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平成２８年白老町議会民族共生象徴空間整備促進・活性化に関する 

調査特別委員会会議録 

 

平成２８年 ９月２０日（火曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ２時２３分 
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２．その他 
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委 員 前 田 博 之 君  議 長 山 本 浩 平 君 

                                            

〇欠席委員（なし） 

                                            

〇説明のため出席した者の職氏名 

町 長 戸 田 安 彦 君 

副 町 長 岩 城 達 己 君 

地域振興課アイヌ施策推進室長  遠 藤 通 昭 君 

地 域 振 興 課 長 高 橋 裕 明 君 

総 務 課 長 岡 村 幸 男 君 

企 画 課 長 高 尾 利 弘 君 

財 政 課 長 大 黒 克 己 君 

経 済 振 興 課 長 森  玉 樹 君 

農 林 水 産 課 長 本 間  力 君 

建 設 課 長 竹 田 敏 雄 君 

生 涯 学 習 課 長 武 永  真 君 

学 校 教 育 課 長 岩 本 寿 彦 君 

建 設 課 主 幹 田 渕 正 一 君 
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地 域 振 興 課 主 査 貮 又 聖 規 君 

地域振興課アイヌ施策推進室主査 菊 池 拓 二 君 

企 画 課 主 査 温 井 雅 樹 君 

                                          

〇職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長 南  光 男 君 

主 査 増 田 宏 仁 君 
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    ◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） これより、民族共生象徴空間整備促進・活性化に関する調査特別委

員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

 

○委員長（小西秀延君） 本日の委員会の日程についてであります。レジメに記載のとおり、

１番目、象徴空間周辺整備に係る進捗状況についてであります。 

当初の予定では、８月31日に開催予定でありましたが、災害のため延期となり、本日の開催

となりました。説明を受けてから約１カ月が経過しておりますので、８月19日開催時の説明資

料と追加資料等により、簡潔に、担当課から説明を受けたいと思いますがこれにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

それでは、民族共生象徴空間整備促進・活性化に関する調査を行います。 

象徴空間周辺整備に係る進捗状況について担当課からの説明を求めます。 

高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） おはようございます。先日８月19日に行っております進捗状

況の冊子がもとになりますけれども、本日は項目で申しますと16から20までの項目が残ってお

りまして、その後約１カ月たちますので本日追加資料も提出させていただいております。資料

の説明につきましては、参考資料－３、４、そして資料１、２とありますので順次説明をいた

したいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画課長。 

○企画課長（高尾利弘君） それでは私のほうから参考資料－３と参考資料－４のほうを説明

させていただきます。参考資料３については先に配付しておりますところでございますけれど

も、まず３つの近隣市町村における駅舎改修状況ということで、参考資料として出させていた

だいております。まず、苫小牧市の沼ノ端駅なのですけども、ここにつきましては、１番右側

の事業費といたしましては約７億円かかっております。ここは自由通路、自動改札付で無人駅

のもので７億円という内容になっております。そのうち国庫補助は２億7,000万円ということと

ＪＲ負担はなしでございます。 

次に室蘭市の東室蘭駅でございますけども、こちらにつきましては事業費で約23億円という

内容になっております。こちらの駅につきましては自由通路と橋上駅化されておりまして、駅

機能部分については券売機だとか自動改札機とかもついている状況であります。財源的な内訳

でございますけれども、自由通路については約10億円ほどかかっているというところですけれ

ども、駅舎の部分については、ＪＲ駅舎移転補償費７億円というところがございますけれども、
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こちらを移転補償費を払って改修されているということで、あと用地費とか広場の整備含めま

して23億円という内容になってございます。 

そして、伊達市の伊達紋別駅です。こちらまだ完成しておりませんけれども、総事業費とし

ては約８億円以上ということで見込んでいるところでございます。こちらにつきましては自由

通路と駅旅客通路と書いてありますけれども、構内通路を拡幅した形のつくりになっておりま

して、現駅舎についてはそのまま活用するということで特に大きな整備はされておりません。

その中で８億円ということで、国の補助が10分の４でＪＲの負担はほぼなしということで、起

債としては合併特例債を使ってということの内容になってございます。 

続きまして参考資料－４のほうなのですけれども、こちら北海道さんにも一応いろいろ入っ

ていただいて協議を進めているところなのですけれども、「民族共生象徴空間」開設に伴う交通

アクセスの改善に向けた道路の整備等に関する緊急要望書ということでまとめております。内

容については２枚めくっていただいて、まず要望事項としましては、道道昇格に対する要望と

いうことで、公園通、ポロト線、中央通の道道昇格をしていただいた上で、下記の道路等整備

に対する要望ということで主に交差点の改良、右折レーンだとか左折レーンの改良をお願いし

たいと考えております。箇所については図面のほうを確認していただければと思います。それ

と、その下のところに白老駅舎等整備にかかる要望活動への協力要請ということで、これは道

に対する協力依頼でございます。こちらについてはまず白老駅舎、こちらを2020年までに便器

の洋式化、障がい者用トイレの設置、ロッカーの設置等を行いたいということで協議を進めて

いきたいと考えてございます。その後、自由通路の設置について協議を開始していきたいとい

うことです。あとホームの改修については、北斗の停車の要望をＪＲにお願いしながら、こち

らの決定後に改修を進めていくということになろうかということで考えてございます。それと

１番下に構内通路の改修と書いてありますけれども、こちらについては、伊達紋別駅さんです

と自由通路と構内通路を一緒に合築というのかそういう形で対応しておりますけども、そうい

う形になるかどうかも含めて今後ＪＲさんと協議を進めていきたいというふうに考えてござい

ます。以上でございます。 

○委員（広地紀彰君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 私のほうからは道路の関係のご説明をさせていただきます。資料

は同じ資料になります。前回８月19日のときに調査特別委員会の中でご説明は１度させてもら

いました。内容的に変更等はありませんけれども、改めて説明をさせていただきたいと思いま

す。まず表の部分なのですけれども、真ん中に道路等整備に対する要望ということで、交差点

ナンバー１から４までを記載しております。次のページに図面があります。まず最初に、交差

点ナンバー１についてご説明いたします。図面のちょうど真ん中辺に交差点ナンバー１があり

ます。ここの整備につきましては、交差点の改良と案内標識の設置をお願いしております。そ

れから右側のほうにいきますと交差点ナンバー２があります。ここの部分につきましては公園

通となりまして、交差点改良とその交差点改良に伴う町道ポロト社台線の拡幅の整備をお願い

しております。その横に交差点ナンバー３がありますけれども、これはポロト線となります。
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交差点改良と踏切・歩道の拡幅整備を要望しております。図面の下のほうにいきまして、交差

点ナンバー４になります。ここは中央通の交差点の改良等の要望となっております。それから、

表の中に白老停車場線ということで要望が書かれていますけれども、そこの部分につきまして

は白老駅舎の整備に関連し必要となる整備事項について北海道と協議をしていくということに

しております。以上で簡単ですけれども説明を終わらせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 続きまして、資料１でございます。資料１につきましては、

当初お配りしております民族共生象徴空間・周辺整備の進捗状況の17項目め【まちづくり会社

設立に向けた取り組みについて】の追加資料でございます。定例会９月会議でも現在の検討状

況等はお話ししておりますが、今回は全国におけるまちづくり会社の現状と課題ということで、

国の資料等から整理させていただきました。 

まず１番目まちづくり会社の経緯ですが、まちづくり会社は、国の調査では任意団体を含ん

だ法に規定する定義として、地域の関係者で設立された中心市街地等の活性化に関連する事業

目的を持つ会社形態の組織ということで、その事業内容は主に商業の活性化、観光振興、景観

形成街並み保存、街なか居住、教育・福祉・子育て支援、企業支援などが主な事業内容となっ

ております。このまちづくり会社の設立経緯につきましては、中心市街地活性化法の改正によ

って大きく変遷してきておりますが、平成10年以前と平成10年から18年、それから平成18年以

降という３期によって実態が変わってきているということが言えます。 

そして、２番目まちづくり会社の概要につきましては、全国のまちづくり団体の組織形態と

いうことで国が調査しております。全国で1,631の団体がございますが、そのうち株式会社は134

社ということになっております。 

続きまして２ページ目でございます。３番目まちづくり会社等の主な事業・活動内容につい

てですが、大きくは事業分類として、収益・非収益事業を行っており、その分類としてハード

事業（整備・管理運営）とソフト事業に大別されておりますが、右の表に書かれてあるように

中分類では10分類、１番目から５番目までがハード系、６番目から10番目がソフト系というこ

とになっておりまして、その事業内容は、「民間施設の管理運営」（32.2％）、「イベント企画・

運営事業」（31.8％）、「公共公益施設の活用・管理運営事業」（29.1％）と、この３つが割合の

大きい事業ということになっております。 

４番目まちづくり会社の発展イメージとしましては、それぞれ当初から完成形の事業を行っ

ている会社というイメージではなくて、当初は「公益性」と「企業性」を併せ持つ会社として

リーディング事業を実施していくと。そして発展期には中心市街地においてまちの更新に取り

組むとともに「地域密着性」を高め、「マネジメント」に取り組むことが期待されております。 

５番目まちづくり会社が抱える課題として、その課題と対応ということでございますけれど

も、主な課題といたしましては、「事業の低収益性」、「人材・人員不足」、「行政への依存」とい

ったような課題が出されております。対応といたしましては、安定収益の確保、事業収益の経

過的事業の確保、人材の確保、そして自主収益で経営できる事業体となることが言われており
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ます。 

３ページ目、次は６番目、第三セクターの状況についてでございます。（１）第三セクターと

は、総務省では公共性と効率性が両立する目的法人、民法法人及び商法法人を含んだもので、

①から③まで３つが示されておりますが、ここでは①の地方公共団体及び地方公共団体が過半

を出資する団体からの出資比率が25％以上の法人ということを定義しております。（２）法人

数・設立状況ですが、平成27年３月31日現在の第三セクターの数は、6,663法人でございます。

そして、第三セクター等改革推進債の活用が始まった平成21年度には7,535法人ありましたが、

11.5％減少しているという状況であります。次に（３）第三セクターの意義、メリット・デメ

リットですが、第三セクターの意義としては、①公共性と効率性の両立が図られる、②雇用の

創出が図られる、③地域振興に寄与できるといった意義がございます。メリットといたしまし

ては、①民間ノウハウを活用して公共性の高い事業を展開できる、②公営企業よりも経営の効

率性を確保できる、③決算状況等を議会へ報告する義務があるということです。デメリットと

いたしましては、①誰も責任を追及されない曖昧なリスク分担である、②損失補償、補助金、

無利子融資等の「公的保証」に依存がある、③自治体とのもたれあいがあるといったところが

言われております。（４）出資の状況でございますけれども、第三セクターに対する地方公共団

体からの出資割合は、社団法人・財団法人で68.2％、会社法人で46.9％となっております。そ

のほか段階ごとの出資率は記載のとおりでございます。そして最後に（５）経営の状況でござ

いますが、第三セクターの経常損益の状況といたしましては、3,248法人60.2％の第三セクター

が黒字となっており、2,147法人39.8％が赤字となっているという状況でございます。債務超過

の状況につきましては、218法人4.0％が債務超過となっている状況にあります。財政的支援の

状況といたしましては、補助金等が交付されている法人は2,454法人45.5％となっております。

地方公共団体から借入残高を有する法人は819法人9.5％、それから損失補償・債務保証が付さ

れている債務を有する法人は266法人21.1％、地方公共団体から委託料収入のある法人は、3,378

法人62.6％となっているという状況でございます。 

次に、資料２でございます。資料２は、当初の状況の冊子で申しますと、16項目めの【活性

化推進プランの進捗状況について】というところの【教育・学習推進分野】のナンバー19、多

文化共生人材育成推進事業についての追加資料でございます。多文化共生人材育成推進事業の

中で多文化共生社会をどのように進めていくかということで、現在進行中でございますが「多

文化共生社会推進会議」というものを設置し、この主なメンバーは昨年度国内、国外の共同研

究に参加したメンバーを想定しておりますが、そこで検討会議を設置し２つの項目を検討し進

めていくと。左の「多文化共生社会推進チーム」というものについては、（果たすべき役割）の

ところですが、まちが目指すべき多文化共生社会の構築ということで、「多文化共生のまちづく

り展開プラン」というのを策定していく。個別事業の検討及び協議におきましては、地域町民

に対しまして（１）多文化共生のまちづくり推進のための人材育成として、「みらい創りプロジ

ェクト」の推進をしていくということ、それから（２）学習会、講演会、シンポジウム等に係

る事業計画、（３）多文化共生に関連する事業で必要と認められるものを行っていくということ



 7 

で、ことしにつきましては民間の補助事業の採択として事業を展開しようと考えておりました

が、現在までのところ日本財団やＪＥＴＲＯといったところの補助事業の採択を受けられず、

まだ事業化は至っておりません。右側の「受入れ体制推進チームの設置」につきましては、今

後来訪者がふえるということでの受入れ人材の育成ということで、①訪日外国人顧客受け入れ

体制づくりということで、事業者向けでございますが、訪日外国人顧客受け入れ体制人づくり

支援事業というのを進めてまいります。それから、②個人旅行者向けのガイド指導者（リーダ

ー）養成としましては、個人旅行者のための地域コーディネーター育成事業を行っていくとい

うこととしております。 

次に、この中にあります多文化共生のまちづくり展開プラン（案）というものをご説明いた

します。まず、多文化共生のまちづくり展開プラン概要というページをお開きください。ここ

に総括して書かれておりますけれども、項目としては、基本方針、文化の共生、産業の共生、

暮らしの共生という４つに分野をわけております。基本方針といたしましては、発展の３段階

ということで、【理解・共有】違いに気づく、それから【尊厳・尊重】認め合い行動する、そし

て最終的には【共存共栄】共に暮らすという３段階の発展段階を示しております。次に、文化

の共生につきましては、（１）文化学習の促進といたしまして、①歴史を正しく理解し、アイヌ

文化に関する知識を高めるということで、地域学講座とか教材の整備を進めていく、②多文化

共生社会推進プログラム、これを進めていく。これにつきましては後ほど詳細を説明いたしま

す。（２）アイヌ文化の理解共有ということで、①体験、ＰＲ、発信を進めていく。（３）象徴

空間への参加ということで、①ボランティア参加、②民族交流参加、③地域活動への活用を図

っていくという項目になっております。３番目に産業の共生でございますけれども、（１）産業

連携の促進ということで、①事業者意識の共有・高揚、②まちづくり会社の設立・運営という

ことがあります。（２）交流・受入の促進ということで、①交流施設等の整備・活用、②おもて

なし環境の確立というのを進めていく。それから（３）産業共生への参加ということで、①産

業連携による情報共有、②多言語対応、ＩＣＴの活用、③町内経済循環の拡充ということがあ

ります。 

次に、暮らしの共生につきましては、（１）暮らしを支え合う気運の醸成ということで、①共

助の重要性を理解、②みらい創りプロジェクトを進めていく。それから（２）人材育成の促進

として、①コミュニティリーダー養成、②観光コーディネートリーダー養成。（３）多様性の重

視と公正性の確保ということで、①多様な対象の意見を反映するということと、②活き活きし

た生活への接近ということを項目として掲げております。今説明した詳細につきましては次ペ

ージ以降に書かれております。３枚ほどおめくりいただいて、白老みらい創りプロジェクトと

いうページがございますが、白老みらい創りプロジェクトについて簡単にご説明いたします。

事業目的としましては、１．行政・地域住民・地域外の人など多様な人たちが対話する場をつ

くっていく。２．地域住民が主体となり白老の未来を考える場をつくっていく。３．行政・地

域住民の人材育成を進めていくということで、最終的には、地域における“共”の強化を図る

ということが目的として定めております。全体の事業内容ですが、発展段階として理解普及、
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ステップ１学ぶ場ということで、ここが今年度の位置づけになっております。２番目にステッ

