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第１２回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年１１月 ５日（月） 

    開 会   午前  ９時０１分 

    閉 会   午前 １１時３７分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①土地の取得について 

  ②町への寄附について 

 

●企画政策課 

  ①神の子池及びさくらの滝に係る整備計画（案）について 

  ②路線バス（みどり線）に係る平成３１年度以降の状況について 

   

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  河 口   高    委  員  池 下   昇 

       委 員  伊 藤 忠 之    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  村 島 健 二    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■総務課長       伊藤 浩幸    ■総務課主幹     梅村百合子 

■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹   永野  宏   

■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広    ■地域振興Ｇ主査   横畠 敏樹 

■産業建設課主査    山本 卓司 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第１２回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

○勝又委員長 

大きな１番、町からの協議報告事項。総務課２点ございます。課長。 

 

○総務課長 

 それでは総務課の協議案件事項、まず１番の土地の取得の関係でございます。以前常任委員

会の際に、１度口頭でお話をさせていただいておりました、町民会館前の土地の関係でござい

ます。きちんと資料説明を行っておらず、本当に申しわけありません。改めて説明をさせてい

ただきたいというふうに思います。 

議案の１ページをお開きください。（１）所有者につきましては札幌市在住の石川達雄さん

でございます。所在地につきましては清里町羽衣町１４番地の１、他７筆。（２）の下の表に

も地番ごとの面積を示してございます。また次のページ、２ぺージに図面の方を添付させてい

ただいてございます。横にして見ていただきたいと思いますが、左側の白い大きな建物が町民

会館でございまして、この町民会館前太枠で囲んでおりますところが、今回の取得したい所、

土地の所でございます。清里町羽衣町１４番地の１から、１ページのあとに１７番地の４まで

の合計８筆というふうになってございます。面積については合計で１，８４９．３平方メート

ルでございます。図面の土地の上の方に斜線を引っ張っているところは緑地になっている所が

斜線で引いてございます。現状では平成１２年より土地の使用貸借契約によりまして無償で借

り受けを、平成１２年からしてございます。 

１ページ戻っていただきまして２番でございます。取得予定地に係ります経緯等でございま

す。先ほど説明のとおり、平成１２年に土地使用の貸借契約、無償締結、以降契約の更新をし

てございます。平成２２年に町民会館の駐車場として整備し使用したい旨を相手方と協議をし、

了承を得てございます。その了承を得て平成２３年に町民会館の駐車場として整備をさせてい

ただいてございます。平成２８年相手方より、近い将来売却したい旨の相談がありまして所有

地を売却する場合は、町が最優先ということを再確認させていただいてございます。平成２９

年に相手方より町で土地の購入の意向があるかどうかの確認がありまして、数年前に体調を崩

されたということもありまして、財産を整理したいということでございました。町としては所

有地を売却する場合は将来的に条件が整えば購入の方向で進めたい旨を、そのときには相手方

にお知らせをしたところでございます。今年度平成３０年に相手方より早期に売却希望がまた

相談協議がございました。平成３０年８月常任委員会となっておりますが、申し訳ございませ
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ん。６月の誤りです。６月の委員会の中で売却したい申し出があったので今後交渉を進めてい

きたい。購入の方向で協議をしていきたい旨をお話させていただきました。 

以降相手方と協議となっておりますが札幌市在住ということもありまして、ご本人と何度も

協議は出来ておりませんが、斜里に弟さんがおられるということで弟さんを通して協議なり相

談とさせていただいているところでございます。最初弟さんが札幌に行った際に、相談してお

りましたけども現在ある程度財産の処分、整理については、弟さんが斜里ということで弟さん

のほうといろいろお話をさせてもらう運びとなってございます。 

それで３番の取得予定価格といいますか、実勢価格を参考に相手側方と協議を行いたいとい

うふうに思っております。また近々斜里の方と、お会いすることとしております。実勢価格と

同程度、またその範囲内でしたら、購入の方で手続を町としては進めていきたいというふうに

思っておりまして、また相手方が早期の希望をしていることもありまして常任委員会等の了承

が得られれば原課としては、１２月補正、またそれが無理であれば来年ということはあります

が補正も含めて進めて行きたいというふうに今のところ考えているところでございます。現在

取得の予定について、今後も含めて協議の方進めてまいりたいということで報告をさせていた

だきたいと思います。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 町民会館前の土地の関係の取得についての説明がございました。委員の皆様方から。河口委

