像できてしまうのですよね。それだったら、例えば売

買も含む、売買者がいなければ値段下げるとか、それでなかったらまたレンタルするとか、

また、町民の人に使ってもらうとかということ、人が出入りしなければ建物というのは心配
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なのだよね。だから、そういう中で今後、洞青寮に対してはどういう形でいこうとしている

のか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまの洞青寮でございますけれども、議員おっしゃいます

とおりでございまして、昨年度、１度目、最低売却価格、金額は皆さんご存じだと思います

けれども、申し上げません。見学者が１件、実際には応募者ゼロ、昨年度もう１度、２度目

も価格ですけれども、不動産鑑定による補修率ということで、市場原価で金額を減額して２

回目に売りに掛けておりますけれども、これについても見学者は１件おりますけれども、実

際に応募者はゼロでございます。 

  応募の条件といたしましては、提案型公募ということでございまして、この売買につきま

しては、合宿体験施設、社内研修としての宿泊研修施設の活用、購入後の10年間の転売禁止、

周りに小学校・保育所等もありますので、環境への配慮等こういう問題はございますけれど

も、現在、町としましては年度を超えますと、今現在、３度目の市場価格を導入した売却に

向けて進めているところでございます。 

  また、議員おっしゃいますように、この価格が設定された場合の賃貸契約も可能かどうか

ということで、あわせて賃貸による貸し出しも検討しているところでございます。一定期間

使っていないと、あの施設について老朽化するというのも全く議員おっしゃるとおりでござ

いまして、現在、あの施設につきましては電気・水道、特に暖房関係でございますけれども、

全て撤去しておりまして、あの施設を今あけて使うとなると、暖房から何から一切ない状況

の施設になってございます。また、これらの維持費についても相当の金額が予想されており

ますが、あわせて今これを一時的に例えば夏場だけ開放するというのは、大変厳しいのかな

というふうに思っておりますけれども、町としましても今回価格設定３度目でございます。

また、不動産の賃貸契約も新たに価格を設定して使いやすいものに、価格であればというこ

とも考えておりますので、何とか積極的に売却なり、賃貸契約ができればいいなというふう

に考えているところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） 私によろしくお願いしますと言われても、はい、わかりましたとは、

なかなか言えないという。基本的にやっぱり賃貸する、売るといってもなかなかできないと

いう状態であれば、やっぱり何かかんか利用していくしか、利用しながらでも、要するに簡

易的な利用というか、人の出入りしたほうが建物等はいいと思います。例えば、夏場だった

ら暖房も要らないわけだから、そういう時に地域の人方に何かちょっと利用してもらうとか、

そんなことも考えては、考えてもいいと私は思いますけれども、その辺のことで、きっと

もって考えていると思いますので、そういう考え方はどうですか。 

  例えば、鍵締めて、人が絶対入ってはだめよとみたいな建物にしてしまうのか、それとも

どうしても利用、今の現状のままで利用して、たとえ１日だけとか利用していただける方が

いれば、人が出入りするようなことを含めて、もしそういう人がいれば貸し出しできるのか、
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その辺のことだけ確認したいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまの件でございますけれども、今現在、最初に申しまし

たように、売却ということがございます。それでもまず１度進めさせていただきまして、こ

の次に対する一部開放も含めまして、地域の振興協議会、これで決定している事項でござい

ますので、また、地域の皆さんと今後どうしていくか検討していかなければならない。 

前回、この条件等につきましては洞爺地区のほうで、私は26回ほど会議して決めたという

ふうに聞いておりますので、１度、住民の皆さんと協議しながら意見を確認して、今、議員

おっしゃっていますように、例えば子育てサロンだとか、そういうことも時代的にはあるの

ですけれども、可能なものか。また、予算的に光熱水費的なものが、私ども今600万円ぐら

い、あの施設全部動かすと、そのぐらいかかるというふうに試算しておりますけれども、部

分的な使用なのか、これらについても地域と１度、今回の３度目の公売等を踏まえまして、

次に向けて検討していかなければならな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） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） そういった形で、地域の人とお話ししながら進めていただきたいと思

います。ただ、本当に何もしないで、ただ後で壊すみたいなことだけはしてほしくないなと、

そう思っていますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次に移ります。 

  ３番目の新型コロナウイルスについてということで、これは今まで何人かの議員が一般質

問されておりますから、中身のことは聞くつもりはありませんけれども、この中でまちとし

ての対応・対策、終息してからの対応等を伺いますということで通告してあります。 

今の対応とか対策とか、そういう部分は十分お聞きしておりまして、いろいろと町長を初

め皆さん方、努力されて頑張っていらっしゃることも知っておりますし、また、いろいろ努

力されていることもわかっております。それはあえてお聞きしませんけれども、新型コロナ

ウイルスといっても必ず終息するわけですよね。いつかわかりませんけれども、そういった

とき、きのう、おととい、ある会合ありまして国会議員の人とか、自民党系の国会議員の人

といろいろとお話させていただいたときに、本当にいろいろな代表の方がいましたけれども、

その中で企業の社長とか、組合の代表とかといましたけれども、いろいろな話を聞いたら、

本当に切実に今大変だと。１割、２割の減額だったらまだしも８割とか９割とか、あけてい

るのがいいのか悪いのかと、そういう場面まで今来ております。 

  これがすぐ終わるのであれば、まだまだ少しはけがは少ないかもしれませんけれども、

我々は今まで有珠山噴火も経験していますし、また、リーマンショックだとかいろいろな不

安な経済的なことも経験させていただいています。また、3･11の東日本大震災も経験してお

ります。その中の経済の観光地を主とするうちのまちとしては、本当に大変な状況だと思っ

ております。その中で、例えばそういう一般の１次産業的に言えば、例えば風災害があった
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ら助成金だとか、国からの交付金みたいのがありますけれども、こういう一般の例えば観光

業みたいな感じの人方というのはありません、助成金は。そこで必ず融資しますという、借

金ですよね。融資しますというお話で利率も少なくするだとか、きのうの新聞によると、き

のう、おとといですか、利子も無料にするみたいな話も出ておりますけれども、そういった

中でそれでも借り入れしてでも何とかしていかなければいけないと。借りたものは返さなけ

ればいけないわけですから、そのときにはうちのこのまちというか、全体的に仕事ができる

状況になっているのか、なっていないかというのがあると思います。 

  そういった中、例えば終息したときに、本当にうちのまちとしてビッグイベントというか、

どんどんお客様を呼べるような態勢にしていったらいいのではないかと、私は思っておりま

す。それには予算もかかると思いますけれども、その辺の例えばそういうことがあって、こ

ういうイベントをしようや、全国からお客さんを呼ぼうやと、全世界からお客さんを呼ぼう

やとなったときに、うちのまちとして、例えば西胆振の連携かもしれませんけれども、その

場面でそういうことが必ずあるのではないかと思います。そのための準備は今からしておく

べきだと私は思っています。その時に、うちのまちとしてどういう考えがあるか、少しお聞

きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 新型コロナウイルスの影響であります。 

  この間の議会の答弁でもお話ししたとおり、このときには72万2,000人の宿泊客が65万人

になるのではないかという話をしたところですけれども、その後も実はきょうから、中国、

また韓国の入国の規制という形の中では、これ以降かなり集客が減る状況になっています。

土曜日の日に、観光協会といろいろ話しした中で、今の状況でいくと、３月はほとんど宿泊

予約ゼロという中で、実は65万人と言っていた部分が、このままですと62万8,000人ぐらい

の宿泊になるのではないかと。また、２月、３月においてもやはり金額的にも予想被害額と

しては８億9,000万円から10億円ほどの損害になるのではないかという予想をしています。 

  そうした中で、これからいつ終息するかわかりませんけれども、今でも旅館組合や観光協

会復旧・復興の中でいろいろ検討しております。一つに、旅館組合においては宿泊客が激減

している中、１人でも多くのお客様を迎え入れようという中で、（仮称）でありますが、温

泉に入り健康増進と免疫力のアップの名のもと、宿泊されたお客様に温泉に入って元気に

なってもらって、そして抽選になりますけれども、地場産品の野菜をプレゼントしたり、宿

泊券を贈呈するなどの企画を現在計画中ではあります。ただ、今の非常事態宣言の中では、

いつ終息するかわからない中では、キャンペーンをするに当たり行う時期等も慎重に進めて

いかなければならないと考えております。 

  また、きょうも新聞に載っておりましたけれども、ことし４月24日には白老町において、

アイヌ民族象徴空間「ウポポイ」がオープンすることになります。そうした部分でもここ西

胆振だけでなく、北海道全体でキャンペーン等やっておりますので、そうした部分でも洞爺

湖町の企業の方々が、参加できるような機会を設けていくことを考えているところでありま
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す。 