プ２として考える場、対話を通じてあるもの探し（地元学）をしていく。ステップ３としてそ

の考えたものを役立てる場ということで、この段階的に進んでいき、“対話”というコミュニケ

ーションを通じながら、白老に“あるもの”を調べて、白老を知り、白老のみらいを創りあげ

ていくということが事業の展開としております。右のほうにいきまして、今年度ステップ１と

して学ぶ場ですが、８月４日にすでに開催しておりますが、職員向けにこれから始まるプロジ

ェクト、事業の説明と実際に対話会を経験していただきました。そして、次がこれも台風で延

びたのですが10月26日に第１回目のセミナーということで、岩手県遠野市の副市長さんの実践

例紹介とワークショップを始める。これにつきましては、町内会長さんや各町民活動団体の代

表の方に集まっていただいて、これから始めることの内容を理解していただくという内容にな

っております。そして、11月26日に予定しております第２回セミナーでは、同じく岩手県遠野

市から若手市民、実際に活動されている方からの実践例紹介と対話会を開くということで、こ

こにつきましては町内会長さんとか団体の代表者の方ではなくて、次の次世代を担うような役

員ですとか若手の活動をされている方たちを中心にこのセミナーを開催していくという予定に

なっております。あと欄外に10月上旬とありますが、吉本地元学自分育てプログラムというこ

とで、これは来年度に地域に展開していくプログラムを、今年度職員を中心にまず水俣市から

吉本氏をお招きして白老における地元学の実践ということで開催する予定となっております。

この内容は、町内の方々の話を聞いたりインタビューをするということなのですが、ライフス

タイルインタビュー、聞き書き、それから絵地図づくりというようなことを通して白老を知る

という作業を経験するということでの展開内容になっております。 

次のページですけれども、白老町多文化共生社会推進プログラム（案）というのがあります

が、これは昨年ポートランド州立大学との共同研究で出された案でございます。最終的にさま

ざまな検討、協議がされておりますが、１番右側の、今後の展開というところで《今後のプロ

グラムの展開案》ということで、１．ポートランドからの人材派遣の受入、２．民間レベルで

の国際交流推進、町民レベルでポートランドへの派遣、３．多文化共生社会推進会議（仮称）

の継続開催、４．ＷＥＢ・ＳＮＳ等を活用したポートランドとの交流強化、５．町内における

「多文化共生懇談」の推進、６．多文化共生社会みらい会議事務局（仮称）の設置ということ

で進めていくプログラムでございますが、先ほども少しお話ししましたが今年度ここについて

の事業予算を持っていませんので、できれば民間の補助金等を活用してというチャレンジをし

ながら進めているところでございます。 

最後についております資料が、現在のところの多文化共生のまちづくりについての整理事項

ということになっておりますので、これは参考資料としてごらんいただきたいと思います。以

上です。 

○委員長（小西秀延君） ただいま担当課からの説明が終わりました。これにつきまして、前

回国の事業に対する質疑は終了しておりますので、それ以降の質疑を承りたいと思います。あ

ります方はどうぞ。 
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６番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ６番、氏家です。今、資料で説明されたまちづくり会社について何点

かお聞きしたいと思います。説明にあった第三セクターによるメリット・デメリットが記載さ

れていますので、内容についてはよく把握することができたと思います。ただ506市町村の中に

1,631のまちづくり団体があるということでありますが、白老町と同等規模のまちにおいてはど

うなのでしょうか。なぜそういうことを聞くかというと、私はこのまちづくり会社というのは

ある程度やはり専門的な知識だとか人材、そういったものの確保ができない限りはまず無理だ

というふうに思っているものですから、そういう観点からお聞きします。まずそこだけ。また

その同等規模の第三セクター並びに民間団体でやっているそういったまちづくり団体の収益性

についても、もしわかっていればお聞きたいしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 非常に難しいところなのですけれども、まちづくり会社と今

第三セクターというのが項目として出ていますけれども、それにＤＭＯという新しい組織体の

話も出てくるのですが、そういうものを総称しまして、町の活性化をする役割を持った会社組

織というのは、今同規模というお話でましたけれども、島とかの小さなところでも実際にござ

いますし、規模にはそれほど関係なくそういう組織が結成されているという状況でございます。

あと同じような規模での第三セクターとか民間の収益性というのは、人口規模での収益性とい

うのは出していないものですから、そこまでは捉えられておりません。 

○委員長（小西秀延君） ６番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ６番、氏家です。どうしてもこのまちづくり会社というものについて

いろいろな所見というか、そういったものをこう見てみますと、やはりそれを運営する人材な

のですよね。その人材の確保がはっきり、例えば小さなところでも大きなところでも変わりな

くそういった形態の会社ができ上がるということは、多分そこそこにまちづくりに関して積極

的にかかわろうとする若い人たちがいたり、そういったところなのだと思うのです。この白老

町が果たしてそれに見合ったまちなのかどうかということもしっかり検証しないと、私はただ

そういう形だけ、イメージだけをこう頼りにこのまちづくり会社をつくるということは、すご

く危険なような気がしてならないのです。ですから、その辺についての考え方を今一度お伺い

しておきたい。私は逆に言うと、このまちづくり会社というのは内容的なものを見ても、観光

振興だとか商業の活性化、そういった部分だけ見ても、ある程度観光に従事している会社の方々

がそれだけのノウハウを生かして、そしてまちづくりの中に生かしていただけるような、そう

いう団体であるべきだと私は考えているものですから、まちがそれに出資してどうのこうのだ

とか、例えば今現存する白老町の各団体さんが設立をしてもうまくいくとは私は考えられない

のです。そういった観点から聞くものですから、少し一方的な視点なのかもしれないけれども、

その辺の考え方についてあればお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） ただいまの人材確保の関係ですけれども、先ほど出されてい
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ました課題と対応のところでも、実際にはそういう人材不足とか人手不足という課題は多く抱

えている会社があるというのが状況としてはあります。その中で人材確保のために人脈やネッ

トワークを駆使して発掘に努めてそういう人材を確保していかなければならないということな

のですが、我々も多くの外部からの方ですとかお話しを聞きますと、やはり白老町の置かれて

いる状況が2020年に向かってその期待が大きいということは皆さんお持ちですし、それを生か

さないで、何もやらないでいくということにはならないだろうということがありますので、や

はりその点を我々も失敗することを前提に当然やるわけではなくて、成功させるためにどうい

うことをやっていって、どういう体制を組んでやっていったらいいかということをただいま検

討しておりますので、失敗事例も当然教訓にはなりますのでその辺も生かしながら白老町での

成功策を探っていくということで、それについても人材も検討していかなければならないとい

う状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ６番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ６番、氏家です。これぐらいにしておきたいと思いますけれども、い

ずれにしても私はこのまちづくり会社については、例えば白老町からＪＴＢさんだとかそちら

のほうに職員の方を派遣したり、そういった観光行政のノウハウを学んでこられた方もいらっ

しゃると思います。ただそういったところの協力も仰ぎながら、先ほどから言っているように、

このまちづくり会社というのはやはりプロの集団でなければ私は成り立たないと思っているの

です。だから人材育成云々、イメージは確かに膨らみます。膨らんでそれに向かって進もうと

いうその姿勢はよくわかりますけれども、実際やらなければいけないのです。やろうと思った

ら、そのときにやはりプロの方々の力というのは当然必要になってくるわけです。ですからそ

ういったものを、例えば何年か踏まえてそういった会社の方々が経営するのであれば経営する。

いや、あとはもう白老町さん独自でもってその人材の方々も成長してきたことですし、どうぞ

やってくださいと言うのであればその時点でやればいい話だと思うのです。ただ、今からあと

数年の中で人材を発掘し、そしてこのまちづくり会社の確立にまちがかかわっていくというこ

とは、私はどう考えても難しいと思っています。ですから今後人材の発掘等と人材については、

やはりそういったプロの方々の力を借りながら何らかの形でやるのであればやっていくべきだ

とそういうふうに考えておりますので、今何点かお聞きしたのですが、今一度もし考え方があ

ればお伺いをしておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） ただいまのご質問でございますが、今氏家委員がおっしゃるとおり

そういう部分を私どもも非常に懸念しております。やはり人材がしっかりした上で経営が成り

立っていかなければならない。ましてや観光中心にというふうになっていくと、その道のプロ

の力が必要になってくると。今、準備会立ち上げて検討している中ではこういった方向性を、

どういう方向でどういう会社がいいか、全国の事例があって成功例もあれば失敗例もあります。

そういうものをしっかり分析した中で決めていかないと、いいことづくめで、はい、つくりま

しょうというのは、私どもそういうふうには決して考えていません。本当に慎重を期していか
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なければなりませんので、そういった部分では人材、経営、そういったこともしっかりいける

という段階でやはりお示ししていかなければならないというふうに捉えておりますので、ただ

いまいただいたご意見を含めて慎重に対応していきたいと考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

君） 先日お伺いしたかったのですけれども聞けなかったので、改めてお伺

いしたいと思います。まず１点目に、来場者100万人目標ということで、これは来場者100万人

の分析はどのようにしてらっしゃるのかということなのですけれども、これの資料は私たちい

ただきましたでしょうか。例えば個人客、団体客、それと外国人、学生、そういうような分類、

100万人目標達成に対してどのくらいの数が来ての予想をしているのか。２つ目に、来場者は道

内客、道外客、外国人客。３つ目に、その来訪者の方々のアクセス方法です。高速道路で観光

バスで来るのか、ＪＲで来るのか、国道で来るのか、それとも森野のほうから四季彩街道を通

っていらっしゃるのか。次に、宿泊されるのか。それと、実際にアイヌ民族博物館での滞在時

間というのをどのくらいというふうに計算しているのか。まずこの辺もし分析しているのであ

れば教えていただきたいと思います。２点目に、周辺整備の範囲ということでお伺いしたいと

思います。まず今言ったように来訪者のアクセスありますよね。先ほども説明ありましたけれ

ども、駅の整備とか道路の看板の整備とかいろいろ言っていましたけれども、実際に町内の道

路とか高速道路とか国道とか周辺道路整備をどこまでと考えていらっしゃるのか。２つ目に、

ＪＲ、温泉、まちづくり会社とここに載っておりますけれども、実際に周辺整備の範囲として、

例えば町立病院とか道の駅とかそういうものも入るのか入らないのか。結局この周辺整備とい

うのは、第１段階でここまでやります、第２段階でここまでやります、最終目標はここまでで

すと、そういうようなものがない限り結局国からの補助金というのは限られていますし、白老

町の財政も限られていますし、やはり一遍にできることとそれから段階的にできるものがある

と思うのですけれども、その順番と整備の範囲をきちんともう決めておかないと遅い時期だと

思います。この２点が大きくて、３点目にきょう説明があった中で意味がわからないので教え

てください。白老多文化共生社会推進プログラム（案）の中の文章に、「歴史」という過去の整

理と書いていますけれども、これはどういう意味なのでしょうか。どういうことをされるとい

う意味なのか、その辺教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 遠藤アイヌ施策推進室長。 

○地域振興課アイヌ施策推進室長（遠藤通昭君） まず、最初のほうのご質問なのですけれど

も、100万人に対する国の考え方でございます。100万人の内訳といたしましてですけれども、

訪日外国人旅行者がおおよそ国のほうでは40万人から60万人、国内旅行者がおおよそ35万人か

ら50万人、修学旅行生がおよそ７万人。こちらを合わせて延べ年間100万人という見積もりを立

てているところでございます。こちらの国の推計につきましては、アイヌ民族博物館の平成26

年度の入場者数のそういうものを持ってあくまで推計したものでございまして、この100万人に

照らし合わせた時に、今ご説明させていただきましたそれぞれの人数が実際どのようになるか

というのはまた未知数だということで国のほうでは分析していると伺っております。実際に今
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アイヌ民族博物館に来訪している方は昨年約20万人なのですけれども、どのような交通手段で

きているかという部分につきましては、詳細はあれなのですけれども乗用車で約20％ぐらい、

バスが80％ぐらいで、ここを含んであとＪＲで来ている方もおられますけれども、実際ヒアリ

ングしているわけではございませんので、例えばバイクで来た方、ＪＲに乗って最終的には徒

歩で来られた方というのは、そこら辺は数字で出てきてはございません。あと次にありました

滞在時間なのですけれども、今現在国が分析している部分につきましては、今度新しくできる

博物館のことなのですけれども、想定としては博物館で約１時間ぐらい。民族共生公園のほう

体験交流施設を含めてこちらが１時間半、合わせて２時間30分ぐらい。このぐらい１人当たり

の滞在時間があるのではないかということで、国のほうでは推計しているところでございます。

宿泊のほうにつきましては、国のほうでは推計は出してございません。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） ２点目の周辺整備の範囲の関係でございます。現在これにつ

きましては、市街地活性化調査検討事業で調査を進めているということでご説明しております

けれども、その中で2020年までに整備する項目、またはそれ以降までかけて整備していくもの

ということを整理していきますので、その内容については秋ぐらいにまとめるということを言

っていますので、次回ぐらいの調査特別委員会でお示ししていく予定でございます。 

○委員長（小西秀延君） 貮又地域振興課主査。 

○地域振興課主査（貮又聖規君） 私のほうからは、「歴史」という過去の整理というこの表

現についてなのですけれども、これは過去と未来というのがもちろんあり、未来を創り上げて

いくためには、この先人が今まで培っていただき今のこの白老、今日の白老があるこの経緯、

その歴史を学び得るということであります。この過去の整理という表現が少しわかりづらい部

分が今ご指摘のとおりありますので、これはわかりやすい形で変えていきたいというふうに考

えてございます。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

○委員（西田 君） 来場者数の国の考え方はわかりました。それでは、その国のほうでア

イヌ民族博物館の国立化された施設と体験するところ、ここのところに関してのこれだけの来

場者数を国は推定しているとしていますけれども、白老町としてこの方々をどのようにここの

施設以外のところでまちの活性化につなげるような形で、そういういろいろな形のこれから今

やっている白老町活性化推進委員会なんかもそうだと思うのですけれども、それはどの程度の

人数を白老町の中でさらに滞在させていけるというふうに計算されているのか、分析されてい

るのか、その辺をお伺いしたいと思います。そして、宿泊の推計は国のほうでは出していない

ということですけれども、もちろんそうだと思います。白老町として滞在期間を含めてその辺

をどのように捉えているのかということです。２つ目に、周辺整備の範囲は活性化推進会議で

内容は秋ごろにというようなご説明だったと思うのですけれども、実際に今これも整備促進・

活性化に関する調査特別委員会ということでやっているわけですよね。秋ごろと言ってももう

秋ですよ。これハード整備をもしやるとしたら、もう固まっていなければ遅いのではないです
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か。もしここまで範囲としてやりたいのだと言って、もし議会のほうからそれに異論が出た場