員。 

 

○河口委員 

 これ固定資産税の経過は１２年以降からかかっていないのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 恐らく１２年前はわかりませんけど、今現在非課税ということで契約の中では対応させてい

ただいているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん。池下委員。 

 

○池下委員 

 これ両方合わすとだいたい６００坪ぐらいだと思うんですけど、だいたい両方で１千万ぐら

いですか。町としてそのぐらいの金額でということを考えているんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 今池下議員の方からありました実勢価格を参考に相手方と謳っておりますけども今池下委員

がおっしゃられたとおりだいたい２万から２万５千円ぐらいの範囲かというふうに町としては

思っているところでございます。個人の売買を調べるのも難しいですが、何人か調べ得る範囲

で聞いたりとか、北海道の地価公示価格というのが毎年出ているかと思いますけども、羽衣町

の役場の裏ぐらいが２９年でいくと４千２００円平米です。今年９月に発表になったのが４千

１００円でした。これはこの１本細い役場の裏通りです。清里で一番高いのが水元の湯浅さん

とか片山さんがあるところですが、平成２９年の地価公示価格から７千９００円。今年は７千

７００円というふうになっておりました。そこのメインなところがありますけども、裏通りで

４千１００円なので、坪にすると１万３千円とかですけど、やはり表どおりでありまして先ほ

ど言った２万から２万５千円の範囲ということで考えているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さんありませんか。無ければ町の方で近々に協議を進めていくと

いうことでよろしいでしょうか。終わります。 

 

○勝又委員長 

 ②町への寄附について。課長。 

 

○総務課長 

 議案の３ページをご覧いただきたいと思います。町への寄附の関係でございます。今回の町

に対しまして多額の御寄付がありましたので、報告の方をさせていただきたいと思います。 

寄附された方については札幌市在住の篠田圭子さん。８３歳の方でございます。この篠田さ

んは２３歳の時まで清里町に住んでおられました。それからお父さんお母さんが駅前で魚屋さ

んを今のコミット周辺だと思いますけども、経営していたということでございます。 

受納日については、１０月の５日。寄附の目的としましては、町振興のために使ってほしい

ということで１千万の寄附をいただいたところでございます。括弧書きで書いておりますけど

も御本人、圭子さん、それから生前両親がお世話になったふるさと清里町への恩返しの意味を

込めまして今後、町の振興発展に役立ててほしいという趣旨による今回御寄付でございます。 

それからその他に書いておりますが、紺綬褒章ということで書いておりますが国民の善行等

を顕彰する国の制度で褒章制度がありますが、公益のために資材を寄附した個人又は団体を顕

彰する制度でございます。５００万円以上が対象なんですけども、それを相手方にこういうこ

とで上申したい旨を伝えたんですけども、それについてはご辞退というような話がありました。

紺綬褒章はご辞退されましたが町の方にも、顕彰条例ということがございまして、これに基づ

く顕彰の贈呈を検討ということで、本日でございますが、顕彰審議会を開催していきたいとい

うふうに思います。なお顕彰条例に基づく社会福祉功労につきましては３００万以上が対象に

なっているということでございます。２番目の町への寄附の関係についての説明とさせていた

だきます。 
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○勝又委員長 

 只今、町への寄附についての説明がございました。委員の皆さんからありませんか。無けれ

ば今日、委員会終了後に顕彰審議会がございます。よろしくお願いいたします。２点終わりま

した。総務全般を通してありましたら。池下委員。 

 

○池下委員 

 町の指定管理。緑清荘、パパス、緑温泉とかいろんなところあるんですけど、これらは月に

１回報告とか行っているんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 最低月に１回、利用者、そのほかの部分についてそれぞれの施設の方から報告をいただいて

おります。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 パパスのことなんですけども、レストランの入り口に蚊帳みたいな防虫ネットですか。ある