  また、ここでお話ししておきたいと思います。３月１日までのイルミネーショントンネル

でありますけれども、やはりお客さんが少ない中、来ていただいている観光客の皆さんに少

しでも楽しんでいただけるという部分の中で、３月１日で終了する予定であったイルミネー

ショントンネルにおいては、ロングラン花火大会が開催する４月27日、前日まで点灯をして

いくことと考えています。 

  また、終息宣言が出た後ですけれども、観光協会においては国内外の誘致活動を積極的に

行っていくとともに、これはオール北海道だけではなく洞爺湖町として、しっかりとＰＲで

きるような事業を展開していくという計画を立てているところであります。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） 私が質問したことに対して、ほぼ完璧な答弁だと思いますが、実際本

当にそういうことをやるということを事業者の方にも教えていただいて、気持ちが、元気が

なくなっています。皆さん。ここにいる方もそうだと思う、全国にはそうだと思いますけれ

ども、気持ちがすさんで何をしてもどうするかなと。2000年の有珠山噴火の時に、その時は

冗談で言っていたのですけれども、皆さん会えばため息ばっかりつくから、洞爺湖温泉でな

くため息温泉だなとか、みんなでため息ばっかりつくから酸素が少なくなって、酸欠温泉だ

なとかよくそんな冗談言っていたこと、20年前にありましたけれども、その時にも有珠山が

噴火して終わりましたと、戻ってきました。さあ、これから頑張るぞ、頑張るぞという気持

ちの中で、スタートできたからよかったような気がしております。 

  もう一つは、今より20歳若かったというのがあります。ただ、今回は結構年輩の方もおら

れますし、その中で大変な思いでもうどうするかなと。これを機に自分は引退するかなとか

という方もぼちぼち出てきておりますけれども、そういった中終息すれば半年ごろ、いつか

わかりませんよ。１カ月後かもしれないし、終息すればこういうこともやって、こういうこ

とやって、また、もとの洞爺湖に戻しますというような気持ち、行政側から強い発信があれ

ばまた元気になりますので、その辺のことよろしくお願いしたいと思います。 

  もう一つ、中小零細という部分で融資の話が、融資制度がいろいろ毎日のように変わって

変わって変わって変わって、いろいろな制度も出てきております。そういった中、書類とい

うか、例えば保証協会  の云々とか、そういうのは例えば利子補給もしたほうがいいので

はないのかとか、もっと言うと保証協会の保証料というのは高いですから、どうするかなと

悩んでいる方もいますので、その辺のことを道とか国とかいろいろなお話しして、何とか減

額なり、減免なり、そのぐらいのことになっていったほうが、これからの皆さんの事業を、

仕事していくためには励みになるのではないかと思いますので、その辺の考え方一つと。 

  もう一つは、書類を書くときに前年対比何パーセントだとか、いろいろ前年度の売り上げ

書いて、ことしの売り上げ書いて、この見通し書いてとなると、そういう書類が二、三枚書

かなければいけないような、まちで証明するような紙もあります。それも基本的に思うので
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すけれども、洞爺湖観光、洞爺湖温泉に限って言えば、虻田本町側もそうですけれども、こ

の地域は売り上げが２割、３割落ちて当たり前と、全部がそうなのだと。私は洞爺湖町で事

業収入ある人は、そうなのだということぐらいで、迫力持ってそういう部分で証明書を出し

てもいいのではないかと思いますけれども、その辺の２点のことをお聞きしたいと思います。 

○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） 今の対応の関係でございますが、北海道の融資制度や雇用調

整助成金などの拡充や融資要件の緩和措置が講じられていますから、この制度の活用につい

て商工会と連携し、相談窓口を設置しておりますので、そういう相談、事務サポートをしっ

かり対応したいと考えております。 

  また、安倍首相のほうで、７日の新型コロナウイルス感染症対策本部会合では、感染拡大

の影響が売り上げ激減した個人事業主を含む中小小規模事業者の支援のため、特別貸付制度

を創設すると表明し、日本政策金融公庫などを通じて実質無利子・無担保の融資を行うとい

う情報もありますので、町としましてもしっかりと国・道の動向を注視し、情報把握に努め、

そういうサポートに努めたいと思います。 

○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） 手続の関係につきましては、今、国のほうから示されており

ますので、簡略というかそういう形ではちょっとできませんので、しっかりその辺のサポー

トをしていきたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） そのぐらいの答弁しかできないと思います。まだまだ、これから変

わっていくと思いますけれども、そういった形の中、ぜひ町民というか、事業者に対して面

倒くさいというイメージ与えないように、洞爺湖町役場へ行ったら、いろいろなことを教え

てもらって、よかったよかったと融資でも、そういう部分でもこれから前向きに頑張れるよ

うな対応をしていただきたいと思います。 

  この辺、簡単でいいですけれども、町長、全体的にお話、一言だけご答弁いただければと

思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま庁内において職員一丸となりまして、新型コロナウイルス対

策を講じているところでございますが、今、議員おっしゃっていただいておりますとおり、

これはいつか終息するであろう、その終息した後をしっかりサポートしていかなければなら

ないと、そういうつもりで私ども頑張ってまいりたいなというふうに思っております。 

  また、先日、３月７日でしたか、議員も出席されておりましたけれども、国会議員の先生

２名、そして道議会議員の先生２名が私どものまちに来まして、いろいろ情報を、意見交換

もさせていただきました。その折に、あした３月10日に国のほうにおいては今回の被害対策、

また感染防止対策について、いろいろの発表があるのではなかろうかということも言われて

おります。 
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また、そんな中で私どものまちとして国にお願いしたいこと、これはそれぞれの省庁のほ

うに、国会議員の先生方にこういうふうにお願いしたい、これをぜひやってもらいたいとい

うことを訴えてきたつもりでございます。国に対してはそういうこと。さらには北海道に対

しても、しっかりした対策を支援策をお願いしていきたいな、北海道特区というふうなこと

もございますので、あす９時に胆振総合振興局長が、私どものまちに来て意見交換をすると

いうふうなことになっております。 

国・道に対して、いろいろな支援策をこれからさらに求めてまいりたいなというふうにも

思っておりますし、さらには私どものまち、風光明媚な洞爺湖が、洞爺湖温泉街があり、そ

して洞爺地区があり、自然豊かな洞爺地区があり、すぐれた農産物も生産しておる、前浜で

はホタテ養殖業もやっている、そしてそこは世界ユネスコ洞爺湖有珠山ジオパークの認定地

域でもある。新たに、北海道・北東北縄文遺跡群が、世界文化遺産登録になるやもいうこと

もございますので、この地域をやはりしっかり守っていくという観点から、国・道のお力添

えも支援もいただきながら、何とかこのすぐれた自然景観を残してまいれるというようなも

のに全力を挙げて取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○11番（板垣正人君） 町長、今、決意聞きました。そのとおりやっていただいて、そしてま

た、そういう話を津々浦々で私も、私は私なりのスピーカーで皆さんにお話ししますし、ま

た皆さんも、町長初め部課長方もこういうふうにやっていくよということでやっていけば、

景気は悪いけれども、元気は少しはよくなるのかなと思いますので、そういうこともよろし

くお願いしたいということで、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、11番、板垣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10時50分といたします。 

                               （午前１０時４０分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１０時５０分） 

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

○議長（大西 智君） 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） おはようございます。４番、大屋でございます。 

先ほどの11番議員の方は簡潔に質問され、簡潔に終わったようでございますので、私も一

般質問は通告書に従って質問させていただきます。 

まず、洞爺湖町の地域形態は申すわけでもないわけでありますが、洞爺湖温泉が

(   で療養区に)ホタテのへい死の問題化している漁業、もう片方は花和と成香、香川、

大原に展開している畑作を主体とした農業が営まれており、下台地区にあっては水田と施設

野菜を取り入れたところの農業が営まれております。この観光・漁業・農業の３形態で、産
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業振興が図られているところであります。天気のよい日に花和と成香の地域境で国道230号、

230付近から羊蹄山方向を見渡せば、目の前には洞爺湖有珠山ジオパークの肥沃な大地に繰

り広がる畑作を主体とした農業地帯が展開しております。 

そこで質問のほうに入っていくわけでありますが、このような農村景観は一朝一夕にして

形成されるものではなく、先人の多くの人たちの英知と汗によって今日のような農村地帯に

なったわけであります。この地帯のご高齢者から、公共交通の利用はどのようにすればよい

か、利用の仕方がわからないなどの問い合わせがありました。洞爺総合支所の担当者の連絡

先を教えてあげたところです。 

虻田本町地区は、コミュニティバスを新しく整備し、花和地区はオンデマンドタクシーな

どで対応が考慮されているところです。この成香など高台地域のご高齢者は、要援護者の対

応と似ているのではないかと感じているところです。すなわちこういった方々の対応は、個

人情報として慎重に取り扱わなければ、プライバシーの侵害になると考えるところです。洞

爺湖町民生委員とか、福祉調査員にご協力をいただかなければならない場面も出てくるので

はと感じているところです。このような高齢者の方々に対する公共交通のあり方など、どの

ように進め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） 今のご質問の内容でございますが、洞爺地区の高台の公共交