合、ではどうするのですか。これを追加するべきだと意見が出たらどうされるのか。その辺の、

どこが中心となってこれ白老のこのやつをやっているのかわかりませんけれども、スピード感

が足りなさ過ぎるのではないかと。町民の方々は何をするにしてもやはりスピード感が欲しい

と、これでは遅過ぎるのではないかという意見をよく聞きます。町のほうにもそういう声が届

いていると思います。その辺について、スピード感を上げていくためにどのようなことをした

らいいのか考えていくべきだと思いますので、その辺についてもお伺いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の来場者100万人とそれから周遊性の関係だと思

いますけれども、これもまた周遊性を上げていくという努力を今しているところで、そのため

にどういうアクセス、どういう導線をつくっていくかという検討もしております。また、周遊

性を高めるためのまちづくり会社の役割というものも検討しておりますので、現時点では周遊

性がその100万人の何％だということは言える状況ではないということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） ２点目の周辺整備にかかわる部分のご質問ですが、前回のこの特別

委員会でも同様の趣旨でご意見いただいております。特別委員会ですから、町の考えはこうで

す、議会としてはこうですという部分をしっかり協議して、討議していかなければならないと

いうふうに私どもも押さえておりますので、定例会９月会議の一般質問にありましたけれども、

財源、事業費はどれだけになって、その辺も財政健全化プランとの整合性をしっかり図った上

でお示しすると、今10月ということを前回答弁させていただいていますので、それらも今項目

的には前回18項目出させていただいていますから、それぞれの項目が、いつ、誰が、どうやっ

ていくのか、その事業費はいくらなのだという部分を見える一つの表にしてお示ししますので、

それが町の案としてたたき台でこの特別委員会でしっかり協議していきたいというふうに考え

てございます。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

○委員（西田 君） 最初のほうの訪日外国人とか国内とか道内の観光客とか、そういう方々

の分析をきちんと町としてしていかなければいけないと思うのです。これはあくまでも国の推

計であって、この国の推計したこの人たちが全員白老のまちの中で買い物してくれたり食事し

てくれたりしたら何も文句はないけれども、そうはいかないわけでしょう。やはりそこのとこ

ろをきちんとやらないと、では実際にポロトの温泉を使ってあそこのところ何かしましょうか

とか、道の駅を使って売店しましょうかとか、一般の白老の町民の方々、店の方々もレストラ

ンを開いて、またお土産の一つでも新しい試作品をつくって売りましょうと、ポロトのところ

で売っている売店のものばかりではなくて、白老町のまちの中でもこういうものを売っていき

ましょうとなったときに、その分析がきちんとできなければ、はっきり言って町民の方々だっ

てどこまで自分たちの資本をつぎ込んで商売を展開していったらいいのか、ついてこられない

と思うのです。やはりそこの数字をきちんとまず大至急考えていただきたい、数字を出してい
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ただきたい。それをしない限り町民の方々は自分の大事な商売で、これで失敗してしまったら

困るわけですから、そこのところ私はそう思うのですけれども。私は、事業やるのだったらこ

れだけの人数が白老のまちの中をうろうろするのだとわかったら、やはり投資はすると思うの

です。その辺をどのように考えていらっしゃるのか。２つ目の市街地活性化調査検討事業の内

容も、10月に出すというのはわかります。ただ、町内の事業者だけでこの事業をやっていくの

かどうなのかということなのです。町外からの事業者にも資本投入してもらって事業をやって

いく、そういうふうにしていかなければまちは活性化されていかないと思うのです。その辺も

含めたら早い段階できちんとそういうような青写真みたいなものを出さないと、いろいろな

方々が手を挙げて白老町に来ていただけないのではないかと思うのですけれども、いかがなも

のなのでしょうか。ほかにも言いたいことたくさんありますけれども、とりあえずここまでに

させていただきます。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の周遊性の関係ですけれども、何人来るから事業

をやるということも考えられるけれども、こういう魅力的な事業をやるとこれだけ来るという

こともあるので、にわとりと卵の議論になると思うのです。どんなやり方でも50万人きますと

かという実証にはならないというふうに考えておりますので、これからそういうものをつくっ

ていく方にとってはより多くの人に来店していただいたり、そういうことをしていく努力とい

うのは当然大切なものですから、そういうことを踏まえてやる方たちが我々はどういう事業を

やっていく、そのために多くのお客さんを取り込みたいという、そういうことに発展していく

ということになると思います。ただ、今おっしゃられているように想定上こういうチャンスが

あるよと、100万人の方が来るのでその近くでそういう事業をやったらチャンスがあるよという

ことは、きちんと伝えてまいりたいというふうに考えてはございます。それから、周辺整備の

ほうですけれども、当然今町が中心になってやっていくことというのはお示ししていきますけ

れども、それに加えて町内、町外の事業者の皆さんにはそういう状況であるということを伝え

て、町外の事業者の参入ということも一緒に今検討しておりますので、決して町内の事業者さ

んだけでやっていくということではなくて、さまざまな形でチャンスを大きくしていくという

ことは検討しております。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

○委員（西田 君） 高橋課長、私の言った意味と少し違う答弁だと思います。私は統計を

とるべきだと言ったのです。統計という言い方は少しおかしいかもしれないけれども、国が推

計している数字に対して町として一体どのくらいの人たちが食事に来る確率があるだろうかと

か、どのくらいの人がお土産を買ってくれるだろうかとか、やはりそういうようなものをぜひ

統計をとるべきではないかということを言っております。今まで来ている数字の中であります

よね。過去の数字もありますよね。ほかのところの観光地での大体そういうような数字とかあ

りますよね。やはりそういうものも白老町は独自に、国がやる数字ではなくて白老町は白老町

なりの数字をとるべきだと、私はそう思って伺ったつもりなのです。悪いのですけれども、私
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の言っていることはおかしいですか。それならそれで結構です。統計とらないというのは結構

ですけれども、私はそういうものをきちんとやったらどうですか、それをもとにして町民は動

くのではないですかと、質問したつもりだったのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 今お話しお聞きしましたので、要するに統計というのは結果

ですから、昔の白老の結果も踏まえてというのはわかりますし、あとほかの観光地で例えば核

になる施設があった場合、その周辺にどのような割合でその人たちが周っているかというよう

な事例などを参考にしてというお話でしたので、それは今後そういうものも調べて参考にはし

ていきたいというふうに考えておりますが、今我々が検討しているのはいかにそれの割合をふ

やすかという努力をしておりますので、そういうものも参考にしながら進めてまいりたいと思

います。 

○委員長（小西秀延君） ４番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） ４番、広地です。同僚議員からもさまざまなご指摘があったところで

すけれども、きょうの新しい資料をもとに示されている部分についても理解できました。それ

で、その新しく出された部分に若干かかわるのですけれども、まず、これからの象徴空間に関

連したまちづくりに向かっていくための体制づくりなのですけれども、これ同僚議員からご指

摘がありました。まず、主体者がかかわるべきだという部分。もう一つはプロ、責任の持てる

人たちがかかわるべきだという部分の議論を伺っていました。それで、私も同趣旨なのです。

今回、多文化共生社会推進会議が設立されると、さらにその会議のもとに推進チームも設置さ

れるということで、この構成員や構成団体等を見ると率直に言って同じ顔ぶれだというふうに

感じざるを得ない。代表者は変わるのかもしれないのですけれども、主要団体を外すわけには

いかないという趣旨は十分に理解しました。ただ、ここにかかわる人間で本当にこのまちの価

値を客観的に見つめながら責任を持ってやっていくというか、そういった人間がもっと参画す

るきだと思うのです。私が危惧するのは、これ成功を願っているからなのですけれども、この

ままだと本当にどこにいっても同じメンバーが出てくると。結局意見も基本的に事務局サイド

が中心となって頑張ってつくってそれを承認していくような形では、残念ですけれども新しい

まちづくりの姿というのはなかなか見えてこないと思うのです。私も能登の話よくします。私

も観光に携わっている１人ですから、最近観光客、能登地域広域で観光協会がつくってその中

にプロフェッショナルを招聘して事業を進めています。象徴的だったのですけれども、バスで

す。今、観光バス確保するの本当に大変ですよねと、何気なく話振りました。そしたら、その

事務局長はこういうふうに言いました。私だったら路線バスを指さして、あるじゃないですか

と言いますよと。あれは路線バスだからだめですと、ではどうやったら路線バスを観光に活用

できるのか考えていきましょうと。つまり、ないものをないからできませんと、観光バス確保

できるかはなかなか困難ですからと、そういう発想ではないのです。できないから、ではどう

すればいいかを一緒になって考える。そういった人材がやはり必要だと思うのです。今まちづ

くり会社の設立の話も伺いました。それはそれでまちづくり会社の果たす役割もものすごく大
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きくなっていくという感じはするのですけれども、とにかくどんな体制であれ主体的にまず行

動できる人、自分の商売にかかわる人だというご指摘もありました。そういった部分、そして

プロフェッショナルを招聘すべきと、これ本当に特にこのまちづくり会社が設立される議論、

まさに具体的に議論がスタートする今年度にこそ具体的な形で示されるべきだと思うのです

が、いかがですか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） 先ほども同じような趣旨でご答弁させていただいたのですが、まち

づくり会社なり、それから多文化共生社会を推進していく上では人材というのは非常に重要に

なってくると。全国の事例でもやはり課題としてはその人材確保が非常に難しいという部分が

あります。そういう部分をしっかり示すべきではないかということでのご質問なのですが、ま

ずいろいろな成功事例の中でこういう取り組み、ああいう取り組みで示すことは可能なのです

けれども、人としてこういう人というのはなかなか見つけづらいというか難しい問題です。も

っともっとこのまちづくり会社がどうだという部分を示していかないと、そこにやってみたい、

よし、私はやるぞという手を挙げてくるという人が今の段階ではまだ難しいと思います。どう

いう構成でどういう会社が成り立つのだというのは今検討段階ですから、もう少しそこの熟度

を高めてどういうものがつくられていくというところで示した中で、人材という部分を確保し

なければならないかというふうに捉えておりますので、現段階ではまだまちづくり会社そのも

のの準備会の段階ですので、もう少しそこの精度を高めた上で次のステップに移っていかなけ

ればならないというふうに考えてございます。 

〔「主体者とかプロとしての資格とはいかないと思いますが 

そういった人選すべきと思いますがいかがですか」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 引き続き、高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 主体者とかプロということのお話しですけれども、まず町外

のそういう人材については各方面からいろいろな方を紹介していただきながら、白老町にふさ

わしい人を人選していくということを進めてまいりたいと思いますし、一方町内におきまして

はまちづくり会社の17項目めにお示ししているように、事業検討チームで実際に主体者となる

事業者の方も参加していただくということで、現在事業者の皆さんに入っていただけるように

投げかけというかお誘いしているところなのですが、まずその事業者の方は事業者の方でいろ

いろな意識はおありだと思うのですけれども、見ておりますと本当にやっていただきたい人と

いうのが来るとも限らないのです。自分のところの事業が忙しくて参加ができないとかという

いろいろな事情があるのですが、なるべくそこは我々も一生懸命働きかけてそういう方に多く

参加していただきたいというところから今始めているところなので、そして実際に先ほどお話

にあったような例えば能登の御祓川というまちづくり会社は、民間主導でやっていて各事業者

との連携も図られているといったようなところを実際に見てきてもらって、事業者たちもまち

づくり会社に対してこういうことをやっていこうという主体者になっていくように進めていき

たいというふうに考えております。 
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○委員長（小西秀延君） ４番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） ４番、広地です。白老町やってきたのですよね。今ＪＴＢの話は同僚

議員から出ました。同時にその時期よくもうご存じだと思います。日本総研のほうから１人事

務局長で招聘して、観光協会で白老バーガー＆ベーグルを開発したあのときに、ずっと年々下

降気味だった観光客、交流人口の入り込み客数、その事務局長とさまざまな参画事業者の協力

の中で200万人に回復したのですよ、あの時期。平成21年前後だったと思います。あのときに観

光客数はふえているのです。間違いなくふえています。道の駅の構想、そしておにぎりを今度

やろうかと思っていると言った矢先に体調も崩されて白老町を去ったわけですけれども、それ

は招聘に対しては多分相当な努力があったと思うのです。多分それはまちがきちんとこういう

人材が必要だということを明確にイメージして、そういう非常に難しい、どちらかと言ったら

田舎の方にはなると思うのですけれども、こんなまちにもきちんと来てくれた、きちんとよぶ

ことができたのです。だから、そういった部分はきちんと考えてやられているという答弁で理

解しました。ぜひやっていただきたいと思います。次に、この計画の具現化という部分で、プ

ラン関係の整理がまず必要ではないかと思うのです。今また新たにみらい創りプロジェクトの

関係が出されてきました。これは多文化共生のまちづくりに生かすという意味で、私はこのプ

ロジェクト自体は大変興味深いというふうに思って見ていました。こういう新しい取り組みを

随時着実に進めていくのは結構なことだと思います。さらに今これ多文化共生のまちづくり展

開プランということも示されました。多文化共生を具現化していくというのは、私も議会とし

てもさまざま議論をしているところです。ですから、こういった形で取り組みを進めていくと

いうのも結構だと思うのですけれども、ほかにもさまざまな、今まで私がリーディングプロジ

ェクトだと思っていた白老町活性化推進プラン、これももちろんこれからも中心になって進め

ていくと思うのです。さらに観光部分に関しては、商業観光振興にかかる計画を経済振興課の

ほうでお持ちですよね。そういった部分もあります。当然ですけれども総合計画のもとにそれ

ぞれ進んでいくのは理解できているのですけれども、要は象徴空間の開設を機軸にしながらも

白老のまちづくりはどういうふうに進んでいくのかと。そういった部分は、包括的に示されて

いる計画というのはどれなのかと。そうかと、こういうことも、だから私その中に検討してい

る事項が入っていいと思うのです。例えばですけれども、今回の象徴空間というのは国立です

から、国との協議が必要だったり、あとはきょう道路の交通アクセス改善に向けた道に対して

の要望が示されました。こういうふうにして着実に進めているのだと。このような水面下での

さまざまな協議がずっと重ねられてきているとは理解します。ですけれども、出されてきたら

安心するのです。なるほどと、やってきていたのだと。だけど、ほかにも示されていないこと

たくさん検討されていますよね。私たち議会からすると、検討していないとなってしまうので

す。これどうなっているのですかとなってしまうのです。だから、どういったことが2020年ま

でにやっているのかどうか。もう残り年数で言えばもう４カ年とカウントしていいのでしょう

か。これだったら総合計画の実施計画のレベルですよね。総合計画の場合は、実施計画書でき

ちんと事業費まで示されて、私たちにも議論の土台となるきちんとした計画示していただいて
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います。ですから、具体的な形で特に時期としてのロードマップ、何をいつやるのか、そうい

ったことの観点も踏まえながら、そういった部分がどういった形で示されてくるのか、アクシ

ョンプランがあるというふうにして今説明でありますが、そのあたりで具現化されるのかどう

か、そういったプランの整理とロードマップ化について。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず、今進めているまちづくりの象徴空間に向かってですけ