のは理解していますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今、池下委員話されたレストラン入口の関係でございますが、虫が大変多いということで、

レストランに行かないように設置をしたということで理解はしているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 町民の方が私のところに苦情が来まして、あそこは道の駅ですよね。そういった道の駅とし

てのレストランがああいうふうな、例えば虫が来るからといって入りづらい防虫ネットをして

いかがなものかという指摘があったんですけど。町からは指導は考えておりますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 ネットにつきましてレストランの厨房のシェフ、それから管理されている方と相談しまして

そのネットがなければちょっと大変だということで今回設置してございます。 

先月も、実は指定管理の連絡協議会等もございまして、その中では何とか改善もということ

で話はしているところでございますが、現状まだそのようになっているところで、入り口であ

れがあるとなかなか格好悪いのもございますので、その辺については改善できるような方向は

とっていきたいというふうに考えているところです。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 私たちも議会で、例えば、研修とか行った時、道の駅、よく行きますけれど、ああいう光景

もレストランって見たことないです。自分の町の道の駅だから余計思うんですが、非常に恥ず

かしい。自分がもしお客さんだったらなんでこんなことしているのと。蝿はどこに行ってもい

ますよ。でもああいうふうにやっているところは見たことはないし、ぜひこれから今年はもう

しょうがないですけども、来年になったら暑い夏が来たら、考えると思いますけれど、何か違

う案を考えて、見栄えも良くないし、観光客もこれはというふうに思うはずなんですよ。そこ

ら辺十分踏まえて今後パパスといろいろ協議しながらやって行ってほしいなと思うんですけれ

ども。 

 

○勝又委員長 

 課長.。 

 

○総務課長 

 池下委員から色々いただいた御意見等をまた含めてですけども、きちんと改善できるような

方策等でパパスも含め、指定管理者と協議連携していきたいというふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。課長、蝿だけって聞いていますか。野菜についている小さな虫もって聞い

たんですよね。 

 

○総務課長 

 私が話した時には、蝿ということでちょっと今年多かったということで、１０月の頭と思い

ます。 

 

○勝又委員長 

 入口に網がはってあって。 
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○加藤副委員長 

 効果はあったんですか。 

 

○総務課長 

 そうですね。あるんですけれど、やはり見栄えは。 

 

○勝又委員長 

 ほかはありませんか。課長。 

 

○総務課長 

 議案に乗っておりませんが、以前の常任委員会で説明させていただきました人事院勧告の関

係でございます。その時に今回の勧告の概要等説明させていただいたところでございますが、

そのときにも勧告内容の実施時期につきましては閣議決定の後、国会の状況で実施ということ

でお話をさせていただきました。今国家の情勢をみるとの閣議決定が、今週ではないのかなと

いうふうに思っておりますが、その後の動きについては、まだわからないところでございます。 

本町は人事院勧告におきましては準拠して実施しているところでございまして、前回出して

おりますが閣議決定後、状況等見てということで議会に提出するよう議案につきましては、町

職員の給与に関する条例の関係、それから議会議員の議員報酬及び費用弁償の支給条例の一部

改正する条例、それから町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例。それから必要で

あれば関連の補正予算というふうに考えているところでございます。国等の状況によりますが

１１月の臨時議会、または１２月の定例会ということで提案の方をさせていただきたいという

ふうに思っているところでございますので、ご了承いただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長から人事院勧告についての説明ございました。委員の皆さんからありますか。ありませ

んか。課長。 

 

○総務課長 

 職員の関係でございますが、前にもお話した障害者枠の採用の関係でございますが、１１月

１日に総務課の管財グループの方に、職員の穴田さん３３歳、総務課管財グループで仕事する

ことになりましたので、よろしくお願いをいたします。 

それから北海道胆振東部地震に係る被災地の市町村への職員派遣の関係でございます。第１

段階、４名派遣ということでお話をさせていただいたところでございますが、また１０月の３

０日に北海道から要請が来まして、急遽ですけども、月曜日から１週間お願いしたいというこ

とでオホーツク管内市町村全道各地ですけども、各町村早急な対応ということで、本町につい

ても対応しなければということで、実は総務課総括主査の方で、昨日出発して今日から金曜日

の９日まで、今回は厚真町に１名、罹災証明の交付業務ということで派遣をしているところで

ございます。その報告について皆さんにお知らせいたします。よろしくお願いいたします。 
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○勝又委員長 