通のあり方についてかなというふうに思います。 

平成26年度に、地域公共交通を再編いたしまして、持続可能な公共交通体系の再構築を

図ってきたというようなところでございます。高台にございます洞爺地区のコミュニティバ

スにつきましては、路線型のデマンド運行を行っておりまして、路線型のデマンド運行とい

うのは、一定の一旦ルートが決まっておりまして、そのルートから離れて自宅前までお迎え

に行くというようなことなのですけれども、そういう路線型のデマンド運行をおこなってい

ると。さらには、ルート上であれば、バス停以外でも乗りおりできるような状況になってい

るというような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） 今、課長のほうから説明が私に対してはあったわけなのですが、地域

の住民の方々は、そういったことを理解していない人たちが多いのですよ。それで今後どの

ようにそういったものを進めていくのか、再度お聞きしたいと思います。 

○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） これまで高台地区、虻田本町地区全ての地区において、各地

区において住民説明会というのを開催いたしまして、地域住民からの意見や要望の聞く場を

設けながら、あと広報紙や折り込み・回覧等で周知を図ってきたところでございます。その

中において、毎時刻表の作成ということもやったりしておりまして、そういうようなことで

周知もしているというようなところでございます。今後においても調査等引き続き行いまし

て、住民の意見・要望等を聞きながら進めていきたいというふうに考えているところでござ
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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。 

町は、住んでよかった、住みたいと思えるまちづくりを進めているところであります。こ

のような高台地域のニーズをどのように把握して、整備を検討しているのかお伺いいたしま

す。ニーズの問題でございます。 

○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） 先ほどもちょっと答弁、重なるかもしれませんけれども、こ

れまでも意見交換とかアンケート調査、あとは乗降調査等を実施しておりまして、広く地域

住民の意見を把握するよう、これまでも努めてきたところでございます。 

  近年の地方における人口減少の本格化等に伴って、公共交通サービスの維持・確保が難し

さを増しているというような状況でございます。このような状況の中で、住民の意見を的確

に捉えるために、これまでと同様の調査に加えまして、あとはサークルとか各種団体等の会

合等に出向いて、気軽にご意見・ご相談いただける環境に努めながら、利用されていない方

も含めた生の声を聞けるような努力をしてまいり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。そのように努めていただきたいと思います。 

ただ、一部のご高齢者の方からは、私もそうなのでしょうけれども、そういった町の取り

組みについて、全然見えてないのだ、見えてこないのだと。再度、町のほうに話ししてくれ

ないかという声があるのです。それで先ほども言いましたように、高台地区につきましては、

虻田本町地区と違いまして、家がかなり離れているのですよね。それで国道230までバス停

があるから、そこまで行きたいといっても、ご高齢者ですから当然歩いて行かれない。それ

から、帰りにつきましても農業地帯でございますから、若い人が農業のほうに取り組んでし

まうと、子供たちにもどこまで送ってくれ、また病院まで送ってくれという声をかけること

ができないということで、すごい遠慮深い人たちがたくさんいるのです。 

そういった人たちというのは、何百人もいるわけではありませんので、もう少し綿密に調

査していただいて、そういったことにつきましては先ほど言いましたように、民生委員の方

だとか、福祉の方々にご相談をされながら、取り組んでいただきたいと思うのです。今日の

農業形態をつくっているのは、そういった人たちがつくったわけですから、年取ってしまっ

てから、私は知らないということにはならないと思うのです。そういうことで綿密な取り組

みをさらにお願いいたしまして、この件は終了させていただきます。 

次に移ります。 

有珠山噴火は、20年前の2000年３月31日でした。20年周期とか、30年周期とか言われて、

いつ噴火活動が始まるのか予測がつかないわけであります。９年前の2011年には東日本大震

災により、これまでの想定を超える津波が発生し、甚大な被害が発生しました。2014年には、
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御嶽山の噴火があり、また2018年には胆振東部地震が発生したりして、全国で想定外の自然

災害がたびたび発生しました。頻度は低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらすと思わ

れる津波に対して、堤防などの構造物で被害を防ぐことは非現実的であるので、避難対策で

人命だけでも確保すること重要であると、国土交通省はこんな指針を出しています。 

これを踏まえて、平成24年６月28日に北海道から発表ありました津波浸水想定図をもとに、

洞爺湖町の津波ハザードマップは作成されたと思っております。それに間違いございません

よね。こういったハザードマップ、   国土交通省のそういった指針なり、道の予想図に

基づいてつくられたと思うのですが、それに間違いございませんか。 

○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） 間違いございません。 

○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、虻田本町地区の津波体制整備と津波想定外区域移転検討施設について、今、ある

と思うのですが、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） 津波のその区域の中に移転の検討する施設があるかどうかと

いうことだと思うのですけれども、今、本町生活館の部分が来年度に向けて整備するという、

新しく文化交流会館と生活館を一つの拠点施設に整備するということで、今現在、検討して

いるというような状況でございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 私、今、質問しましたのは、津波想定区域外に移転を検討しなければ

ならない施設があるのか、ないのかということでお聞きしたわけです。 

○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） 大変失礼しました。 

今、本町保育所の部分が、入江保育所と統合することで、別なところに移転することで検

討しているという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） その施設は、検討だけでよろしいのでしょうか。移転施設ということ

も、今、言われたようですけれども。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 本町保育所につきましては、前にご説明したとおり、虻田小学校

内に移転するということで決定してございますので、次年度の２年度の予算の中に基本設計、

これから審議されるわけでございますけれども、基本設計組んでございますので、そういう

ことで実際に進んでいるという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。そういった施設については、皆さん方の大切なお
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子さんなりお孫さんが、その施設に預けているのだということを胸に感じながら速やかに、

予算なり時期なりの問題が出てくるかもしれませんけれども、取り進めていただきたいと思

います。 

  そこには何と書いてあったかといいましたら、有珠山周辺地域強靱化計画の附属資料の５

ページに、こんなことが書いてありました。状況によっては、少ない職員で避難体制を構築

しなければならず、このような状況の中、幼児等全員を迅速に避難させることは困難であり、

人的避難リスクが想定されるため、津波浸水想定区域外への移転を検討を行う必要があると

の記述がありました。それで私、今、質問したのは何かといいましたら、区域への移転を検

討を行う必要があると書いてあったものですから、もう既に進めるのであれば、それは

ちょっと表現が違うのではないのかなと。何か意地悪な質問になって、そんなことで質問さ

せていただきました。 

  次、行きます。 

  町の防災備蓄計画は、洞爺湖町全域が7.2メートルの津波が押し寄せることを想定してい

るわけですが、そのようなときにも被害に遭わない場所に備蓄していた、適正に設置されて

いるのかをお伺いいたします。 

○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） 洞爺湖町の防災備蓄計画については、地域防災計画に基づい

た個別計画として、平成31年１月に策定したというところでございます。災害時の備蓄体制

といたしましては、自助・共助・公助の考え方を基本といたしまして、実施するということ

としているところでございます。 

  備蓄施設の適正に配置されているのかというようなところでございますが、役場本庁舎の

防災備蓄庫の標高が3.5メートルということになっておりまして、津波浸水想定区域に位置

しているというところでございますが、津波以外の災害も想定しなければならないというこ

とから、防災備蓄品については１カ所に集中させることなく、リスク分散を考慮して今、備

蓄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） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

2000年の噴火以来、あちこちで自然災害が発生しております。そういった中で、大切な防

災備蓄品がまた災害に遭ったとき流されてしまったとか、使えなくなってしまったというこ

とがないような形で取り進めていきたいのと、今回、たまたま自然災害と言えるかどうかわ

かりませんけれども、皆さんマスクされているコロナウイルスの感染症につきましても、あ

る保険会社では災害と認定しなければいけないということも考えているところでありますけ

れども、そういった中でマスクや何かについても、十分な備蓄があってしかるべきでないの

かなと。人口はたしか私ども、今、8,600人しかいないかもしれませんけれども、そういっ

た津波だとか、有珠山噴火の災害だとか、あと豪雪になったり、そういったところの自然災



－116－ 

害のリスクについて、十分なものが備えられているのか、その辺ちょっとお聞きしたいので

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、自然災害の部分については、地域防災計画に基づいた

防災備蓄計画を策定しておりまして、そういう自然災害に向けて、どういうようなことで備

蓄していくかというようなことが記されているところでございます。 

コロナウイルスの関係につきましては、感染症等の関係の計画の中でどういう備蓄をして

いくかということが、また、ちょっと別なものになるとは思うのですけれども、町としては

まず自然災害に向けた防災備蓄計画を策定しまして、年次計画で順次そろえていくというよ

うなことで考えているところでございまして、洞爺湖町の場合の避難で、一番避難が最も対

象人口が多くなるというのが有珠山噴火の山頂を想定しておりまして、大体5,500人ぐらい

が避難、最大でするのではないかということで、その計画の中で位置づけているところでご

ざいます。 

その中で、先ほど申し上げました家庭内で備蓄していただくとか、あとは流通で備蓄して

いただくこと、あとは行政のほうで備蓄しなければならないということで、自助・共助・公

助の中で備蓄していくというようなことで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） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