れども、包括的に示す計画というのは活性化推進プランだと受けとめております。ただし、今

言われたように、いつまでに何をやるのかといったそういう具体のものになると、ほぼ今進め

ております中心市街地の調査事業の結果でそういうのを示していくということになろうかと考

えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、広地紀彰議員。 

○委員（広地紀彰君） ４番、広地です。専門家を交えながら計画をつくられているというこ

となので、示された計画をもってしっかりと議論していかなければいけないというふうに思い

ます。ただ、やはりプランの整理は必要だと思います。プランの位置づけだとかそういった部

分も含めて、そこを示したほうが逆に議論が前後しなくていいのかと思いますから、そのあた

りは少し検討していただきたいと思います。あと最後にまちづくり、象徴空間開設を踏まえた

まちづくりなのですよね。それをどういうふうに考えていくかということなのですけれども、

これ平成17年３月に私たちの一つ前、一つ先輩になります九州国立博物館の開設を踏まえた太

宰府市ゆめ・未来ビジョン21という資料です。たまたま私の手元にありました。勉強してきた

のですけれども、これは第４次太宰府市総合計画を踏まえながら、地域づくりへの考え方、方

向性など総合計画を補完するとともに、政策予算などの適正な資源配分がなされるための参考

資料として位置づけられています。これを見ると、国立博物館が開設される部分をコアエリア

としながら、白老町と同様に各地区が分かれています。おそらく太宰府市もそれぞれの地区の

役割、私たちが社台から虎杖浜まで各地区に分かれてそれぞれ特色ある地域が形成されている

ように、太宰府市も地域がさまざまに分かれています。それに対して地域別の整備方針が触れ

られています。それぞれの特色を生かして、おもしろいのはまちの物語、各まちのイメージと

して、国立博物館が開設されたときに、このまちがどのように変わっていくのかのイメージが

書かれています。私たちもそれぞれの地域別にさまざまな役割が必要になってくると思います。

象徴空間開設によって、おそらく石山地区はゲートウェイとしてアクセスの部分に対して非常

に重要、また回遊をしていくと。具体的に言えば白老インターで帰ろうとしているお客様にど

こかに立ち寄っていただくような導線を、もしかしたらここで構築できるかもしれません。も

ちろん社台小学校は、旧小学校の跡地利用についてさまざまな議論は本会議の中でもなされて

いました。あと鉄南地区は商店街の再生そして充実、あと導線構築も必要になってきます。鉄

北地区はコアエリアとしても、また駅前の開発について。萩野、竹浦、虎杖浜についてもそれ

ぞれ担うべき役割、町長はさまざまな場所で社台から虎杖浜まででというふうにして各地域の

こと触れていただいています。私も若い事業者さんと接する機会が多いのですけれども、結構
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評価されています。社台から虎杖浜までというふうに町長が何度も言っていましたと。私もそ

ういう考え方で賛成なのです。ですから、コアエリアを中心としながらどういったまちづくり、

そしてさらに多文化共生ということを中心に打ち出しています。その多文化共生がどういうふ

うにして図られていくのか。象徴空間を起爆剤として、象徴空間は果たすべき役割があります

から。だけど、それを中心として白老町がどのように変わっていくのかということを、各地域

別計画をもとにしながら示していく考えが必要ではないかと思いますが、その辺いかがですか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） ただいま太宰府市の事例でゆめ・未来ビジョン21、そういう

お話がございましたけれども、そういうふうに象徴空間開設後にどのように変わっていくのか

ということをお示しできるそういう新たな計画というか、そういうものも必要だとは考えてお

りますけれども、今の段階ではまた新しい計画をつくりますということは答弁できない状況で

ございますので、今言われた趣旨はきちんとどこかで押さえていかなければならないというふ

うには考えております。 

○委員長（小西秀延君） 貮又地域振興課主査。 

○地域振興課主査（貮又聖規君） 広地委員のほうからご質問のあった地域別というところに

関連するのですが、その多文化共生をどのようにという部分でいきますと、実は先般、１週間

かけて町内の観光関連の事業者様80件に我々実際にヒアリングさせていただきました。その中

において、ある飲食店さんではドイツ語に堪能な方がいらしたり、またある観光施設では自家

栽培、要は野菜をつくって提供しているような方々もいらしたりして、我々が今のところなか

なかわかり得なかった、知り得なかったそういう特筆すべきノウハウを持たれているという人

材の方々が、かなり多くいたことに驚きを覚えております。その中でいきますと、地域別の計

画ももちろん必要ですけれども、やはり最終的にはこのまちにいらっしゃる人材、そういうノ

ウハウを持たれた方々、先ほど資格の話がありましたが、その資格とは別にそういう専門性を

有した方々がいらっしゃいますので、そういった方々が活躍できるような場を我々と一緒につ

くり上げていく、これが基本的に一人一人個人が認め合い発展していくというところでいきま

すと、多文化共生のまちづくりにつながっていくのかというふうに考えております。そういう

実践をしているということで、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩といたします。 

休 憩   午前１１時１７分 

 

再 開   午前１１時３０分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

質疑を続行しますが、本日は説明を受けたところ全般について質疑を受け付け、きょうの最

後に次回へ向けての重点項目を上げてもらうような形で進めてまいりたいと思いますので、そ

れを念頭に入れて質疑をお願いしたいと思います。続きまして、質疑のある方どうぞ。 
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８番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ８番、大渕です。具体的な点を含めて何点かお尋ねしたいのですけれ

ども、今までの各議員の、同僚議員の発言をそのとおりだと思って聞いていたのですけれども、

主体者がかかわるべきということ含めてそのとおりだと思っているわけですけれども、まちづ

くり会社の件でいいますと、具体的なことを聞かせてもらいたいのだけれども、例えばそのプ

ロがかかわる、今発言にもあったように観光協会も確かに事務局長を外部から招聘したことが

ございます。これは町が全額払っていたわけですよね。そういうことで言えば、主体者がかか

わるのだけれどもここに人材をきちんと投入するとしたら、私は収益事業が１番問題になると

思うのです。お金をずっと送っていくことにはいかないわけだから。そうなると収益事業をど

ういうふうに考えるかという、そこの組み立てをどうするのかと。そのときに、どうも役場が

主体に見えるという話になっていますでしょう。本当に役場主体で収益事業を考えてできるの

かという気がすごくするのです。現実問題として、何かやはり従来の延長線上、準備会も従来

の延長線上だし、やり方も町が主体でやっているようにしか私には見えないのです。そういう

ふうにしか見えないのです。だから、ここら辺が本当に収益事業を、例えば今プロの方が入っ

ている、コンサルが入っているのだけれども、本当に収益事業が上がって、そしてきちんと人

を雇えるのか。そういうところがやはり明確になっていかないと、町がかかわるのもどこまで

なのかということにならざるを得なくなるのです。ここで債務負担を起こせば、絶対に町が全

部負わなければだめになるわけですから。ですから、そういう危惧があると。人が来たほうが

いいに決まっているのです。だから私も、確かに豊後高田はもう第２段階に入っているのかも

しれないけれども、どこ行っても、たまたまその前のとき昭和のまちづくりのとき我々は議会

で行かせていただいたのだけれども、もう人なのです。そこにいる人なのです。ほかから来て

やったという人もいるかもしれないけれども、私が行った範囲ではあまりいなかったです。や

はりそこにいる人が本当に自分のまちをどうするのか、ここはどうするのかと一生懸命やった

ところがそういうふうに成功しているのです。だから、そういうことで言えばそこら辺の考え

方が一つ。それから補助金、全国のまちづくり会社の補助金をもらっているところが45.5％で、

委託料収入をもらっているのが62.6％と説明があったのだけれども、どちらももらっていない

というのはどれぐらいあるのか。ダブってしまっているからどのような計算になるのかわから

ないのだけれども、両方とももらっているところもあるでしょう。全くもらっていないところ

というのはあるのですか。そこが知りたかったです。それから全体的に言うと、まちづくりの

問題が議論されましたけれども、私は根本的にやはり白老町がどうしていくのかという大きな

ものがあって、その中で今の状況がどうなのかというような位置づけになると思うのです。そ

こら辺とても大切だと私も思ったのですけれども、要するに社台小学校の運用も含めた周辺整

備と言われる部分にまちはどれぐらいお金を投下する考えなのか。総体で、総体額で４年間な

ら４年間で、どれぐらいのお金をまちはその周辺整備と称する部分に出すのか。例えば駅、今

回一定の方向づけみたいのが出されたのは駅と道路ですか。これ以外にないのであればいいの

ですけれども、あると思うものです。実際にまちが全体として出す、これもまちづくりとも極
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めて密接にかかわっているのだけれども、全体としてどれぐらいの資本投下をされるような考

え方でこの計画をつくっているのかというあたりのところお尋ねしたいと思います。社台小学

校の運用を含めて、まちが出すとしたらそういうものもいろいろなものみんな含めて、道の駅

は出さないのだろうからいいのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 私から前段の部分お答えしたいと思いますけれども、このま

ちづくり会社につきましては、やはり先ほど来ご意見いただいておりますように、いわゆるプ

ロなりそれに長けた人材が必要だということで、そういう人材を含めた会社運営をしていくに

当たって当然人件費を捻出する収益事業が必要でありますので、その収益事業についての検討

を今進めております。それで、収益事業をきちんと検討することによって、またはそういう運

営も経営も回せるような事業計画というのができなければならないというふうに考えています

ので、現在収益事業についてはまず中心課題としては債務負担にならない、いわゆるソフト系

の収益事業を中心に考えております。というのは、ハード系の事業をやりますとそこによって

の債務負担が発生するおそれがありますので、まずはソフト系の収益事業というのを検討して

いるところであります。それから、補助金や委託料などに頼らないでやっている割合ですけれ

ども、まちづくり会社の趣旨からして公益性、公共性が高い事業を行うという点からは、当然

公共からの補助や委託料をもらっているところが大半を占めております。ごく一部に純粋に民

間だけで行っている会社も存在しますので、そういうところに限っては補助金等をいただかな

いでやっているところも聞いておりますけれども、ただその会社にしてもほかの民間財団とか

国のほかの財団等からの補助金とかそういうものを受けながら活用しているというのが実態だ

というふうに押さえております。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） ３点目の周辺整備にかかわる資本投資どのくらいかというご質問で

ございますが、現在個々の部分はまだきょうの段階ではお示しできません。10月、財政健全化

プランとの整合性も図りながらということを先ほど答弁させてもらいましたが、きょうは駅の

部分と道路の部分が出ました。ほかにもバスの待機場をどうするですとか、細かい部分があり

ます。そういうものを全て積み上げて、その上でトータルのお金というふうに出てくると思い

ます。ただ基本的には、私ども今考えているのは、土地の売却したそのものを原資にしたいと

いうふうに考えておりますので、それ以上町がまたさらに大きな起債といいましょうか、借金

を背負うということのないように、できるだけ土地の売却益でできる部分を順序立てて整備を

していきたいという考えが基本的にございます。それ以上また必要となる部分あろうかと思い

ます。そういう部分はまた議会とその辺はしっかり議論して、方向性は見極めていかなければ

ならないというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ８番、大渕です。人を雇って会社を運営するとなりますと、これはす

ごい金額になると思うのです。いずれにしても事務所だとかそういうものは必要なわけですか
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ら。まさかプロが来たからといってその人一人、一人ということも考えられるかもしれないけ

れども、そういうふうに考えると収益事業というのはよほどきちんとしないと、どちらが先な

のかわからないですけれども、人が来てからやるのか収益事業やってから人を頼むのかよくわ

からないのだけれども、そこら辺は具体的に、例えばソフト事業というのはどんなことで収益

を上げるという考えなのですか。もう少し具体的になりませんか。そこら辺がわからないと、

まちづくり会社がどうも見えないのです。最終的に何かまちが全部負って、まちが全部その債

務負担を起こしてやらざるを得なくなってしまうのではないかという気がしてしょうがないの

です。だから、そこが本当に議員の皆さんがすっきりしてあたれるようにしないと、人材活用

というのは１番最初から出ていて、これが要だということで、何か１番最初のときは人材の招

聘がトップに出ていたような気がするのだけれども、今ずっと下がっているでしょう。どうも

そこら辺がもう少し具体的にならないのですか。それから、土地の売却益を主体的にやるとい

うのは、それは理解できます。その中でもちろんやれればいいのだけれども、そうなるかどう

かわからないですけれども、基本的にはそこの部分でいくというふうな理解はしました。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず収益事業の関係ですけれども、現在いろいろ検討は進め

ておりますけれども、代表的なのはやはり来訪者がふえるということを狙いとして旅行業務と

いう分野です。例えば来る方の着地型の観光を手配するとか、これから狙うのは、国立の施設

を活用した企業研修を呼び込むとか、そのほかに白老町に訪れる視察の受け入れを収益事業と

するとか、そういうようなことを考えております。それから新たな取り組みとしては、宿泊施

設が不足しているということを受けて、例えば民泊、民家の宿泊事業、空き家活用ですとかホ

ームステイというような事業も考えております。あと、これは行政との関係にはなりますけれ

ども、例えば駐車場管理とか行政の指定管理とか、そういうようなものも検討を進めていると

ころであります。 

○委員長（小西秀延君） ８番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ８番、大渕です。そういう収益事業というのは、裏をきちんととって

やれるものなのですか。例えば旅行業務というのは、今やっているところたくさんありますよ

ね。地元のものは今なくなったのかよくわからないですけれども、前はありましたよね。今は

わからないですけれども。例えば民泊をするとしたら、これはどこかが資本投資とかしてそう

いう施設をつくらなければだめですよね。そこの会社がやるわけではないでしょう。そういう

ことが収益事業のメニューに上がっていて運営できるのですか。だって人を１人雇って、事務

所だってあるのに、それであれば普通の人がやったとしても全部できそうな気がするのです。

だから、白老で本当にそういうことを収益事業で、それをプロの人たちを雇ってやれるような

組み立てができるのですか。だから、コンサルタントがどういうふうなものの資料出している

のかよくわからないけれども、本当にそれで収益を上げて会社の運営ができるのかどうかとい

うあたりです。民泊でそれだけの利益上げるとしたらよほどのものですよ。全部ではなくても、

部分であっても。だからそうなると最後に言った、今、振興公社がやっているような町の指定
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管理を受ける。私は前にその発言をして議会で叱られたことありますけれども、言ってみれば

トンネル会社ですよね。やって金取るという、行政がそういう仕事を預けるのならそれはでき

るかもしれないけれども。では、こういう問題というのは、民泊をやって失敗したらどうする

のだということにならないのですか。だからそういうところが旅行業、企業研修だって来るか

どうかわからないものを予算に上げるわけにいかないわけでしょう。裏がきちんとあるものな

らいいけれども、そういうことで本当に人何か雇えるのですか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 現在そういう業務、事業についての検討状況は、その旅行業

務なら旅行業務についての来る想定です。何人扱えるという想定ではじいています。それは各

ほかのまちの状況も捉えながら、どのくらいの方が使えるのではないかと。旅行業務をとるに

当たっては、当然旅行業務の資格が必要になりますので、現在町内ではそういう事業をやって

いないということなので、まちづくり会社を中心にそういうところを手がけるということです。

それから民泊事業については、当然過去の例があって、例えばお試し暮らしですとか、ホーム

ステイなんかはよくケネルハウスとかがやっていますけれども、大体何世帯用意すれば何人ぐ

らいの宿泊が想定されるということでの試算はしておりますけれども、それをさらにふやすた

めのＰＲですとか情報発信はしていく必要があると考えておりますし、旅行業務だけでも純利

益としては何百万円とか1,000万円近くの収益を見込めるような想定はしておりますけれども、

その辺を今さらに詰めながら検討しているところでございますので、人を雇えるか雇えないか

という話は、この事業の収益事業が固まってきた段階で何人ならできると、特に収益の伸びる

時期としてはやはり2020年なのです。ですから、そこまでの準備期間としてどのタイミングで

どういうことを始めていくかという検討も今しているところであります。 

○委員長（小西秀延君） ８番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ８番、大渕です。具体的なところはもうやめます。ということは、そ