 委員の皆様方から何かございますか。ありませんか。以上持ちまして総務課を終わります。

ご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは企画政策課２点ほどございます。①神の子池およびさくらの滝にかかわる整備計画

（案）について。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 お手元にございます。Ａ３資料でございますけれども、まず、１ページから３ページまでは

神の子池関連資料です。４ページから６ページはさくらの滝関連ということで資料の編さんを

しています。 

まず、神の子池の整備でございますけれども、神秘性の評価が近年、数多くのメディアに取

り上げられていることは、御承知のとおりとなりますけれども、当町の主要観光地としてのス

ポットとして謳っているところでございます。来訪者の増加に伴いまして環境保全としての周

辺整備でございますけども、平成２７年度に池周辺に木道を整備した経緯がございますが、従

前よりトイレのあり方につきまして、ご指摘を受けているところでございます。 

本年度予算計上させていただいております観光地整備基本計画業務委託の中で周辺園地を含

めた今後の方向性整備方針について協議を重ねておりまして、合わせて協議だけではなく、来

訪者直接の聞き取り調査を実施したところでございます。 

また平成２９年３月に策定いたしました清里町観光振興計画の策定委員で構成する計画推進

委員会を９月と１０月に開催しておりまして、一定の方向性を出したところでございますので

本日、ご報告をさせていただきます。 

まず議案の１ページでありますけれども、アルファベットのＡからＥの５つがございます。

詳細でありますけれども、技術的なこともございますので産業建設課の山本主査よりご説明を

いたします。 

 

○産業建設課主査 

 それでは私から資料の説明をいたします。資料１枚目は神の子池整備計画の案となっており

ます。資料２枚目で現況の分析を行っております。 

先に２枚目をご覧頂けますでしょうか。現況についてはよく御存じかと思いますので詳細な

説明は割愛いたしますが、平成２９年度は８万６千人が来場しております。本年度は、大型バ

スなどが警察に規制されまして７割ほどに減少することが予想されております。またトイレの

整備が課題の１つとして、以前より御指摘いただいているところでもあります。 

左下青線で囲まれた中に、これから神の子池の利用において目指すべき方向性という記載が

ございますが、神の子池の整備に向けた考え方をまず検討してございます。１つにはすでに大

型車の規制がされておりますが、それ以上に池を見てみたいと思って来場していただいた方に

池の雰囲気や魅力が伝わるよう団体客よりも、個人客にターゲットを絞った整備ということを

検討しております。また池の魅力を伝えるために過度に制限をしてしまっては来場者の利便性

を損なうことにも、繋がりかねないため、制限と利便性のバランスをとりながら整備の検討を
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進める必要があると考えております。 