次に、備蓄施設は、津波などの災害に遭遇しない場所に設置されたり、先ほどの本町保育

所については移転計画をされているわけです。そこで洞爺湖町文化会館の跡地の利用計画は、

前段で説明を受けてきた津波想定の区域外移転施設にはならないのかどうか、その辺をお聞

きしたいと思います。 

○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） 洞爺湖町文化交流会館の跡地の部分でございます。 

あそこの地域は標高が3.5メートルと、最大で津波が来た場合は、影響が出る場所である

という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） ということは、その施設は通常ならば移転を考えなければいけない、

そういう施設だったということでございますか。 

○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） まず、そこの場所について、建物が建てられるか建てられな

いかというようなところでございますけれども、開発行為がまずできるとかできないとか、

建物が建てられるかどうかというところの部分につきましては、先ほども議員おっしゃって

おりました平成23年12月に、津波防災地域づくりに関する法律というのが施行されまして、

その法律に基づいて津波災害特別警戒区域というのに指定された場合は、市町村の条例に
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よって一定の開発行為及び建築等を制限するということができるというふうになっておりま

して、北海道来においては特別警戒区域に指定されている市町村というのはございません。 

  法律を受けて北海道としては、太平洋沿岸に係る津波浸水予想図の公表は実施していると、

その中で町としてハザードマップというのをつくっているところでございますけれども、ハ

ザードマップというのは、何かを制限したりするというということではなくて、そのような

危険性がありますということを広く住民の皆さんに認識していただくということで、迅速に

避難し、命を守っていただくということにつなげてもらうことを主な目的としているような

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） 先ほどに話が戻るかもしれませんけれども、国土交通省はこんな指針

を出しているわけですね、先ほど申し上げました。構造物で被害を防ぐことは、非現実的で

あるので、避難対策で人命だけでも確保することが重要である、そのように言っているので

すけれども、それらと整合性がとれるのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） できるだけ公共施設等については、災害の被害の及ばないところに

設置する、建設するというのが理想かなと思ってございます。ただ、私ども今回、本町保育

所につきましては、町有施設のうちでも特に生活弱者というのでしょうか、高齢者も含めて、

また乳幼児等も含めまして、本当にそこの施設で長時間生活するそういう状況については、

やはり被害の及ばないところに移転をする。そういう考えのもとで、本町保育所を入江保育

所と統合して、新たに整備するというふうに考えたところでございます。それ以外の町有の

施設につきましては、そういった条件とはなりませんので、現在のところ区域外への移転と

いうことは、考えていないという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） 今、津波のハザードマップや何かについてのご質問させていただいた

わけなのですが、このハザードマップには、未曾有の震災を風化させず、後世にこの被害の

すごさを伝えることが大事だということで書いてございます。この中にも書いてございます。

そういったことと、先ほどの誰かが申していますそういった施設について、生活館を建てよ

うとしているところについては、そういったことに当てはまらないのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） できるだけ災害リスクというのは、避けなければいけないとは思っ

てございますが、やはりそこで地域のあり方、それらも考慮しながら進めていく必要があろ

うと思ってございます。もし災害が来る時に、本当に避難体制がとれないような状況なのか、

また、それが非常に厳しい状況なのか、そういうことも考慮しながら、総合的に考えていか

なければいけな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） 津波災害にちょっと戻りますけれども、津波は、今、千島海溝沖だと
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か、太平洋のそういった海溝でもって、大きな災害が発生することを今あちこちの新聞なり

書物に載っているわけですけれども、そういったことを踏まえた中で今、来ないからいいの

だと、そうではなくて、このハザードマップに書いてありますように、こういった災害を風

化させずということでなっていますので、そういったことを考慮した中で、今、来なかった

からいいのだと。将来にわたってどうなのだということを、ちょっとお聞きしたいのですが、

たしか7.2メーター、洞爺湖町の7.2メーターの津波というのは、非常に大きな津波を想定し

ているのだと思います。3.5メーターか２メーターかもしれませんけれども、将来にわたっ

て7.2メーターの津波は、今後も十分に発生し得ると。近い将来において発生し得るという

ことで、いろいろな書物に書いてありますけれども、それらも全然考慮しないで、今、担当

課長なり副町長がお話ししたような形で、住民がそこにオーケー出したからいいのだという

ことにはならないような気がするのですけれども、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） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 津波災害の関係、そしてハザードマップとの関係でございますけれど

も、まずは高砂、あるいは本町、さらには入江、こちらのほうは全てハザードマップの中に、

津波災害想定区域ということで記載をされております。私どものまちといたしましては、恐

らくこの線路、ＪＲ室蘭線これから下のほうにつきましては、今、議員がおっしゃっていた

だいているような大型津波が来たときには、逆にすっぽり埋まってしまうだろうというふう

に想定されます。それがために、今、避難計画・避難行動をとっている時には、まず、そう

いうふうな情報が発生した時には、その地域に住んでいる方々は、いち早く高いところに逃

げていただきたい。それで、そのためには自助・公助・扶助こういうものを活用しながら多

くの人、全ての人に高いところに逃げていただきたい。施設があるないではなくて、高いと

ころに逃げていただきたいと、これを常日ごろ申しているところでございまして、そうする

ことによって命が救われる。東北大震災の時にもそうでございますが、何回も何回も高いと

ころへ逃げる訓練をしていた、それが奏して、ある小学校の子供たちの命が救われたという

こともございます。いい先進事例がございます。 

そんなことから、私どもまずはハザードマップをハザードマップとして、こういうふうな

津波災害の想定が起こり得る場所ですよ。だけれども、大きな津波が発生するときには、い

ち早く高いところへ逃げてください。これを今、住民の皆様とともに築き上げてまいりたい

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。了解しましたけれども、おっしゃることはわかり

ますけれども、ただ、津波災害についてはしつこいのですけれども、人間の力ではどうしよ

うもないと、できないこともあるのだということです。構築物だけ、要するに堤防だとかそ

ういったものだけで対処はできない。要するに、今、町長のおっしゃるような形でいち早く

逃げなければいけないということなのだけれども、津波の速度というのはそんなのんびりし
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たものではないと思うのですよ。 

  ハザードマップ等にも示されたとおり、浅くなるに従って速度が速くなると、津波の速度

が。ですから、そうなったとき遅い津波に対して後から大きな津波が来たら、それを追い返

すような形で、さらに大きな被害になるということでございますので、そういった7.2メー

ター以内にある公共施設等については、また、そういった敷地等については、十分な配慮を

いただきながら取り進めていただきたいと思います。 

  次に移ります。 

  ある新聞の大きめのコラムみたいなところに、こんなことが書かれてありました。官公庁

の2019年の調査では、オーストラリア人は日本への旅行で１人当たり24万9,000円、中国人

は21万3,000円を使う、ニセコ地域に集まる外国人富裕層、そのお金はニセコを飛び越え、

さらに広範囲に広がっていると。洞爺湖町に2018年に開業した中国資本の高級ホテルは、冬

期の宿泊客の１割はニセコ地域のスキー客を目当てにしていましたけれども、今期は昨年へ

の  ３割ふえたということでございます。ニセコは欧米人にも人気が高く、連携駅は多様

な客の獲得が見込めると期待を膨らませている。官公庁によると、世界経済の減速など不安

要素もありますが、ニセコ発展途上でまだまだ伸びると、シンガポールの開発業者の見方は

強いとのことでございます。 

  2016年、ニセコ地域からツアーが始まった千走川温泉旅館は、冬の間は月30名ほどの宿泊

客でしたが、今は108人に激増したとのことでございます。一番の閑散期が一番の繁忙期に

なったと、顔をほころばせていると。人口840人ほどの島牧の村長は、事業はリスクと隣り

合わせだが、人口減を前にして座して疲弊を待つのか、可能性に挑戦したいと話す。拡大す

るニセコ消費圏のそのチャンスをいかに洞爺湖町に引き寄せるかが、見えた行動を起こすと

きが来ていると言われているように気がします。ニセコや羊蹄山周辺からあふれたラフティ

ング業者や開発業者が、洞爺湖や先ほどの島牧の千走側に向かっているのかと思います。ニ

セコは宿泊施設なども不足しているわけですから、洞爺湖温泉は適正なアピールしていくこ

とが必要と存じます。 

  本題に入ります。道の駅は、言わずと知れた国土交通省の大ヒット商品と言われています。

今の道の駅あぷたの整備計画を本気で検討するときが来ていると思いますが、いかがなもの

なのでしょうか。 

○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） 道の駅あぷたにつきましては、平成17年８月10日、91番目と

して道の駅に登録された施設でございます。議員おっしゃるとおり、以前から施設自体が手

狭であるということは言われていますが、出店者の方々のご努力で年間１億円以上の売り上

げがあります。この施設につきましても、平成26年度に道の駅あぷた、トレールセンター両

施設の屋根・外壁の塗装をし、施設を良好に維持していると考えております。また、平成29

年度にはトイレの洋式化を行っております。町としましては、施設の長寿命化を図り、現施

設を活用しながら将来整備について、引き続き検討をしてまいりたいと考えております。 
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○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 道の駅あぷたにつきましては、今の産業振興課長のほうからお話が