れまでは、今の準備会なら準備会がそれをやるということなのですか。どこが主体でそこまで

は、会社を立ち上げてしまってプロの人はいないと言ったらおかしいけれども、そういう人は

まだ招聘しないけれども、そこがやっていく、そうなったら町がやるのかどこがやるのかさっ

ぱりわけがわからなくなってしまうのだけれども、そこら辺はどのように考えているのですか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） ただいまの検討では、最初から本当に完成形の会社というの

は難しいだろうと、2020年を踏まえてということなのですけれども、ある一定時期で会社とし

ての事業が成り立つという判断をしたときに会社を設立するということですので、今は準備会

がその事業をやるとかということは想定しておりません。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 最初に一つお願いがあります。きょう資料何点か出されてさっと説明

がありましたけれども、十分読んでおりませんのでさっと説明されただけでは、私は中身が十

分に理解できないで聞いておりました。できれば１日前にでも資料をいただければ大変に勉強



 24 

して来られるので、言ってくださることが少しでも多く理解できるのではないかというふうに

感じながら聞いておりました。それと、大まかなことを聞きます。全国のまちづくり会社の現

状と課題という報告がありました。（２）まちづくり会社の事業内容なのですが、この図面を見

るとこれは地方創生もまちづくり会社が進めていくのかと私は思ったのですけれども、あくま

でも活性化推進プランの16では、象徴空間を進めていく中に、商業、観光の事業の推進をして

いく７事業の選択をやっていくためのまちづくり会社をおこしていくというような形だと私は

思っていたのですけれども、そうではなくて、こういったまちづくり会社が中心となって商業

の活性化、観光振興もやりながら、起業支援、これは出てくると思いますけれども、教育・福

祉・子育て支援まで全部つなげていくようなものになっていくのですか。では、これは地方創

生の進め方をまちづくり会社が中心になってやっていくの、というふうに私は捉えながら見て

しまったのですが、その辺の違い。それともう１点は、まちづくり会社のことが流れてからか

なりやっていくということが今いろいろな議論をされています。町が中心になるのはおかしい

とかお金を出すのはおかしいとかといういろいろな議論になっていますけれども、ここにきて、

私たちは前に言ったことがあると思いますが、丸亀というところのまちづくり、商店街づくり

を見てきたのですが、そこはまちは一切かかわっておりません。そこの地元にいる人たちが立

ち上がってそのまちづくりを、どういうまちをつくるかということで立ち上げたというお話を

したと思いますが、あくまでも今これだけ議論が出されたり新聞報道、それからいろいろな講

演をやったりいろいろなことをやっていますけれども、まちづくりを私たちがやるという声は

ないのか。民間の中から出てきていないのか。あくまでも町がどうやってやるのかとみんなま

だ見ている状態なのか、その辺伺いたいと思います。すみません、私午後から出られないもの

ですから、もう１点話を聞いて終わりたいと思います。周辺整備は町側が具体的にやっていく

と思うのですが、先ほどからのいろいろな議論を聞いていると、まちづくりの周辺整備の統一

感とかそういったものがまちの写真としてでき上がっているのかどうなのかというお話があり

ましたけれども、やはり象徴空間を中心にした周辺整備の統一とかそういったことがまちとし

てできているのかどうなのか、その辺を一つ伺っておきたいと思います。それともう１点、こ

れは少し外れてしまうのかもしれません。私は周辺整備のことで、庁舎内の全面受動喫煙防止

をやるということを言っていました。2020年に象徴空間ができますけれども、東京オリンピッ

クも2020年です。それで内閣府は東京五輪に国内の受動喫煙防止を中心に事業を行っていくと

いうことを発表いたしました。日本たばこ産業ＪＴの2016年の全国喫煙率調査によると、やは

り北海道が３割を超えて男女ともに１番多いです。そういったことを含めて原因はわからない

そうです。それで、今世界の約50カ国が庁舎内の全面禁煙ということをやっています。日本で

受動喫煙によって亡くなる人が１万5,000人いるだろうと言われています。そういうことから、

平昌は2018年の五輪を控えて、飲食店、喫茶店も全部屋内の全面禁煙を打ち出しております。

私は、白老町の国立博物館とかそういったものは国の建てるものですから、全面禁煙になって

くると思います。周辺整備として喫煙の関係、禁煙にすることはできないと思いますので、喫

煙所の整備だとかそういったことは町がやるのか、それとも国がきちんとこの禁煙を打ち出し
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ているということは、東京オリンピックはオリンピックだけのことを控えてやるわけですけれ

ども、国立博物館はずっとですよね。そういったことから考えると、今後建設、屋内の受動喫

煙の全面禁煙にしていくかどうかということと、周辺整備として飲食店関係、それから観光客

が来る屋内というのを全面禁煙にしていく。北海道で選ばれた白老町です。国立博物館ができ

るまちとして。そういうオリンピックも国が打ち出したと、そういうことを踏まえて白老町と

してこの周辺整備の中で、それで私は庁舎内全面禁煙にすべきだと決算でさせていただきまし

たけれども、そういうことも踏まえて今後町として取り組むべき課題ではないかというふうに

思いましたので、その点についての考え方を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の資料につきましては、事務局のほうから金曜日

の朝に配るということで、木曜日に事務局のほうにお渡ししておりました。それで、次にまち

づくり会社の１ページ目の６項目についてですが、これは全国のまちづくり会社が行っている

事業分類として６項目を上げたということで、白老町でやるということではないというご理解

をお願いします。それから、今白老町内で事業者の状況として見ている状況なのかということ

でございますけれども、まだ積極的に事業者のほうからアプローチというのは、たまたま１回

商工会が開催した勉強会を行いましたけれども、まだ高まっていると言える状況ではないので、

先ほどもご説明いたしましたけれども、町内の各事業者を全部回って、例えば外国人ふえるけ

れどもどういう対応をしていったらいいのか、したいのかということを聞きながら、もし必要

であれば翻訳しますとかそういうこともしておりますし、先ほどのまちづくり会社とのかかわ

りの中でいろいろなところの現場を見て事業者はこういうことをやっていると、こういうこと

をやれば活発な動きがとれるのだということを直に感じていただけたらということで、そうい

うことを今進めている状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） わかりました。今議会でこの議論をしたまちづくり、私たち議員もま

だまだ理解できていないと思うのです。ですから、説明されてこれから行ったり、企業回って

いらっしゃるということなのですが、やはり町のある程度資金だってどこまで出てくるのかわ

からない、どのようなまちづくりになっていくのか、自分たちがでは何をやるのかという、私

たちは全国ですから、でもこういう図面を出されると白老町はどんなふうにするのかというの

も見えてきていない、そういった中でやはり手を挙げてくれる人とか、よし、何か勉強して取

り組んでいこうという人はなかなか出てこないのではないかと。あくまでも、町がその方針を

具体的に示していかないと町民が手を挙げるというか、専門業者でもいいです、企業の方でも

いいです、手を挙げるということがないのではないかという。あくまでも、では町が持つ本当

に仕事絞って絞っていって、町がはいと言わないとできない状態になってしまうのではないか

というのが少し懸念される感じがします。本当にもう少し具体性を持ってこれの着地点という

のか、まちづくり会社は2020年のところまで持っていかれるのかどうなのか。それともこれを

中心に、今後またまちづくりとしての周辺整備をやっていかなければならないわけですから、
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年度内とか年内とかという話が出ていますけれども、いつ頃までに町としてはその説明を十分

にして理解者をふやして人材を育成してということ、いろいろうたっていることを考えると、

いつまでに考えているのかというのがクエスチョンマークなのですが、その点伺いたいと思い

ます。それと庁舎内全面禁煙というか、建物の関係の屋内の全面禁煙はこれからやっていく中

で、こういったオリンピックの取り組みもありますので、また世界のＷＨＯでもこういうこと

は全部うたっておりますので、法的に法律化しているところもあります。法律がないのは日本

だけです。ですから、そういったことを考えていくと今後必要になるのではないかと思います

ので、周辺整備の中でしっかりと検討していっていただければというふうに思います。その点

伺います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず、まちづくり会社の関係ですけれども、事業者に今お伝

えしながら、では自分たちはどういうことをやるという、そういう2020年のチャンスに向かっ

てどういうことをやっていくというのを考えていただきたいということで進めておりますけれ

ども、まちづくり会社そのものについては、議会のほうにもお話しておりますけれども、検討

のタイプとしては３つほどあるのです。例えば、振興公社の会社組織というものを活かしてや

っていくとか、全く民間で立ち上げてやっていくとか、１番スピーディーにスタートできるの

は最初の１案目なのですけれども、そのやり方が本当にどうなのかという検討に入っています

ので、実際にいつになったらできるのだということも今の段階では申し上げられない段階にな

っております。ただそういうことによって民間の事業者の方が本当に手を挙げていただけるも

のがあれば、また検討の方向性は変わってくる可能性もありますのでそういう段階でございま

す。それから、象徴空間の統一感ですとか禁煙については今お答えできませんけれども、検討

していくということで答弁させていただきます。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） わかりました。今どういう形がいいかというのを検討段階であるとい

うことで、本当に私たちもしっかりいろいろなことを見ながら理解をして、また説明できるよ

うにはもうなっていかなければいけないと思いながら聞いておりましたけれども、やはりもっ

ともっと具体的にきちんとした形にならないと手を挙げていただけないと思いますし、自分た

ち自らがやったというものが最終的な結果になっていかないと、やはり失敗したとか何とかと

なるとそこの責任の転嫁というのは行政側にくるのではないかというふうに私は思っておりま

すので、その辺の方向性だとかしっかりとした話し合いというか、いろいろな例を出しながら、

今例をもう集めておりますので、しっかりと結論を出していく方向性を見出していっていただ

きたいと思います。それから統一感も、本当に今のまちづくりの活性化の中で、空き店舗の関

係で買い取り者とそれからやめる方に補助金を出していますよね。そういったときに新しくす

る方たちにも町がある程度の統一したもの、まちづくりがやるのかわかりませんけれども、統

一した商店街のあり方というのをある程度示していかないと、後から新しくやる人がそれをわ

かっていると少しでもそれに関係性のあるものをどこか１点でもつくっていくことでまちの統
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一感が出てくるのではないかというふうに感じますので、そういった点をきちんと早く示して

いくべきではないかというふうに思います。まだいつかわからないということですけれども、

そういうことも念頭に入れているとは思いますけれども、そういうことも含めて早急に検討す

べきではないかというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） まちづくり会社含めて商店街の統一感、それから禁煙の関係までご

質問ございました。これら１番はこの考えは町がこう整理していますとか、そういう部分の町

のことをしっかり示して、その上で議会としてのご意見をいただいて、ならばこう進めましょ

うということが今回はできませんでした。前回の８月19日もそういうご意見を皆さんからいた

だきました。そういうふうにして特別委員会としての意見をきちんと整理しましょうと。まさ

にそのとおりですので、次回以降それらの町の考えをお示しします。それは、いつまで、誰が、

どのようにやっていくか、そういうのをお示しした中で、議会、特別委員会としてのご意見を

いただいて、その上で町の方向性をどうするというふうに、皆さんからも意見をいただいた中

で方向性を決めていきたいというふうに考えてございますので、そういう部分でもう１カ月足

らずしかありませんが、その時間の中で整理をさせていただきたいというふうに考えてござい

ます。 

○委員長（小西秀延君） それでは、暫時休憩としたいと思います。 

休 憩   午後 ０時０５分 

 

再 開   午後 １時０５分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

質疑を続行いたします。質疑をお持ちの方はどうぞ。 

13番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ３点ほど伺います。先ほど委員長も今後ある程度テーマを絞って議論

すると言っていますので、その部分についてはそのときに深く議論したいと思いますので、き

ょうの資料提出と同僚の答弁に対する考え方について、３点ほどまずお聞きします。参考資料

４の３ページ目の要望事項で、道道昇格に対する要望ということで、言葉悪いのですけれども、

白老町が、私も言っておりますし同僚議員も言っておりますけれども、15のやると言っている

けれども、先ほど答弁あって10月中に順位をつけたり事業費出すと言っていますけれども、道

のほうは逆にもう道道昇格に要望していますけれども、多分これ道のほうで整理されて下のほ

うに事業名もありますけれども、逆に道のほうが早く進むのかと思っているのです。これだけ

道も考えてくれているのかと思っていたのですけれども、それで道道昇格にするということは、

町道の路線変更をしなければいけないですよね。これ議会にかけなければいけないと思います

けれども、その辺の日程を早くしなければ、せっかく道がこれだけのことやってくれています

ので、スピード感を持ってやっていかなければいけないと思うのだけれども、それの町道の変
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更の条例等の議案を上げるのはいつ頃やって、具体的に道とどういう協議、交渉されていくの

かということであります。それともう一つ先に聞いておきますけれども、まちづくり会社の関

係で私は一般質問していますからここで具体的なことも聞きませんし、これから多分その部分

についての意見の集約の委員会もあると思いますので、ただ同僚議員の言ったことももっとも

なのだけれども、その中で非常に気になったのは高橋課長こう言っているのです。まちづくり

会社は町が収益事業を見つけるのだと言っているのです。町が収益事業見つけて誰に与えて、

逆に何かあったとき誰が責任をとるのか。これ言っていますから、後で会議録を精査して、に

やにやしているけれども、これ言ったのですよ。きちんとメモしていますから。町が収益事業

見つけて、はい、どうぞでまちづくり会社誰かにやらせるのですか。どうも一貫性がないので

す。多分担当者も全部わかっていないのではないですか。もう少し整理すべきだと思いますけ

れども、その部分だけ。それと最後に、皆さん一生懸命議論しているのです。多分高橋課長も、

同僚議員からの質問の答弁は白老町活性化推進プランが主となるということで、ロードマップ

の提案も同僚議員からされています。それに対する答えとしていますけれども、私もずっと見

てきたのです。どうも今も真剣に議論しているのだけれども、この民族共生象徴となる空間整

備による白老町活性化推進プラン平成28年３月に出して、我々もそのあとにもらっているので

すけれども、このプランで１回聞きたいと思っていたのです。この活性化プランの全体スケジ

ュールの主要施策の各項目の頭にホワット・イフ（What if？）とついているのです。これは町

の職員がきちんとつくったものなのか、このホワット・イフ（What if？）ということはどうい

う意味なのかまず教えてください。そしてこれクエスチョンマークついているのです。資料７

で前に出ていると思うのだけれども、18ページからになります。これわからないのです。せっ

かく議論しているのに、クエスチョンマークついてホワット・イフ（What if？）といったら、

私もあまり英語理解できないけれども意味を調べたらいろいろあるのだけれども、ホワット・

イフ（What if？）ですよ、これ。町の職員がきちんとつくっていればすぐに答弁できると思い

ますけれども、どういう意味合いでこの主要施策の頭につけているのか、その３点。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） まず１点目の道路の関係です。道道昇格に対する要望を今しており

ます。北海道のほうも道道という認定は道議会の中で決まってくることですので、その辺のタ

イミングで町道については廃止という部分の道との最終調整をしていかなければならないとは

思っています。まだ北海道のほうも道道になっておりませんから、何を設計するにしても今何

も手をつけられない状況にあります。今回あのように要望書を添付させていただいたのですが、

今月末に知事のほうに道道昇格お願いの要望に行きまして、それから北海道のほうも日程のほ

うが詰まってくると思います。４定方式ですので12月かあるいは来年３月からで道議会の議案

になると思いますのでその辺の日程調整しながら、道道になるということになれば町道は廃止

というふうになりますので、同時並行の作業をして同日付けになるかその辺は調整が必要です

けれども、今ご質問あった考えで進めるということになっております。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 
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○地域振興課長（高橋裕明君） まず２点目のまちづくり会社の関係で、私が収益事業を町が

見つけると言ったということですが、それは記憶にございません。今やっているのは、準備会

議を中心にしてどういう事業をやっていくかという検討はしております。それを町が見つける

と言った記憶はございませんが、準備会議でそういう収益事業の検討をしているということで

ございます。それから、活性化推進プランの18ページ以降全体スケジュールのところで、ホワ

ット・イフ（What if？）と書いていることにつきましては、ＡＢＣと表題がございますけれど

も、方向性の検討とかということで、それは何ということで補足説明をしているということで、

例えば、象徴空間の意義整理と情報発信活動の方向性検討という表題に対して、象徴空間の意

義、開設について、国内外への情報発信の方向性を検討する。という補足説明を入れて、その

具体的な取り組み内容を示しているという形式になっているということです。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之議員。 

○委員（前田博之君） 道道認定についてはわかりました。やはり１日でも早くしないと、聞

くところによると道もかなり前向きに考えてくれているみたいなので、町がそれに追いつくと

いうより先にして一緒にやらなければいけないと思うので、ぜひそれはいいタイミングでやっ

てほしいと、新年度予算の関係もありますからぜひお願いしたいと思います。それと２番目の

町が収益事業を見つける、今準備委員会でやっていると言っても、準備委員会の人全部、観光

協会、振興公社、事務局長みんな役場のＯＢではないですか。今担当課長の話を聞けば、そう

いう人方がそこで収益事業を見つける、そのあとは同僚議員の質問のとおりなのだけれども、

もう少し正確性を持った答弁をしてほしい。議会でこれだけの皆さん心配してやっているので

すから。町長は私の答弁にまだ真っ白だと言っていたのです。町長がそう言っているのだから、

そういうことを踏まえて組み立ててきちんとした答弁するというのが、私は筋だと思うのです。

今だにそういうこと言っているのです。それは非常に、収益見つける見つける、何か探す、役

場の職員がやっても無理です。そういうことでその辺でもう１回。では準備委員会で、町では

なくて、その準備委員会が収益事業を見つけるということですね。そういう議論がされている

ということですね。それとこのホワット・イフ（What if？）これ消極的な意味合いもあるので

すよね。できるかもしれないけれどもできないかも、できることはとこうなるのです。クエス

チョンマークついているの私は今の説明でないと思います。これは町の職員がきちんと意味合

いも全部わかってホワット・イフ（What if？）とつけたのですか。コンサルから来ているから

でしょう。これ非常に意味あるから、たらばという意味でも取られるのですよ。そういうクエ

スチョンマークというのは議論するためにクエスチョンマークつけてあるのですか。議員は一

生懸命勉強してやっているのですよ。これ順番うちつける、どうすると。その頭にホワット・

イフ（What if？）何かつくということ自体が、疑われますよ、150なんぼの人員に対して。そ

うではないですか。本当にコンサルタント頼みになるとこうなってくるのです。違いませんか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） １番目の道道ですが、ご意見あるとおり北海道のほうに迷惑かけな

いように私どももその辺、道道昇格の部分十分調整しながら進めていきたいと考えております。 
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○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まちづくり会社の検討についてですが、再度説明いたします。

最初にお配りしております冊子の21ページ、17項目めですけれども【まちづくり会社設立に向

けた取り組みについて】ということで、今お話しして出ておりましたのがまちづくり会社設立

準備委員会。それで今お話ありましたＡの設立準備事務局が、振興公社、商工会、観光協会、

町は経済振興課と地域振興課ということで準備事務局をつくっておりますが、事業の実際の検

討を行うのはＢの事業検討チームというところで、このメンバーについては、右に飛び出てい

ますけれども、地域内連携を促進する事業者啓発事業の中から事業者に直接かかわっていただ

いて、オブザーバーとしては白老金融協会にも入っていただいて事業の検討をする。検討事項

としては、事業収支案とモデル事業構築案ということとして進めているところであります。 

○委員長（小西秀延君） 貮又地域振興課主査。 

○地域振興課主査（貮又聖規君） 前田委員のご質問のホワット・イフ（What if？）の関係

なのですが、これはコンサルのほうでつくったものではなくて、まずオブジェクトツリーとい

うことで書いておりますが、その計画をつくっていく手段なのですけれども、その手法にのっ

とって、これは活性化推進会議の皆さんとともにつくり出していったものなのですけれども、

どういう取り組みをしていくのかというところにそのホワット・イフ（What if？）というのが

該当していって、そこからつくり上げていった、一つは木のような形になる中で、これはコン

サルがつくったわけではなくて、我々のほうでそういうオブジェクトツリーにならってつくっ

ていったものということでございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

12番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） きょうは、民族共生象徴空間整備促進・活性化に関する調査特別委員

会なのですよね。私はずっと話を聞いて考えているのだけれども、登別市が平成15年度391万人

観光客来ているのです。391万人。それから、宿泊の外国人だけでも47万人来ているのです。15

年度。こういうことを考えると、この白老のまちが今象徴空間来るからと大騒ぎしている、大

騒ぎするのは当たり前です。だけれども、隣のまちでいい見本があるのです。100万人来たらど

うなるかという見本が。登別に391万人来ているのですから。登別の姿をずっと私50年間見てき

ているけれども何も変わらないのです。水族館ができたり時代村ができたり、できたといって

も、その上でこれだけ来ても何も変わらないのです。だから私は、白老にこの象徴空間が来た

からと言っても、これから来るのですよね。この象徴空間は100年も200年もこれから続くので

す。10年20年で済むのではないのです。100年も200年も300年も続くのかもしれない、わからな

いですけれども。この象徴空間を何も焦って、道路標識とか何とかまではいいです。道路標識

にしても今カーナビがあって、我々札幌に行くのでも何通りの何丁目の何番地と入れたら行け

るのです。何も見なくてもカーナビで。そういう時代にそんなに慌ててどうのこうのと、それ

は道路標識をだめだと言っているのではないです。それからこの道路にしてもどれだけお金掛

けるのか知りませんけれども、白老でかつては20年前にダンプが480台あったのです。大型ダン



 31 

プが480台、今は100台きれているのです、白老のダンプ。それから室蘭市が、あの新日鉄があ

ってどれだけ鉄くず運ぶ大型車両が走ったか。その車ももうほぼ今走っているのありません。

日本製紙にしてもかつては2,800人いた従業員が、今全部で1,000人きれているのです。これも

車に乗るからそれだけ減っているわけです。白老の町民が20年前から8,000人減っているので

す。これでもまた車の数どんと減っているのです。そこでこの道路網があって何の不自由もし

たことない、財団に89万人来たときも道路が狭いなんて思ったことないですよね。それからず

っと車も何もみな減っているのです。そこのところで先ほども言いましたけれども、100年200

年続くこの象徴空間をもっと慎重にしっかり先を見据えて物を考えたほうがいいのではないか

と、私はこう思うのです。何も今来るからといって、駅をどうするとか、このようなものは来

てから考えればいいわけです。それでも間に合うのですから。少し話違うのですが工業団地の

話で、あそこにしても白老方式というやり方をしたのです。あそこに企業誘致したら整備して

いくというやり方だったのです。それでも、そのやり方をしても今あのざまですよね。それか

ら港にしてもバイオマスにしても繰り返しているのですけれども、まちがよくなると言ってや

っても10年したらあのざまです。ですから、私はそのざまとか何とかと言っているのではない

です。象徴空間はこれから100年も200年も先続いていくのですから、何もそんな４年後に来る

からどうのこうのとそんなに慌てること私はないと思うのです。そして、先ほども言った登別

の例を見てください。50年経っても同じです。登別の駅前においしいラーメン屋もないですよ。

白老にしてもそうでしょう。白老だって今象徴空間来ると町民みんなが心弾ませているはずで

す。そしたら店がどんどんやるという話もあるでしょう。ですからこの辺はもう少しゆっくり

と、50年後100年後を目指した物の考え方で、財政と人口とそういうものを合わせながらゆっく

りと考えていくべきです。私はこう思うのだけれども、私の考えは間違っていますか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） 同様のご意見を以前にもいただいております。あまり急ぐことはな

いと、いろいろなものを慎重に対応していくべきだと、こういう部分のご意見いただいている

のは私どもも受けとめています。先ほどもご答弁申し上げましたけれども、次回以降町の考え

をしっかり示して、いつ、誰が、どういうふうにして進めるか、優先順位も示したいと思いま

す。議会の皆さんと、これは2020年までにやったほうがいいのではないか、これはその後でも

いいのではないか、そういうご意見をいただいた上で我々最終整理をして方向性を出していき

たいというふうに考えておりますので、きちんといただいた部分は否定することなく、それは

議員としてのご意見ですからそこは受けとめてそういう部分をしっかり示した上で、議場で議

論していきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 12番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） よくスピード感という言葉出ますよね。当たり前です、スピード感。

スピード感というのは、前に進むスピードもあるし、そこでじっくり考えてバックするのもス

ピード感ですよね。バックすると決めるのもスピード感ですよ。これもスピード感というので

す。そういうものをしっかり早く決めなさいと言っているのです。それから、この象徴空間も
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100年200年先ということになると、アイヌにしてもいるかどうかわからないのです。100年200

年後には、純粋な。大体部落は限界集落になって人口も減ってくる世の中に、アイヌだけ同じ

数ということもないのです。純粋なアイヌはおそらくいなくなるでしょう。ですから私はそう

いうことも考えたまちづくりをしていかないと、ただ目先ばかりではなくて、それよりも新聞

を見るとしっかりした考えを持っているのは、平取とか阿寒のほうがもっとしっかりした物の

考え方でやっていますよ。これは新聞で見る限りですよ。ですから私は100年後200年後、これ

も見据えた、そしたらアイヌがどこでいるのか。大事なことは伝承と保存と文化ですよね。こ

れは100年後も200年後も続く話なのです。そこで物を考えていかないとただ目先だけでは、ど

んどんどんどんやったら私はまた失敗するような気がするのです。、大体200年後までここに駅

があるのかどうかもわからないのです。白老のまちにしてもおそらく40年後に6,000人になると

言っているのです。象徴空間が来てまちが活性化するのだったら、なぜ40年後に１万2,000人に

なるという言葉が出てこないのですか。そうでなかったら何の意味があるのですか。その頃に

は白老のまちが苫小牧市になっているかもしれないのです。そういうことも考えて、ただ孫子

の代に何でも物が先送りするようなことではだめだから、私はこういうこと言うのだけれども、

もっとそういうことを慎重にやってほしいし、先ほど説明あったけれども、私気になっていた

のだけれども白老みらい創りプロジェクト、小さくて私は眼鏡掛けても見えないのですが、こ

こに書いてあるのが、関係性が希薄となっている行政と地域住民とが対話する場を創出する、

これ行政の言う言葉ですか。行政は常に住民と密着して、そして幸せになるまちをつくってい

るのではないのですか。それからこの下のほうもそうですよね。行政が考えた象徴空間、多文

化共生のまちの実現ではなく、とここに書いているのですよね。本当にこれはどういう意味で

すか。今、象徴空間と多文化共生のまちづくりをやっているのではないのですか。私はこうい

う文面一つ見ても、何を考えているのかさっぱりわからないのです。これはどういう意味です

か。何も私らは住民と行政が希薄になっていると思っていないですよ。戸田町長主体にしたき

ちんとしたまちづくりを、財政再建のために一つになってやってきていたのではないのですか。

どうして希薄になっているのですか。そんなことおかしいです。象徴空間、多文化共生のまち

の実現ではなくですよ。これはどういう意味ですか。ここだけつかまえて言ればですけれども、

こんな文章ありますか。説明してください。それだったら何も象徴空間とか多文化共生とかい

らないでしょう。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 後段の部分のお答えですけれども、みらい創りプロジェクト

のほうの、行政と地域住民の関係性の希薄化とか行政主導のまちづくりとか、そういうような

状況にならないようにこういうプロジェクトを進めていくという趣旨で使っております。そし

て２項目めの右側の文章の中に、行政が考えた象徴空間、多文化共生のまちの実現ではなく、

「地域全体でつくりあげた象徴空間、多文化共生のまち」にしていこうという意味合いで使っ

ておりますのでご理解お願いします。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 
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○副町長（岩城達己君） 前段の部分です。いろいろスピード感の捉え方もありますし、それ

から人口減少の中でまちがどうなっていくかということも、50年100年後を見据えた非常に大局

的な大きな話になっていますが、今2020年に捉える部分で最低限必要な部分は、これはやらな

ければならない場所だからやらなければいけないという部分は、しっかり示していきたいと思

いますし、本当にまちづくりという大きな視点で見ますとやはり50年100年という大きなスケー

ルになっていくと思います。私も50年100年後、どうなっているかというのは推測できません。

人口形態もどうなっているか、まち自体もどんなまちになっているか推測がつかないところな

のですけれども、ただ、松田議員おっしゃっている部分は、あれもこれも何でも急いで今やら

なくてももっと慎重に必要な部分をとらまえてやっていく、かつ、将来を見据えるということ

をおっしゃっているというふうに捉えました。いろいろなまちの取り組みがあります。近隣に

も実施例もあります。そういうところを一つ一つ私どもも見て分析して、白老町、このまちが

どうあるべきかはしっかりつくり込んでいかなければならないというふうに思いますから、い

ろいろな部分をしっかり捉えた中でつくり込みをしていきたいと思います。いずれにしても次

回以降の特別委員会ではいろいろな部分の優先順位をお示しして、特別委員会、議会としての

ご意見をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 12番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） それからもう一つ、イランカラプテと結構旗が立っているのだけれど

も、まだイランカラプテの旗を立てている店に行ってもそのような言葉使ったことないですよ。

１度も聞いたことないです。戸田町長が岩崎で肉食べたときにイランカラプテと挨拶しました

よね。私はあれ以来まだほかの人から聞いたことないです。町民の誰一人から聞いていない。

ですから、もう少し地に着いたことをしなければだめです。地に着いたこと。あの旗にしても

確か230万円くらいかけてつくったはずですよね。だけれどもあの旗だってもう２カ月もすれば

こちゃこちゃになってなくなりますよ。まち中からなくなると思います。イランカラプテ何て

言葉誰一人として使っていないですよ。何のためにお金かけてあれやっているのですか。そし

たらあなたたち役場の職員は、誰かそれ言ったことありますか。一人ずつ言ってみてください。

イランカラプテと誰かに言ったことありますか。このような無駄になるようなことをやめてく

ださい。やめるとは言わないけれども、イランカラプテでまちおこしするのだったら、旗立て

てある人くらい行き会ったらそういう言葉使うくらいのもう少し徹底した周知をしながらやら

ないと、何もあのようなもの腰巻立てているようなものですよ。これでやめておきますけれど

も。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） この2020年にやることはたくさんありますが、先ほど松田委員おっし