あったような形で、今後とも前向きに取り進めていただきたいと思います。それとあわせて、

近くにパークゴルフ場があるわけですけれども、昨年来から体協の関係団体のところから、

何とか今27ホールしかないものを36に仕上げてもらいたいと。そうしないと、地元で適正な

大会ができないので、何とか36になるようにということで言われていますけれども、それら

の整備についてはどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 夕日ケ丘パークゴルフ場でございます。平成12年に整備され、

現在、27ホール、パー99、延長1,160メートルのコースになっているところであります。議

員おっしゃるとおり、３コース、９ホールごとの三つのコースにはなっておりますけれども、

現在のこの利用状況をまずちょっとお知らせしていきたいと思います。 

  平成26年度においては、１万6,161人の利用がありましたが、令和元年度においては8,906

人という形で、現在、ちょっと減少はしているところであります。ただ、この部分が27ホー

ルである部分で、お客様が減っているという部分ではないのではないかと見ているところで

あります。議員は、以前30年の９月の会議においても、パー27ではなく36でということでの

ご意見をいただいて、私どももその後、周辺の私有地等の所有者にお話をさせていただいた

ところです。また、議員に対しても検討してまいるという形の中で動いてきたところですけ

れども、所有者の方のご理解が得られない中で、現在の部分ではふやすことが難しいとの現

状です。 

  ただ、今、夕日ケ丘パークゴルフ場の横に隣接しています歴史公園でありますけれども、

そちらには今現在はアイヌ民族慰霊碑や、2000年有珠山噴火災害により犠牲になったペット

を慰霊するモニュメント、また馬頭観音がございますけれども、利用する用地が一部ござい

ますので、新しいコースができないかどうか、そうした部分を増設できるかどうかというこ

となのですけれども、指定管理者でありますグリーンステイ洞爺湖やそこの担当整備員とお

話をしながら、現在、検討しているところでありまして、少しでも多くの方が楽しんで利用

していただけるような整備に、今後も努めてまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

鈴木参与につきましては、長い間、洞爺湖温泉の美化、花や何か大変整備されまして、き

れいなまちになったと、私は感心しているところです。それから、またフットパスや何かの

整備につきましても、みずからチエンソーを担いで整備に当たって、本当に忙しい中でパー

クゴルフ場の整備までお願いするのは、大変心苦しいのでありますけれども、今後とももう

一踏ん張り、もう二踏ん張り頑張っていただいて、パークゴルフの整備だとかフットパスの

整備等にも力を注いでいただきたいと思います。 

  これで質問終わります。 
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○議長（大西 智君） これで、４番、大屋議員の質問を終わります。 

  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、越前谷でございます。通告いたしました案件について、これ

から質問させていただきたいと思うわけでありますが、毎回申し上げております。一般質問

というのは、政策論争をする機会であるだけに、できるだけ大局的に質問させていただきた

いと思いますが、案件上具体的な細部にわたっての質問もあろうかと思いますが、その点に

ついてはお許しをいただきたいなと思います。 

  さて、今、世界的にも全国的にもあるいはまた北海道におかれましても、新型コロナウイ

ルスによって人命が失われるとか、あるいはまた極めて厳しい環境に陥っている方々もいる

わけであります。私は何といっても洞爺湖町におきましては、そういう感染をされる方を１

人でも出してはならないと。特に、今、私ども洞爺湖町におきましては、観光産業を土台と

した経済の発展というものを考えているだけに、今の洞爺湖温泉の現状を見ると、極めて厳

しい状況下にあって、なおさらそういう感染者が出たということになると、これは何年もと

に戻れるのかなというそういうことを考えると、やはりこの会場にいる行政側、あるいはま

た議会側も１人でも出してはならないという、そういう決意を持って対応していかなければ

ならないのではないかなという気がします。 

  先ほど、11番議員の方もおっしゃっておりましたが、マスクの着用であるとか、あるいは

また入り口には消毒液を置いておると、さらには換気をよくしなければならないということ

で、寒い方々もあろうかと思いますけれども、窓をあけるとかと、そういう努力をしながら

の議会の会議であるわけであります。 

  私は、今回の質問については、９月の定例議会におきましても町長の一定の見解を伺って

おりますが、なかなか自分はその見解を伺ってでもそうなのか、それでは同意・合意をする

かというところまでいっていないだけに、今回の質問においても９月の議会の質問の復習的

なものも中には入るかもわかりませんが、ぜひ町長の見解を伺っておきたいなと思います。 

  令和２年度の町政執行方針の主要施策についての中でアイヌ政策の推進、いわゆるアイヌ

新法というものができて、その新法の交付金を活用して今いろいろな事業を行おうとしてお

るわけであります。その中で何といっても理解できないのは、生活館の建てかえなのであり

ます。この生活館の建てかえするのに当たっては、町長も随分力説をしながら、何とか建て

たいという思いがあるようでありますけれども、私はもっとこの機会を利用して、もう少し

町長の腹の中に入って、答弁をもらいたいなと思うわけであります。 

  私は、洞爺湖町、旧虻田町に参りまして半世紀が過ぎております。半世紀前の洞爺湖町の

ある住民の方々の接触であるとか、あるいはまた交流であるとか、そういったことをいわゆ

る味わってまいったわけでありますけれども、私はアイヌ民族に対しての差別とか、中傷誹

謗しているということが、そういう場に直面したことないのですよね、直面したことがない。

したがって、このまちにアイヌ新法を利用して、これから中身に触れさせていただきますが、
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共生施設をつくらなければならない。そしてつくることによって、共生社会を躍進をさせて

いくのだ、躍動していくのだというそういう思いのようでありますけれども、実際にそう

いった洞爺湖町の中におきまして、アイヌ民族との関係で差別的なそういう環境にあるのか

という、まず１点疑問に思うのですよ。それで伺っておきたいと思います。この洞爺湖町に

アイヌ民族と言われている戸数は幾らですか、幾らあるのですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまのご質問のアイヌ民族の方々の戸数、世帯数等々の

ご質問かと思われます。 

  洞爺湖町内にお住まいのアイヌの方々の把握についてでございますけれども、アイヌ施策

に係る地域計画の中におきましても、国のほうへ報告をしているところでございますが、定

期に行っておりますアイヌ生活実態調査の結果に基づきまして、13世帯、35名となっている

ところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今の健康福祉課長から、アイヌ民族の洞爺湖町の居住戸数は13戸で

35名だと、これは何を根拠に把握されているのですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） こちらにつきましては、調査自体は、平成29年度行われたも

のでございますけれども、町のほうからアイヌ協会のご担当の方のほうに調査の依頼をいた

しまして、協会の方々の協力を得た中で、実態について確認をさせていただいたものでござ

います。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、関係者、アイヌ民族の方々からも聞いたということであります

けれども、そういったものが公文書として残っているのですか、どうですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） こちらの調査につきましては、北海道からの調査によるもの

でございます。こちらにつきましては、道のほうにもこの数値で報告をし、国のほうにも報

告をされているというふうに把握しているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それでは、さらに伺いますけれども、そういう道にも報告をしなけ

ればならないそういったことは、いわゆるアイヌ民族と我々との違いというものを明確にす

るための報告なのですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） この調査自体は、人数、あるいは世帯数の把握ということだ

けではございませんで、町全体におきます経済、それから産業いろいろな場面、あるいは教

育、全ての分野についてアイヌの住民の方々が、その中でどのような状況にあるのかという
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ような総合的な調査の内容になってございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） だから、そういう答弁をするということは、やはり行政側にもアイ

ヌ民族の実態など調査したりしているということは、やはり差別的な考え方あるからではな

いですか、どうですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 今、差別的なというようなご指摘といいましょうか、思いが

あるのではないかというようなお話がございました。 

  協会の方々の中には、そういった思いのある方も場合によってはおられるのかもしれませ

んけれども、我々といたしましては当然のことながら、このたび国のほうにおいても改めて

アイヌの方々の生活向上も含めまして、人権といったものに着目をしてきて、制度改正に

なったところでございますけれども、我々も戦後、そういった教育を受けながら、そのよう

な認識といったものについては、当然のことながら持ち得ないということの中で生活をして

きているところでございますので、行政といたしましてもそういった差別的な視野といった

ものについては、基本的には存在し得ないものというふうには考えているところでございま

す。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、あなた、大変なことを言いましたけれども、教育を受けてきた

のですか。どんな教育ですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 教育という言葉を使いましたけれども、学校において授業の

中で道徳、あるいは社会といった歴史などの中において、いろいろな形の中で我々教わって

きたというようなことで把握している。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 教育受けて、共生社会でどんな影響が出ているのですか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 議員もご承知のことと思いますが、以前は法律の中で旧土人法という