ゃったとおり、どれをやる、やらないというのはきちんと議会と議論をして進めたいと思いま

すし、今までの過去のハード事業で後世に借金を背負わせるようなことは私もしたくないと思

っていますし、そういう時代ではないというふうに思っていますので、ご意見を賜りまして議

論をさせていただきたいと思います。それとイランカラプテなのですが、まだまだ周知が足り
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ないという反省と、あと逆にイランカラプテの旗があって象徴空間を迎えるまちになってきた

という声もありますので、その辺はいろいろなＰＲはさせていただきたいというふうに思って

おります。それとあわせてイランカラプテは白老町だけではなくて、これは国の事業でござい

ますので、今新千歳空港でも札幌市内でもたくさんイランカラプテという言葉が入ったポスタ

ーとかのぼりとかもありますので、これは象徴空間と合わせてやっていきたいという考えもあ

りますので、白老町はそれの率先した市町村になっていかなければならないと考えております

ので、またいろいろな意味でご協力をしていただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 14番、山本浩平議長。 

○議長（山本浩平君） お許しをいただきましたので質問させていただきます。私はこの象徴

空間と多文化共生のまちづくりの関連性について若干お話をさせていただきたいと思っており

ます。実は８月10日、これちょうどアイヌ碑の供養祭イチャルパのあった日だったのですけれ

ども、その日の夜札幌で北海道を愛するみんなの会、これは高橋はるみ知事の個人的な会なの

です。後援会ですね。たまたま私も地元の白老のほうの後援会に関係しているものですから、

夜それに出席をさせていただきました。そのときに知事の１番最初、本当に冒頭のメッセージ

の中でこのような話があったのです。北海道誕生の150周年に向けて、150周年来年か再来年か

もうすぐですよね。150周年に向けて北海道をつくり上げてきた先住民、アイヌ民族のことなの

ですけれども、北海道の150周年の記念にアイヌ民族との共生を一つの大きなテーマにしたい

と、こういう非常に力強いお言葉を知事から私はいただいたというふうに非常に思いました。

正直なところイオル構想だとか国立博物館の話だとか、あるいは象徴空間の話が１番最初に出

たときは、これはあくまでも国の施設であり国の仕事であるから北海道はというような雰囲気

は、実は北海道もはっきり言って財政的にほかの県から比べて素晴らしいわけでもないので、

若干そんなに表に向いていたわけでなかったのですけれども、ここにきてもうそういう本当に

力強い言葉を知事からいただきましたので、本当に北海道に私は力を入れていただきたいとい

うふうに思っています。ＪＲ北海道も今ああいう状態の中で、日高線もこれどうなるかわから

ないような状況の中で、これから2020年に向けて白老の駅舎がどうなるのかわかりませんけれ

ども、こういったことも含めて国もそうですけれども北海道の力というのが非常に私は大きい

と思っています。そういった意味で、今回アイヌ施策の室長は遠藤室長で３人目ですけれども、

こういった知事の力強い言葉をいただいたことを踏まえてこれからもまた遠藤室長に後押しを

していただきたいし、まずこのことについての感想を伺いたいと思います。室長にできれば。 

○委員長（小西秀延君） 遠藤アイヌ施策推進室長。 

○地域振興課アイヌ施策推進室長（遠藤通昭君） この象徴空間に関しまして、北海道のほう

からお金は出せないけれども人はまず出せるということで、１万数千名いる中で人材派遣とい

うことで協力させていただきました。私こちらに着任しまして１年半弱になるのですけれども、

私自身も正直、過去に道庁のほうでこのアイヌ政策の業務をしてきましたけれども、ここに来

て改めてこの象徴空間の意義ですとか必要性、今後どのようにしていったらいいのかというこ

とで、こちらの白老町役場のほうに籍を置かせていただきながら皆様といろいろ日々考えさせ
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ていただいております。この150周年事業につきましては２年後だと思うのですけれども、今北

海道のほうで民間の企業を中心にいろいろな協議体をつくって、まずその中でこのアイヌの

人々が昔から暮らしてきたという部分、これを含めてそういう150周年記念事業の中で広めてい

きたいという趣旨もあります。今こちらに来て仕事をさせてもらっているので、仕事させても

らっているという言い方はだめですね、仕事しているのですけれども、今後もこの象徴空間を

進めていく中で、やはり北海道としても人の派遣も含めて大切な部分だと思いますし、今後も

私に続くような人も含めてぜひ取り組んでいく必要があるのではないかと、正直日々身に染み

ているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 14番、山本浩平議長。 

○議長（山本浩平君） ありがとうございます。このチャンスにやはり長年本当に温めてきた

というかアイヌ民族の尊厳ですとか、あるいは先ほど松田委員もおっしゃっていましたけれど

もいかにそのアイヌ文化を世界に正しく広く発信する、これは大切なことであると思いますの

でよろしくお願いしたいと思います。そして、この知事のセミナーのときのゲストの話も少し

させていただきます。このときゲストだった人というのが、壮瞥町の職員の方でドイツ人の方

なのです。肩書は忘れましたけれども、もしかしたら今の地域振興課長クラスの肩書になって

いるかもしれません。ドイツ人の女性の方なのです。その方が知事のセミナーのときの主賓の

講演をした方だったのです。最近ＮＨＫにもその方出ていて、いろいろ壮瞥のまちづくりをや

っているのですけれども、こういう話がその講演会でありました。壮瞥の佐藤町長から好きな

ようにやりなさいと背中を押されて、好きなことをやってまちを変えてくれと、１番最初何を

したかというとホームページを一新したそうです。ホームページを一新。そして、いわゆる多

文化共生、異文化共生のまちを目指してこういうまちづくりを今壮瞥はやっていますと、こう

いったお話しだったのです。資料２の１番最後のページのむすびにというところの②を見てい

ただければわかります。これは白老でつくったものです。白老町は、みんなの共存共栄をめざ

して、国内を先導する「多文化共生のまちづくり」であり、プロセス重視の「つくり、育てる」

まちづくり、国内を先導すると書いていますよね。どういうふうなものが多文化共生なのかと

いうことを、例えば私も町長も町民から聞かれるとなかなか一言では説明しにくいと思うので

す。精神的な問題もありますしなかなか難しい。私もある団体のほうで多文化共生について講

演してくれと言われたので、いや、難しいなと思いながら、町から前にいただいた資料だとか、

あるいは私もポートランドに行かせていただいたのでそのときの感想だとか、わざとそのとき

に私ＰＳＵのＴシャツを着て行ったのです。ＰＳＵというのは州立大学です。どういう話をし

たかというと、そこはａｄｉｄａｓだとかＮＩＫＥの本社のあるまちだと。それでいわゆる企

業メセナというかいろいろな形の中でもしかしたらその会社が、ＮＩＫＥなりａｄｉｄａｓが

白老でいろいろな形で協力もしていただける可能性もあるのだと、こういう話もアメリカでは

あったとそういう話題も出ていたとこういったような話をしながら、あとは私なりの多文化共

生のイメージの話をしましたけれども、なかなかこの多文化共生というのは伝わりにくい部分

だと思うのです。今は１歩も２歩も私は壮瞥のほうがリードしているような気がするのですけ
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れども、どういったような形でこれを浸透させていくかということをいろいろな方法を考えて、

これからいろいろな施策はあると思うのですけれども、真剣に取り組んでいただきたいという

ふうに思います。たまたまその知事のセミナーのときに岩城副町長も近くにおりましたので、

たまたま隣空いていたので私途中から副町長の隣にお邪魔してそういう話も聞いていたのです

けれども、そのときの感想も含めていかがでしょうか。多文化共生について。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） 感想めいたことになってしまってもあれなのですけれども、多文化

共生は一つの政策ですから、政策という部分でお答えしたいと思います。まず壮瞥町の方はド

イツ人の方で、地域おこし協力隊ということで今かかわっております。ですのでどちらかとい

うと地域おこし協力隊の考えは、自分たちが発想を持って自分たちで行動できるという非常に

大きな部分持っていますから、そういう部分でいろいろな取り組みを柔軟に対応されているの

かというふうに捉えております。その中で多文化共生というお話も出てきました。前回お渡し

た資料の中にも、またきょうの資料にもありますけれども、例えば３ページの野菜サラダにつ

いても、個々にみんないろいろあってそれを混ぜてしまうより野菜サラダとして一つ一つを味

わって食べるほうがうま味が出てくるという部分で、これは町民の方にもわかりやすいかとい

う部分がありました。それと公平性という捉え方も一つある。いろいろな見方があっていろい

ろな考えがあるものですから、聞かれる方の立場に立って多文化共生というのはこういう考え

ですとお話をする機会はあります。最後のむすびにというところに「共存共栄」というふうに

あえて赤文字で入れておりますけれども、そこが最終的なオールラウンドで使える言葉なのか

というふうに捉えています。町内会長会議含めいろいろな団体に出て行ったとき、初めのころ

は多文化共生という話をしても全く反応がないというのが正直なところでした。いろいろな場

になってくるとだんだん声が出てきました。多文化共生と言っているけれども何のことかわか

らないと、まずは口にしていただいただけでも私は一歩前に出られたかと。多文化共生という

ことを町民の方が言葉で言ってくれます。ただどういうことかがわからないというところです

ので、次はそこをまず浸透させていかなければならないかと思います。それぞれ、私昭和50年

に奉職以来町長が何代か変わってきておりますけれども、ＣＩを導入するときに職員は全くわ

かりませんでした。何のことだかわからない。地域に行って説明しても全くわからない。それ

逆じゃないの、ＩＣじゃないの、というくらいのことまで言われました。それを次に元気まち

運動に発展させて、町民みんなが元気まちにするのだと、元気なのだという一つの目標が見え

てきたと思います。その間約５年から６年かかりました。その浸透を進めていって次が協働と

いう言葉に変わって、皆が協働してやっていこうという部分です。戸田町長になって協働がさ

らに進化するまちづくり、そして多文化共生のまちづくりというふうにきました。現在この多

文化共生、議会、議場でもなかなか浸透されないしわかりづらいというご意見いただいており

ますから、もう少し時間をいただいてどうやって浸透を図っていったらいいか、このことは政

策をもとに施策を発信していかないとなかなか浸透は難しいというふうに思いますので、そう

いう部分をまたしっかりつくり出して浸透できるように進めていきたいというふうに考えてお
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ります。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

10番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。まちづくり会社について何点もないのですけれども、こと

しの３月にまちづくり会社の学習会、これＪＴＢ総研のいろいろそういう説明会があったので

すけれども、いわゆるまちづくり会社、これ案なのですけれども、これをいろいろ進めていく

上でいろいろ踏襲していくと思うのですが、例えば、たらればで言ったらあれかもしれないの

ですけれども、まちづくり会社を設立して、単純な素朴な質問になるかもしれないのですけれ

ども、事業としてはここに出ただけで20くらいあって、おそらくそれ以上あるかもしれないの

ですけれども、例えば１年目で立ち上げたとして全部できるとも限らないというか、できない

と思うのです。そうするといろいろとそういうまちづくりのいわゆる運営というか、運営１年

目で黒字を出すというのはなかなか難しいと思うのですが、例えばまちが補助してあげるのか

どうかというその辺のところ、やはり２年目３年目とうまくいけばいいのですけれども、端的

に赤字になったらではどうするのと、まちが支援するのかいという話になると思うのです。だ

から立ち上げて１年目２年目も計画的に黒字になっていくというか、収益が上がるのならいい

のですけれども、まだ準備会ですがそういうところもこれから頭に入れてやっていかないとだ

めだと思うので、まちの姿勢としてはその辺のところどうなのかというのをまずそこだけお願

いしたいと思います。まだ運営主体がどこになるのかというのもわからないとは思いますけれ

ども。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 今お話あったように多分１年目で全体構想が全部実施できる

ということは難しいかもしれませんけれども、それは段階論で考えていかなければならない点

かもしれません。ただ、今検討しているのは１年目から運営できるような体制をどうつくって

いくかということを検討しておりますので、それが赤字になったらという議論はあるかもしれ

ませんけれども、赤字にならないようにどうやったら運営できるかという議論をしております

ので、その手法としては確かにどこからか補助金をいただくとか委託を受けるとか、そういう

手法はあるかもしれませんけれども、赤字運営だとか町が債務負担をするということを前提に

は考えていないということです。 

○委員長（小西秀延君） 10番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 私はまちづくり会社が決して悪いことではないと思うのです。やはり

このまちづくり会社ができたことによってまちが活性化とかいろいろなところで、極端な話売

り上げの低いところが売り上げがふえたとかそういうお話しになればすごくいいと思うので、

ですから本来であれば成功してほしいというところがあるのですけれども、逆に赤字のそうい

うまちづくり会社もあるということなので、そこはやはり見逃せないと思うので、本当にまち

が支援してくれなかったらではどこで支援するのと、何かこの学習会のあれを見るといろいろ

な補助制度だからまちから出るのかわからない、例えば民間になってもそういう補助制度とい
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うかいろいろな補助ありますよね。そういうのを活用して、ここに少し難しい言葉で書いてあ

るのですけれども、当初の運営資金をどういうふうにしていくのかと、その辺のところまで考

えてやっているのかどうか。私の考えでは、当初本当に事業の全部が全部成功するとは限らな

いと思うので、その辺のところだけ私は心配しているので、決して否定的なあれではないので、

ぜひその辺のところもしっかりよく見てやっていかないと、１年目でだめだ、２年目でだめだ

となったら先ほどからまちは支援しないと言っているけれども、例えば支援しないとしても、

本当にふるさと納税がそこに投入されたり、あちこちから一般財源で投入されたとなれば、や

はりまた議会からもいろいろそういうあれが出てくると思いますので、できるだけそういうこ

とにならないようにするためにはどうしたらいいかということを、やはりまちのほうでもしっ

かりこれからまちづくり会社をつくる運営主体といろいろ議論をしていくところで、事業のあ

れもそうですけれどもそういうところを本当に考えていかないと、ある程度しっかりそういう

運営をしてくださいということもやっていかないとだめだと思うので、まちとして本当にそこ

まで支援しないという前提でやっていくならいいですけれども、その辺のところどうなのかと、

やはり皆さんそれは心配すると思うのです。ですから、補助制度とかそういう確たるものがき

ちんとあってやっていけるのかどうかというのをお聞きしたいです。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 運営についての補助については、町ばかりでなくていろいろ

なところからの補助は、事業によっては特にあると思います。融資関係もまた別にあると思い

ますけれども、融資については最近プロジェクトファイナンスと言って、事業ごとにその事業

の成功性を勘案して融資を受けるということできますし、あと町は支援しないということでは

ないのです。町は何も理由なしにお金を出すとかということはしないという意味で、きちんと

町が何か助言をしたりそういうことの支援というのは当然していくだろうとは思うのです。そ

の中で合致するところとか、町の信用を使って何かその会社に活用しやすくなることであれば、

町の支援というのは必要になってくると思いますので、そういうようなことで全く何も町がや

らないということではないです。 

○委員長（小西秀延君） 10番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） ぜひそういうことでできるだけ、やはり失敗したなと思われないよう

なそういう運営にしていただきたいと思います。本当にこれまちが活性化するかどうかという、

やはりまちづくりがいろいろな、この先ほど言いましたように20項目以上、まだまだ20項目30

項目もいろいろなそういうまちづくり会社が事業内容やろうと思えばあると思うのです。そう

いう人材というか、いわゆる従業員もそうなのですけれども、やはりトップに立つ人間の指導

力、人材とかそういうのを問われてくると思いますので、その辺のところもまちとしてもしっ

かり見極めて、誰がいいとはまだわからないかもしれないですけれども、その辺のところもや

はり人材だと思いますので、そういうところもしっかりと選定してやっていただければとは思

います。人材についてまだおそらく予定はないと思いますけれども、その辺のところもどうい

うプランというか構想はあるのか。まちづくりといってもそんなに専門性を持ってやっている
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人というのはそうそういないと思いますので、どこどこの会社の社長を連れてくればいいとい

うわけではないと思いますので、そういうまちづくりに対していろいろな専門性を持っている

人というのは限られてくると思いますので、その辺のところをもしこういう人がいるとは言わ

ないけれども、こういう人材を希望しているとか何かその辺の部分があれば。これで質問は終

わりますけれども。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） ご心配の点については、やはり検討項目にしております。特

に人材についても私たちの考えは、誰ということではないですけれども、やはり１番信用でき

るというかそういうものは実績のある人だと思うのです。具体的に企業を立ち直らせたとか発

展させたとかという実績のある方が１番信用性が高いのかという考えはあります。今後その運

営事業については、先ほど来副町長もお話ししていますけれども、そういう方向性をお示しし

ながら皆さんのご意見もいただきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いしたい

と思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

３番、吉谷一孝委員。 

○委員（吉谷一孝君） 今の話の中で、やはりノウハウを持っている人が１番だという考え方

を持っているみたいなのですが、前段でも出ていたと思うのですけれども、私も思うのはやは

り熱量を持っている人だと思うのです。地元に対する熱、熱意を持っている人、やはりそうい

う人になってもらうのが１番だと思うのです。ノウハウを持っていても熱がなかったら、こう

いうのあるよ、こういうのあるよと、提案するだけなら誰でもするのです。ただそれを実現す

るまでの熱意というのは、いろいろな成功例を見ていてもそういう人が成功事例をつくってい

るという現実も、やはり各議員いろいろなところで研修してきて見ているのです。だから端的

にそういうことではなく、私はやはり地元に対するそういう熱意を持っている人を選ぶべきだ

と思うのですけれども、その辺の見解だけ聞かせてください。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 今の地元への熱意というお話ですけれども、当然重要なこと

だと捉えております。先ほどの実績とかノウハウという話なのですけれども、やはり熱意があ

ってそれに先ほど言った実績もきちんと備えていて、それで実行していくことが１番いいのか

というふうには考えております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

９番、及川保委員。 

○委員（及川 保君） さまざまな議論をしてきているわけですけれども、全体をお聞きして

いてもなかなか理解をされないというか非常に厳しいと。私の感じるのは、このまちづくり会

社の事業なのですけれども、象徴空間に向けて必ずやらなければならない事業なのかどうか、

これが１点と、私の先祖が岩手なのですけれども、２年前にその地を訪ねていろいろ見たり聞

いたりしてきたのですけれども、岩手県遠野市なのです。実は遠野市を初めて訪れたのですけ
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れども、駅を降りて思ったのが非常にボランティアが素晴らしいのです。ホテルに泊まっても、

そのホテルの中でまたボランティアの方々がさまざまな活動をしているのです。これというの

は、実は市役所が主導でやっているわけではなくて、そのボランティアの方々が率先してさま

ざまな事業、古い歴史がありますからさまざまな活動ができるのでしょうけれども、非常に感

動してきた経験がありました。まちづくり会社もそうなのですけれども、どうも先日来からず

っと議論聞いていても、まちが主導しているようにしか受け取れない。主導してつくってこれ

から象徴空間に向けてさまざまな事業を行っていくというような考え方にしかどうも捉えられ

ない。会社ができ上がったその後も、どうもまちが主体で動かざるを得ないような状況が透け

て見えてきてしまうということが非常に、もう少し何か説得力のあるこの会社をつくる本当の

目的、つくらなければいけないのだ、ならないのだというようなものがどうしても聞けないと

いうのが少し残念な気がしています。ただ副町長が先ほど来おっしゃっていますように、次回

の会議の中では必ずそういったものも含めてお示ししますという話も聞きましたので、次回を

期待してはいるのですけれどもそのあたりのことと、それとやはりこのまちづくり会社の１番

難しい部分は、成功例、失敗例があるのですけれども、一方で利益を求めながら一方では公共

性を求めている。ここがやはりなかなか難しいという部分なのかと、これは失敗例もたくさん

あるようですし、その部分をぜひ納得できるような形で説明がなければなかなか皆さん、議会

全体に納得してもらえるような状況にはどうもいかないという思いでいるのですが、そのあた

りのことをお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まちづくり会社のことですが、これまで説明してきているよ

うに、まずこのまちづくり会社の役割としてまちの産業活性化するということです。そういう

役割を担うということで、その地域の中で個別に事業をやっている方をいかにまちづくり会社

に関連して事業を拡大するかとか、あとそれぞれのまちの中でいろいろな産業があるわけです

けれども、生産を担うところから販売までの連携をもっと強化する役割を担うとか、行政では

直接個別の事業者に手を差し伸べてということがなかなか難しいものですから、そういう行政

ができない部分は、やはりまちづくり会社の利点としてどんどん事業者を成長させていくとい

うことは、まちづくり会社の役割としては持っているわけなのです。ですから、今2020年とい

う機会に向けて、これまで地域の中で経済循環としてもっと強めたほうがいいというところに

対して、どんどんまちづくり会社がその役割を担っていくという意味では、この機会に非常に

重要な役割を持つのではないかというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ９番、及川保委員。 

○委員（及川 保君） 前回も松田委員ほか、第三セクターの大きな失敗例を白老は経験して

いるのだという話もしました。本当にそういった失敗例があるから、ある意味皆さん慎重にな

らざるを得ない、そういう状況なのです。ですから副町長ぜひ次回、先ほどの本来のお話しに

あるような形で納得できるような、皆さん理解できるような説明をぜひ期待をしておりますの

で、そのあたりの部分をもう一度お聞きして質問を終わりたいと思います。 
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○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） 特別委員会にかかわる事業検討状況の次回以降の取り組み内容です

けれども、私が先ほど申し上げたのは、周辺整備事業含めた18項目について、誰が、いつ、ど

のようにやっていくと概算事業費をはじいた中で説明していくと。これは財政健全化プランと

の整合性を図っていかなければなりませんので、10月にまた特別委員会を開催していただいて

その中でお示ししていきます。町案、そして議会の皆さんのご意見をいただいていくというこ

とでご説明しました。もう１点まちづくり会社については、前回ご説明したとおり年内に設立

準備事務局のほうで案をまとめます。それは、事業収支の案ですとかモデル事業の構築案です

とか事業計画、それから定款等を含めたものは何とか事務局サイドは年内にまとめたいとうこ

とでご説明しているところなのですが、これについては年明けのこういう特別委員会の中でお

示しをしていきたい。これまでいただいたいろいろな懸念、心配される材料がございますので、

そういったものも含めて整理した上で示していきたい。それがそこでコンクリートでは決して

ありません。また議会の皆さんのご意見をいただいた中で進めなければならないというふうに

考えていますので、まだまだまちづくり会社は議論が必要かという認識でいます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

11番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 11番、西田です。確認だけさせていただきたいのですけれども、前回

８月19日いただいた資料の中で、大型バスの待機場を別のところにとなっていますけれども、

これはポロトのところ今駐車場になっていますよね。そこの横の土地ちょうどＪＲ側との間の

土地が空いていますけれども、そこは使えないということなのですか。どういう理由でバスの

待機場がそちらのほうに行ってしまったのかということ、一つお伺いしたいと思います。それ

で、アイヌ民族博物館のエントランスとかできていますけれども、実際には大型バスとかで行

った場合に、一体どこで車をとめてお客さんはどこでどのように降りていくような状況になっ

ているのか。結局乗り降りするときに、バスは２台や３台普通来ると思うのです。やはり時間

的に５台や10台こうやって団体になって来ることだって結構あると思うのですけれども、その

辺は町のほうではどういうふうに考えられているのかというのが一つ、そこだけ確認させてく

ださい。もう一つ、ポント沼との問題あったのですけれども、今回全然ポント沼のほうは触れ

られていなかったのですけれども、それについてはどうお考えになっているのか、この２点お

伺いさせてください。 

○委員長（小西秀延君） 遠藤アイヌ施策推進室長。 

○地域振興課アイヌ施策推進室長（遠藤通昭君） まず資料のほうなのですけれども、19ペー

ジの15番目の図面を見ていただきたいのですけれども、この緑色の横の資料の15番目、こちら

に国が今現在計画している配置図なのですけれども、まずはバス、乗用車ともにこの公園通り

という部分、この白くなっているところから入ってエントランスに入ってお客さんをまず降ろ

すと、空になった乗用車はこの中核区域内の西側ですか、この駐車場のほうに乗用車は入って

いただく。バスのほうはこのエントランスでお客様を降ろして一度公園通りに出て西側のほう
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にバスの駐車場を整備しようとするものでございます。なぜバス駐車場がこの離れた地域に整

備しなければならないかという部分につきましては、今現在のこの公園通りと今博物館で運営、

利用している駐車場なのですけれども、ここにバスを通すと渋滞が発生するだろうとそういう

視点から、渋滞を緩和したいという部分と、ここの公園通りのゴルフ場行く部分はどんどんど

んどん道路幅狭くなってなかなか車が交差するにも問題があるだろうということで、この中核

区域から離れたところの１番近いところの空き地に整備したいという国の考え、方針に基づく

ものでございます。例えばこの公園通りと線路の間のここに細長い土地残っていますけれども、

またここに緑を切って人工的なものをつくると、ここの博物館ができたときにそういう人工工

作物が多数できて景観にも影響するだろうということで、できるだけこの中核区域から離れた

ところで整備できないかということで当初国からお話があったところでございます。あとポン

ト沼につきましては、この資料の14ページの10番目になりますけれども、この象徴空間が100

万人を目指すためには、この中核区域だけではなくて周辺のいろいろな部分がありまして、こ

この中でポント沼という部分もここに記載されているのですけれども、ここは今現在ではまだ

地権者との交渉も当然ながら、実際ポント沼は大雨が降ってあふれたりしていますよね。町が

購入することによってそういうときの災害対応が新たに必要になるですとか、今度町が管理し

ていく中では水があふれたときのそういう部分も考えに入れながら取得するですとか活用を図

っていくという、そういう部分の整備がまだ今現在ではできておりませんので、これは先ほど

にもありましたけれども、今すぐという話ではなくて今後検討していくとそういう部分かと考

えているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

○委員（西田 君） 大体わかりました。そうしましたら結局ＪＲとポロトの間のあそこの

狭い緑地帯というのは、売店とかそういうものをつくってしまうというのではなくて、自然の

景観を残すというふうに理解したほうがいいでしょうか。それともあそこに将来的に例えば売

店とかそういうものとかも考えるから空けておくというわけではないというふうに理解してい

いのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 遠藤アイヌ施策推進室長。 

○地域振興課アイヌ施策推進室長（遠藤通昭君） この象徴空間の機能としては、売店ですと

か飲食施設が近くにあったほうがそれはいいという、利用勝手でいうとここにあるというそう

いう考えもありますけれども、今の段階で国のほうではできるだけこの自然を残した形で考え

ていただきたいという、そういう考えの一つとして残っているという状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

それでは、象徴空間整備に係る国の進捗状況や周辺整備の進捗状況の説明を受け、特に町が

行う周辺整備に係る部分について、具体的な取り組み項目ごとに、本委員会として町側に意見・

提案をしていかなければならないと思っております。財政健全化の特別委員会のスケジュール
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等とも調整して進めて行かなければならないと思っております。活性化推進プランの取組事業

（まちづくり会社設立含む）の新年度の予算化や「温泉施設の建設・運営」、「周辺道路の整備」

計画など、これらの事業経費について、見直しを進めている、財政健全化プランに反映される

ものであります。本委員会の次回開催は、10月中旬を予定しております。その後、議員間の自

由討議を予定しております。今後における特別委員会の調査の方法や取り組み等について、各

委員が特に調査すべき事項と考えているものについてこの際、ご意見をお聞きしたいと思いま

す。今後議論する項目を絞っていきたいと思いますが、ご意見ありますか。今後、項目を絞っ

て進めていきたいと思いますが、それにどういう項目を充てていけばいいか皆さんから大枠で

ご意見などございますか。まちづくり会社は皆さんから意見だいぶ出ておりますのでやってい

ったほうがいいと思いますが、そのほか特にございますか。よろしいですか。今後の優先順位

とかも出してくれると言っておりますので、それは調整の上と思っております。 

13番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、結論から急に言われても、皆さんやはりどういうものにしたいと

いうのはあると思います。それで今氏家委員からもお話ありましたけれども、町側からある程

度懸案事項の項目を絞って出したいと言っていますよね。それはいいのですよね。あとから議

会からあげてもいいけれども。だけれども今小西委員長が言ったのは、時間なくて10月１回ぐ

らいしかできないような言い方しているわけでしょう。その時間に、仮に町のほうから４つな

ら４つ、５つ、テーマきますよね。テーマごとにやっていけば、当然政策論に出てくるわけだ

から。１日でできないですよね。そういう部分の日程調整も出てくると思います。議会側から

もいつもの委員会だけれどもこういうことでやっていけば、各会派とか委員から時間をおいて

こういうことをやってほしいというのを取っていますから。きょうの議論を踏まえて議員の人

だってこれはやはり一つの事項として議論しなければいけないという部分だってあると思うの

です。だからここですぐあげて、ここでありませんと言ったら、お前がないと言ったから議論

できなかったと言われたら困るから、その辺の部分をきちんと整理してもらわないと困ると思

います。 

○委員長（小西秀延君） 先ほども何点か述べさせていただきましたがその項目等を町側とま

た調整をしまして、皆さんに別途ご案内するという形でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、そのようにさせていただきます。 

８番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ８番、大渕です。運営上の問題ですから、先ほどスケジュールの話も

ございましたので、どれくらいまでに議会と町の考え方をまとめる考えなのか。またその前に、

小西委員長から自由討議も行うというようなお話しもございましたので、大体のスケジュール

含めて会議をどこでやるかというあたりを、町側と議会事務局と正副委員長あたりでまとめて

出してもらうと。もちろんそれには今皆さんから出たようにプラスの案もどんどんどんどん入

れてもらえるような中で、最後の部分どこまで結論出すかというのとそれに対するスケジュー
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ルをつくって、論点整理はいいですから議題だけきちんとなるようなそういうものをつくって

いただければと思います。そのほうが早いのではないかと思いますけれども。 

○委員長（小西秀延君） 今後についても大きなスパンで見てどれぐらいになっていくのか、

財政の特別委員会もありますのでそちらと合わせて調整をしていきたいと思います。よろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、皆さんとこれよりご協議した意見で今後は進めさせてい

ただき、次回開催は先ほども言いましたが今のところでは10月中旬ぐらい、自由討議等を含め

たスケジュールにしていきたいと思っております。次回、開催日、調査内容は、別途皆様にご

通知することといたします。 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） これをもって、本日の特別委員会は閉会いたします。 

（午後 ２時２３分） 