のがありました。そこには北海道には特にアイヌの方々が暮らして、生計をしていたという

ことで、私どものまちのもとといいましょうか、そこには昔、明治のそれこそ初め・中盤、

明治17年でしたか、そのころに私ども今現在、洞爺湖町でございますけれども、入江を中心

としてあの辺にたしか町史に載っていたかなと思いますけれども、約800人くらいのアイヌ

の方が生計をしていたと。その後、有珠地区だと思うのですけれども、有珠、あるいは洞爺

湖町の入江地区、こちらのほうにそれぞれ区域割というのでしょうか、そういう線引きをし

ながら生計をしていたと、相当数の方がここで生活をしていたと。明治の終わりころになり

ますか、和人の方も結構いらっしゃった、明治が進むにつれて和人の方もふえてきた。 

  そんな中、北海道ではここにアイヌ民族の方々の学校を建てようということで、道内に４
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カ所の学校を建てようと。そしてその一つにアイヌの方々、子供たちの教育を推進するため

に何か施設を、学校的なものをつくろう。その時に意を決意して北海道に渡り、この地に根

をおろしていただいた白井柳治郎先生が、アイヌの子供たちに教育を教えてきた。差別だと

か、そういうことは当時から大きなものはなかったかもしれませんけれども、白井先生は、

和人とアイヌの子供たちは皆一体なのだと。そして教育は誰でも受けられるものなのだとい

うことから、崇高な考えのもと学校を開いてみてくれたという経緯があります。 

  そして時代がどんどん変化する中で、今の現代社会があるわけですけれども、国のほうと

して旧土人法はなくなりましたけれども、今現在、アイヌ新法という法律ができ上がりまし

た。アイヌの方々が住んでいた地域、アイヌの方々をサポートし、あるいはそれを一緒に仕

事をしてきた、これもアイヌ新法の一つだというふうな考えのもとで、今回、令和元年にア

イヌ新法が制定し、特に北海道においてそういう地区が多い、アイヌの方々と和人が共生し

てきた社会があると、そういうところで何か今後、振興発展につながるものがあればという

ことで、新しく交付金制度ができたというふうに聞いております。 

  その中で、今、議員おっしゃるとおり、ここのまちに住んでいるアイヌの方々と和人の

方々、和人と言われている方々、我々と何かいざこざみたいなものがあるのか、いじめ的な

ものがあるのか、それは今は私も全くないというふうに思っております。同じ地域で、同じ

生活をしているなというふうに思っていますし、さらにせっかくここまで築かれてきたもの

の何かシンボル的なものが、その地域内にできないかな、この法律を用いてできないかなと

いうようなのが、今回、高砂地区に、旭町地区に予定している共生型の、（発言する者あり）

本町に施設を整備しようとしている共生型の施設内容でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、町長が、白井柳治郎先生のことも出して答弁いたしましたけれ

ども、常に私どもは、この世に共存しているものとして公平でなければならない、それから

共存・共愛・友愛でなければならないと思うのですよ。 

したがって、差別的なそういったことはあってはならないし、私は今までなかったのでは

ないかなと思っています。それで、今、町長も踏み込んで答弁されておりますけれども、町

長、アイヌ新法、アイヌ新法と言いましたよね、そのアイヌ新法の正式なあれを話ししても

らえませんか、正式な法律名。 

○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） 正式名でございますが、アイヌの人々の誇りが尊重される社

会を実現するための施策の推進に関する法律でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 法律の名前をはっきり言ってくれと言っているのだよ。 

  町政執行方針見ましたか。町長、町政執行提案しましたよね、町長の提案するのは政策で

はなくて施策なのですよ。政策と施策は違いますよ。町長は、施策と言っている、担当課長

のほうは政策と言っている、この違いというのは一体どうなのよと。私は、前々の副町長の
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ときも提起したことはあるけれども、こういう執行方針出すから、校正かけないのですか。

担当課長の法律名と町長の言う法律名が違っているということは、どういうことですか、こ

れ。 

  ましてや９月の議会から、12月の議会においても、入札の関係で質問していますよ。設計

費の関係で。基本的に自分は、前々から反対の論争をしているのにもかかわらず、町長が提

案するアイヌ施策推進法、アイヌ政策でしょう、これは、違うの。そもそもこういう提案に

対して、自分は怒りを感じるのですよ。何やっているのよと。もっともっと、９月から私は

反対している。これは将来にとっては、洞爺湖町にあっては申しわけないけれども、負のレ

ガシーでないかなと思っているのですよ。遺産になりはしないのかなと、心配している自分

の主張というものあるにもかかわらず、町長は推進法だと、担当は政策法だと、政策推進法

だと、これどういうことなのさ。修正も訂正もしない。 

  いやいや手挙げているけれども、そうでしょう。間違っていること言っていないでしょう。

町長の言う、読んでください。２ページには施策推進法、それからあなたが言っているのは、

22ページに政策推進と書いているのではないかい、これどういうことだい、それで何かあり

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） 大変紛らわしくて申しわけないのですけれども、法律の名称

は、先ほどちょっと長い部分でありましたけれども、執行方針の中ではアイヌ施策推進法と

いう法律名でございます。22ページに記載しているところでございますけれども、これは交

付金の名称でございまして、交付金制度の部分については、アイヌ政策推進交付金という制

度でございます。 

  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） では、企画課長、あなたは私に間違った文書を押っつけるのかい、

ここに書いているのではないですか、あなたからもらったの。アイヌ政策推進（アイヌ新法

交付金）と、事業主体も実施主体も書いているのではない。今、言っていることと、あなた

の言っていること違うのではないかい、精査して答弁して。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） アイヌ政策という言葉、政策という言葉を使っていますのは、あく

までも交付金活用事業の名称でございます。先ほどの法律名は施策という形でなっていると

いうことで、ご理解いただきたいと思っています。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） そうしたら、あなた方が出している文書は、これどういう文書なの、

それでは。アイヌ政策推進（アイヌ新法交付金）、事業実施主体は市町村等々と書いている

文書というのは、これどういう文書出しているのさ。これ政策だよ、政策。自分も調べてみ

たけれども、政府の……。 
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○議長（大西 智君） 越前谷議員、お昼も近いので、ここで１回休憩をとりたいと思うので

すけれども。 

○１番（越前谷邦夫君） トータル30分でやめようと思っているのだ、きょうは。だけれども、

こんなことで     こんなの。 

○議長（大西 智君） それでは、ここで休憩といたします。再開を１時といたします。 

                               （午前１１時５１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、一般質問を続けます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 先ほど議員のほうから、法律名で使っている施策と、それから交付

金名で使っている政策の違いということをお話いただきました。 

   法律上では、正式にはアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推

進に関する法律ということで、これを略称で、アイヌ施策推進法と呼んでいるところでご

ざいます。一方で、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に

関する法律の基本方針に基づいて定めたものが、アイヌ政策推進交付金事業という交付要

綱になっているところでございます。この法律上の施策と、それから交付金名上の政策の

違いについて、何なのだというお話をいただきました。 

私自身、本当に勉強不足で大変申しわけないなと思っていました。思っていますが、今、

調べましたところ、政策というのは政府であったり、政党などが施政上の方針やその方策

を定めることをいいます。その施策というのは、その策を実施することというふうに理解

できるかなと思ってございます。いわば政策というのが上位のほうに来るのか、それを実

現するための方策が施策というふうになろうかなというふうに思っているところでござい

ます。 

国が、なぜこの言葉を使い分けたかというのは、私どもちょっと定かではございません。

ただ、私どもとしましては、議員がおっしゃられるように、これはまちの政策であるだろ

うということから、施策であろうが政策であろうが、本事業をまちの政策として考えてい

るところでございます。議員の言われること十分理解できますので、この言葉の使い分け

につきましては、その意図を今後、国等に確認していきたいなと思ってございます。 

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、法律の法律名のあり方というのは、副町長が答弁していただき

ました。いわゆる政策と施策というのが違うということを理解してもらわなければ、そして

国とか行政があるのが政策であって、それに基づいて具体的な事業をやるというのが施策と
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いうことになるわけでありますから、その辺をしっかりとこれからも使い分けをしていただ

ければなと思っております。 

  今議会、本当に30分程度で終わろうという腹構えでいたのですけれども、ちょっとどうい

うわけかつまずいてしまいました。あと、議案審議の中でもこの案件上、それから総括質疑

の中でも質問させていただきますけれども、若干簡潔にご答弁をお願いしたいのは、アイヌ

民族の共生拠点施設の工事の総工事費は幾らなのか、総工事費は幾らなのか教えてください。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいま新たに建てる生活館の総工事費ということかという

ふうに理解いたします。 

それで、まず、設計の委託料でございますけれども、本館のほうが1,650万円でございま

す。それから、本館のほうのいわゆる新築の工事費、躯体の工事費になりますけれども、２

億3,800万円を予定しているところでございます。このほかに外構の部分の工事費もござい

ますけれども、設計の部分の委託料が249万7,000円でございます。外構の工事費、工事本体

以外ですけれども、2,066万9,000円ということで、あくまでも予定、これ令和２年度になり

ますけれども、予算という形の中で整理をしてございます。総額におきましては、本体工事

費と外構工事費とを合わせまして２億7,766万6,000円でございます。 

以上です。 

○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。 

そこで、アイヌ民族の共生拠点整地の新築工事の中で、延べ床面積が494.38平米になって

いるのですが、そうすると、この平米数を２億何ぼであると坪単価大体どのぐらいになるの

ですか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 今、もう少し細分化して、簡単に説明させていただきます。 

  先ほど、建築工事の中の全体で２億3,800万円という数字があったかと思います。そのう

ち展示工事1,800万円予定しているものですから、残りの２億2,000万円が建築の建築・電

気・設備・機械設備の総事業費ということで計算してございまして、そのうちの単価につき

ましては494平米、おおむね149坪なものですから、坪単価といたしましては147万6,000円と

いうことで計算しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 坪単価大体、建物では147万円と。今、一般家庭でも高くても60万

円ぐらいでないなかという気がするのですけれども、この施工上の課題もあって、こういう

単価になるかと思うのですけれども、これはまた後で触れますから割愛いたしますが、そこ

で建設予定地となっておる今の文化交流会館の跡地ということに、一部なろうかと思うので

すよね。それで文化交流会館の解体費用というのは、予算書を見ると約3,527万円の中に、

虻田共同資料館のトイレ改修も入っているようでありますから、この交流会館の解体費用と
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いうのは、トータルどのぐらいになるのですか。 

○議長（大西 智君） 永井教育参与。 

○教育参与（永井宗雄君） 文化交流会館の解体工事費でございますけれども、3,374万8,000

円を計上してございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それで、この財源はどういう財源ですか。 

○議長（大西 智君） 永井教育参与。 

○教育参与（永井宗雄君） 合併特例債を活用しておりますので、起債のほうで3,200万円計

上しております。 

○１番（越前谷邦夫君） （マイク不使用のため聴取不能）わかりました。時間の関係上、前

に進めさせていただきますが、いわゆる、町長は昨日の執行方針の中で最終的な、住宅のま

ちづくりの展開としてこういうことが述べているんですよね。人口規模に見合った持続可能

な行政運営と、健全な財政運営に努める、将来に向けた効果的な施策を展開すると、こうい

うことが執行方針でうたわれているわけでありますけれども、この施設というのは本当に将

来、洞爺湖町にとって大きな貢献になる施設になのでしょうか。それから、どういった役割

を果たす施設なのか伺っておきたいなと。 

  それからもう一つは、これは提案するわけでありますけれども、私は、生活館というより

も集会所を建てるとかということは、以前から百歩譲って反対ではないということを述べて

まいりました。集会所と、４区の集会所と、アイヌ民族の方の施設を分離して建てるわけに

はいかないのでしょうか。設計もできてきているようでありますから、できないというのは

目に見えているのですが、というのは今の道の駅あぷたに年間どのぐらい入っていますか。 

○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） 道の駅あぷたの入り込み数ですが、平成30年で７万9,325人

となっております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それで、町長、道の駅あぷたに今言われているように、７万9,000

人ぐらい来ているのですよね。それの10分の１であっても7,900も入るという、入るという

よりもあそこに建てた場合、道の駅あぷたとか、トレールセンターとか、あるいはまた歴史

公園だとか、先ほどどなたか言ったように馬頭観音もある、ああいうところにアイヌ民族の

そういう施設を建立したらどうかなと。最初からアイヌ民族の施設つくるのを反対だと、私

は１度も言ったことない。つくるとするならば、そういう津波想定区域外のところに建てる

わけですから、そういうところがいいのではないかと、そう思っているのですよ。 

それから、先ほど、企画防災課長が４番議員の答弁の中で、いわゆるハザードマップは規

制するものではないという、これ間違っていますよ。規制するのですよ。どういうことかと

いうと、津波の警報だとか、予報が出た場合に使用禁止なのです。これ明確にうたっている

と思いますよ、使用禁止と、規制ではないですか。そういった間違った答弁というのは、
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ちょっと考えてもらいたいなと思うのですけれども、そういったもろもろのことを申し上げ

ましたが、客観的に町長、どんな見解をお持ちでしょうか、貢献度、役割等々含めてお願い

します。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 本町地区へのまだ名称は（仮称）でございますけれども、生活館とア

イヌの拠点施設云々の関係でございますが、私どもここにこういう生活館、あるいは前の集

会所のかわりになるようなものをということで、国のほうから新しい制度ができるというお

話を聞きまして、まずは今、ご利用している方々のご意見を賜ろうということで、所管課の

ほうでそれぞれ手分けをしてお話をお聞きしました。 

  その結果、今、あそこでウタリ資金を導入して入りましたアイヌ関係の方々、そして地域

住民の方々、さらには老人関係の方々等々、いろいろお話を聞かさせていただいたところが、

あそこの場所が一番便利だということで、それではあの辺で検討してみようというふうな話

になっておりました。 

  また、あそこには今、私ども巡回バスを町内くまなく走らさせていただいておりますが、

それのできることであれば拠点施設、そういうものにもなっていただければなと。さらには、

この施設の中に子供たちへの教育、そういう設備も一緒にこの制度の中でできるのであれば、

それらも取り入れたいなという考え方で、今、おったところでございます。 

  その中で、議員提案のございました集会施設については、地域の方々の施設としてこちら

のほうに、あるいはアイヌの関係の方々についてはこちらのほうの施設、違うほうの施設場

所にというふうなお話もありました。これを二つに分けることができるのだろうかというこ

とで、国のほうとも調整をさせていただきました。残念ながら建物については、二つ、三つ、

なかなか難しい状況があると。さらには、一つになってもアイヌの方々、そして和人の方々、

共生をしているのだということから、一つの施設のほうが国のほうとしても制度を利用する

ときには、そちらのほうが利用しやすいというご指導もいただいてきたところでありまして、

今、何とか本町地区の元生活館の跡地を利用して、そして複合型の内容の整備を図っていき

たい、そういう考え方でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、町長、子供たちのって、それは未来塾って前から未来塾と言っ

ていますけれども、そういう高齢者もそうだけれども、子供たちもこの施設を利用していた

だくと、そういうところにも防犯上問題があるということを僕は申し上げているのですよ。

津波浸水想定区域の中に、避難所にならない施設を２億3,000万円も投資をして、なぜ建て

なければならないのかと、果たして本当に坪単価百四十何万の施設が、本当に妥当性のある

価格なのかなというのが不思議でならないのですよ、自分は。 

そのことは後ほどまた、機会あるごとに申し上げさせていただきますが、何といっても拠

点場所というのは津波浸水想定区域だと、そういうことを考えれば、公共施設をそこへ建て

るというのはいかがなものかなと。ただし、今、町長が言っているように、住民の方々であ
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るとか、高齢者の方々がコミュニケーション深めるようなそういう施設が必要だ、集会所的

なものであるならば、私はこんなに目尻上げて反対だという論はしませんよ。 

だけれども、アイヌ民族のあれだって、先ほど17件と言いました。13件と言ったかな、13

件だったかな、13件の35名ということで、やっぱり我々も亡くなったりして自然減少になっ

ていくと、アイヌ民族の方々だって亡くなってくるだろうと、当然、戸数も少なくなってく

ると。そういうことを考えれば、あえて白老にあれだけの200億円投資をした国立のアイヌ

民族資料館もできる、ウポポイが象徴空間のある施設ができるわけでありますから、洞爺湖

町に今の予定地に建ててどれだけの人が来ますかね、私はわかっているから余り言いたくな

いのだけれども、収益ゼロでしょう。逆にこれからの予算議会の中で説明させていただきま

すが、維持管理費どのようになっているのか、どうなっているのかという課題もありますよ。 

だから、僕が思うのには、本当にアイヌ民族と和人の方々の共生する社会をつくり上げて

いくのだと、洞爺湖町はそういう拠点づくりをしながら、そういう社会実現に向けて前進を

していくのだということならば、私は今の道の駅あぷたとか、トレールセンターとか、場合

によっては歴史公園の周辺に建設したほうが、よりよく住民の方々とか観光客の方々との交

流というものが深まるのではないですか。そういうことを考えれば、今、建てようとしてい

るところというのは、いささか無理があるのではないかなという気がするのですけれども、

これ以上の答弁求めても町長は答弁に立たないだろうと思うのだけれども、どうでしょうね、

もう１度お願いできますか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、拠点施設、場所の問題になっていました。以前の議会の中でも答

弁させていただいたかなというふうに思いますが、本町地区の中で入江地区というのは、過

去の歴史の中でも有珠山の熱泥流、あるいは火砕流が発生した場所と言われております。そ

んなことから、いついかなるときに災害が起きるやもしれぬというリスクはありますけれど

も、あえてやはりこの有珠山を抱えておりまして、噴火災害にも備えた施策を町としてはや

はり講じていかざるを得ないというふうに、私は考えております。 

  津波災害という大きな災害もありますが、過去の私どもの歴史、そして今、進めようとし

ていることを鑑みますと、入江地区のほうは特に有珠山の麓から善光寺にかけて、こちらの

ほうについては非常に私どもも危険を感じております。そういうところに施設をつくるとい

うこと自体が、どうしても一歩前に踏み出せない大きな要因でございます。 

  また、アイヌの方々からもお話を聞いておりますけれども、今の場所で何とかお願いでき

ないだろうかと、要望も聞いております。さらに、この地域が本当にあそこにつくることに

よって、地域の活性化につながるのか、あるいは将来、負の遺産になるのではないだろうか、

今現在のあそこの集会施設も、いろいろ地域の方々に使っていただいております。また、な

くてはならない施設になっております。私どもも、そんな立派な施設というふうには考えて

おりませんが、やはり地域の方々に安心して使えるような施設整備を図っていきたいなとい

うふうに考えております。 
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○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 町長、そういう答弁するとまた言いたくなるのさ。なぜかといった

ら、今、町長は入江のあの周辺、歴史公園のほうに大きな過去に災害あった、江戸時代です

よね。そんなこと言ったら、日本の国火山地帯ですので、どこにだって建物建てられないで

しょう。そういうことではないですか。 

もう一つは、洞爺湖町の2000年の有珠山噴火したときに、ゾーニングはかりました。Ｃ

ゾーン、Ｂゾーン、Ａゾーン、Ｘゾーンと、それによって我々が心配しているような職住分

離になって、今、都市機能が成り立たないような洞爺湖温泉になっているのですよ。等々考

えれば、やはりもっともっと建設する場合においても、建てる場所がここでいいのかどうな

のかというのも、もっと早目に我々とも一緒になって吟味をするような環境というのは、今

回の場合は特に必要であったのではないか。 

それから、町長は、今、余りいいような施設ではないかのようなこと言って、坪単価147

万円ですよ。坪単価147万円といったら、それ相当のそれこそ立派な施設になるのではない

ですか、坪単価147万円ですよ、町長。一般家庭の家建てるといったら、今、50万円かせい

ぜい高くて60万円、147万円がさほどいい施設ではないと言うのがおかしいですよ。そうい

う答弁だけはしないでもらいたいなと、少なくとも自分の前では言わないでほしいなと思い

ます。 

それでは時間の関係ありますから、私、本当に30分で終わろうとしておったのですよ。そ

れで２番目に入らせていただきます。 

２番目は、基幹漁業にあると、これ養殖事業となっていますが、養殖業ですので、これだ

けは訂正してください。修正お願いします。養殖業。 

今、前浜の漁民の方々のホタテ養殖業というのは、大変厳しいものがあるのですよ。それ

で揚げてでも単価が安い、去年は揚げたいけれども、品物はないと、こういう状況ですよね。

それで、町長、今、漁民の方々が町長とおつき合いしている人たちはいいのかもわからない、

裕福な人たちばかりで、ところが僕とつき合っている人たちといったら、みんな中堅から下

のほうですよ。だとすれば、ホタテ養殖漁業では、もう食べられなくなってきていると、こ

れ以上したら倒産だと、廃業しなければならないと。それで、今、ナマコとりに夢中になっ

ているのですよ。というのは、１日5,000円になっていてもいいから、収入得られるのだか

ら、俺たち食べていけないのだと、こういう状況下になっているということを認識を深めて

いただきたいなと思うのですよね。 

そこでいろいろ隣接の市町村におきましても、噴火湾のホタテなど等々含めて、やっぱり

地球の温暖化によって水温も上がってきているということで、かつては北海道でとれた魚も

とれなくなった、逆に南国でとれている魚がとれるようになった。それでこの間もテレビで

やってあったのだけれども、イカとかサンマというのは水温の関係上、ずっと沖合に行って

しまってとれないような状態になってきていると。こういうことを総合的に判断をして、各

市町村で取り組んでいることをちょっと触れて終わりたいなと思うのですが、例えばナマコ
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というのは洞爺湖町の前浜の漁民というのは、そういう漁場づくりというのは非常に求めて

います。町長。 

私は、以前にも質問したことがありますよ。台船来ているうちに、そういう自然石を投石

してはどうだと、投石してはどうだと。そうしたら、いやいや台船というのはいろいろなと

ころにいつも来ているから、いざとなったら、さほど心配することはないという答弁が返っ

てきたのを鮮明に覚えていますけれども、やはり長崎さん時代もやっぱりそうだなと。ナマ

コの漁場もつくってやらなかったら、漁民大変だよなと。リタイヤした方々だって、食べて

いかなければならないのだから、そういうナマコの漁場をつくろうではないということで投

石しました。そういうことが、今、望んでいるということを町長、覚えておいてもらいたい。 

それからもう一つは、例えば積丹あたりは、昆布の養殖に精力的に取り組んでいます。 

これは漁民も町もです。それから、せたな町はどんなことかというと、陸でウニの養殖、ス

リッパがけで養殖できるようなそういう方法をとっていますよ。それから、先日、新聞でも

あったように、根室市ではズワイガニの養殖にも精力的に取り組んでいくということが明る

みになってまいりました。それから、七飯町はきのうあたり、おとといかな、テレビで出て

あったけれども、チョウザメの北海道大学と一体となって養殖に着手していくと、こういう

こと。 

それからもう一つ、これは自分の生まれ故郷でもあるわけでありますが、八雲町で日本海

の港の中と噴火湾の港の中に生けすを入れて、ニジマスの養殖にかかったのです。これも噴

火湾のホタテがどんどんどんどん降下状態にあると、したがってこれからは育てる漁業とい

うのを、もう少し力を入れなければならないということから、熊石の漁港の中にも生けす２

個、それから落部の隣の港にも２個ほどやって、そして去年の話で２年、来年だと思います

よ。来年、試食してみて、これはいけるぞと思ったら、町を挙げて本格的にニジマスの養殖

するのだということがなされているようであります。これも私は生まれ故郷もそうでありま

すから、現地を見てきていますけれども、そういうことで各市町村におきましてもそういう

取り組みをしている。 

かつて、私も議員もう十何年たつのでしょうか、和歌山のほうに行って、近大がマグロの

養殖やっているということで、生けすの中で、それを見に行ってきました。それとあわせて、

ここの前浜の漁民も、我々もよかったらその辺に着手したいということで、マグロの養殖を

見に行ってきているのであります。だから、これからの前浜の漁業振興というものを考えた

ならば、今、もう転換期に来ているのではないかなと思っているのです。自分は。だから、

何度も申し上げますけれども、洞爺湖町においても今から副業になれるような養殖事業を行

うということで、町長ね、上の方々とあぐらを交えないで、底辺の方々とあぐらを交えて意

見交換をしながら、そういった環境づくりに努力していただけますか、どうでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 前浜の漁業関係でございますが、やはり私どものまちは、ホタテ養殖

で今日まで来ました。その間、50年の歴史があるわけでございますけれども、漁師の方々に
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聞くと、やはり大きな波が年によって違うのだと。一つには、いいときもあれば悪いときも

あった。だけれども、今回みたいな３年もへい死問題が続くというのは、これはちょっと異

常だよなというお話をよく聞きます。 

  そんな中、道のほうにただいまお願いいたしまして、水中、海の中にブイを３基、それも

高性能のブイ、今までのブイとはちょっと性能が違う海水温、上下、上中下、さらには潮の

流れ、さらにはプランクトンの状況、温度、こういうものある程度のものが網羅できるもの

を内浦湾全体の漁師の方と協議をして、こういう施設を整備していただけないだろうかとい

うことで、道に昨年お願いに行って参りました。何とか知事のほうも前向きに検討していた

だいておりまして、それが実現できるような今状況になろうかなと。 

  それと、過去の水質試験場等々のデータをすり合わせて、この内浦湾でホタテ養殖業が今

後も続けられるのか、そこら辺をしっかり見きわめていこうという今取り組みに始まったと

ころでございます。 

  また、そんな中、これまでヒトデが海の中にいたのだけれども、最近、釣り船が竿をおろ

してもさっぱりヒトデがかかってこない、そういう現象のあるようでございますけれども、

そんな中ホタテをやめて磯周りの漁業に従事したいという方も年々ふえてきている、これは

現実問題でございます。そこで私どもも、何とか磯周りのことも視野に入れながら、これま

でも漁協に対して支援策を講じてきたわけでございますが、令和２年度におきましてもウニ

の種苗、いわゆるウニの赤ちゃんみたいなものを海にまた放そうかということも検討してお

りますが、ナマコについても考えていかなければならないなというふうな時期に来ていると

いうふうに思っております。平成29年では、ナマコの水揚げが４トンと聞いておりました。

ホタテへい死が相次ぐ中、漁師の方々は30年度において少しナマコ漁もやろうということで、

８トンの年間水揚げがあったというふうに聞いております。 

そんなことから、特にナマコについては、高値で取引ができるということも聞いておりま

すので、そこら辺は漁協と十分協議をしながら、漁師にとってどれがいい方法なのかを検討

してまいりたいというふうに考えております。 

○１番（越前谷邦夫君） 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。 

  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 １時３３分） 
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