続きまして、計画案のご説明をいたします。資料１枚目をご覧頂けますでしょうか。計画案

は５つの案を検討しております。Ａ案につきましては、池から山を越えた道道沿いに駐車帯を

設け、山を越えて池までアプローチする案となっております。Ｂ案につきましては、現在の林

道の入り口に駐車場を設けまして、池までアプローチする案となっております。Ｃ案につきま

しては、林道の入り口から５００メートルほど進んだ時点に、駐車場を設ける案。Ｄ案につき

ましては池まで６００メートル手前まで進んだ位置に駐車場を設けまして、１０分ほど散策し

ながら池までアプローチしていただく案となっております。また最後、Ｅ案につきましては、

現駐車場を利用する案となっております。それぞれの案につきまして整備に伴う収支ですとか

効果またはその案の特異的なメリットデメリットを整理してございます。 

これらの資料につきましては、観光振興計画推進委員会においても、御検討いただいており

まして、２回にわたる委員会の結果、Ｄ案が望ましいということで御意見をいただいたところ

でございます。そのＤ案から内容の御説明をさせていただきたいと思います。 

この案につきましては池手前、６００メートルほどにあります林道入り口より１千３００メ

ートルほど進んだ地点に以前の造成した跡がある場所がございまして、そこに駐車場トイレを

整備する案となってございます。その位置から林道まで徒歩で１０分ほどございますが、小高

い位置にある林道が現状ございまして、川を眺めながらせせらぎですとか、鳥の声を聞きなが

ら池まで進んでいただくということになっております。滞在時間にいたしましては、移動と池

周辺を合わせて５０分ほどを想定してございます。整備に伴う費用となりますが、まず、イニ

シャルコストといたしまして林道の整備に幅員の拡張工事といたしまして、特に幅員の狭い２

カ所についての拡幅と路盤の入れ替え工事といたしまして、１千３００メートルほどの砂利の

入れかえを計上してございます。また、駐車場整備につきましては、２千万ほど、さらにトイ

レの整備でございますが、池まで距離がございますので発電機などの音も聞こえないというこ

とで、発電機の整備によって浄化槽を備えた水洗トイレを想定してございます。こちらで４千

万ほどを計上してございます。そのほか園路の整備や設計費等含めまして２億３５０万ほどを

想定しております。加えてランニングコストでございますが、林道の整備、発電機及び浄化槽

の点検や燃料費といたしまして、年間１９５万円、２０年間で３千９００万円ほどを計上いた

しまして、イニシャルランニング合わせまして２０年間で２億４千２５０万円を計上しており

ます。また、収入といたしまして町内への波及効果といたしまして経費算出欄の一番下米印で

経済効果の算定をしてございます。来場者は昨年度の８万６千人から本年度は大型車の進入が

規制されたことで、６割に減るといたしまして、５万 1 千６００人を想定してございます。ま

たその方々が、昼食、飲み物、宿泊、お土産など購入する割合を滞在時間から算出してござい

まして、その波及効果といたしまして、年間１千７００万円程度と算出しております。収入欄

に戻っていただきまして、２０年間で３億４千万円の収入としております。差し引きで９千８

００万円のプラスとなってございます。また今後の整備の検討が必要となります裏摩周の展望

台も併せて検討しておりまして、そちらで２０年間の収支といたしますと６千７００万円ほど

のマイナスを含めまして、合わせますと３千１００万円のプラスとなっております。 

続きまして、下段にありますメリットデメリットでございますが、メリットとしまして駐車

場から池まで６００メートルほどとなっておりまして、神の子池の雰囲気をある程度守りまし

て、魅力なども伝えながら歩いて頂くとなっていることがメリットと考えております。また突
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出したデメリットはないかなというふうに考えてございます。他の４案につきましても同様の

検討をしております。 

Ａ案でございますが、そちらについては道道から山を越えてトイレへアプローチする案とな

ってございまして、現在の林道自体は車両の乗り入れを基本的には禁止いたしまして遊歩道８

００メートルを整備いたしまして山越えをしていただくという案でございます。経費でござい

ますが、遊歩道の整備といたしまして、木道ですとか、階段など含めまして、６千４００万ほ

ど計上しております。駐車場整備に加え、トイレの整備についても発電機浄化槽を備えたトイ

レということで想定いたしまして、園路整備、設計費合わせて、１億７千４００万と算定して

おります。ランニングコストにつきましても同様に計上いたしまして２０年間で２億１千万ほ

どというふうに想定しております。収入につきましては町内の波及効果といたしまして、算出

してございますが、こちらにつきましては来場者数がかなり減るということも想定いたしまし

て、本年度からさらに半分という人数算出しておりまして、収支といたしましては３千９００

万円のマイナスということになってございます。さらに裏摩周の改修も合わせますとマイナス

１億６００万という数字となってございます。 

メリットもデメリットでございますが、メリットといたしまして林道整備を伴わないという

ことがまず１つ大きなメリットとなっております。デメリットといたしまして駐車場の整備の

台数自体が現在、５０台ほどとなっておりますが、２５台程度ということに大きく減るという

ことがデメリットとなりますし、ガイドさんの意見なんかもお聞きしているところですと、山

越えのルートはかなり難易度は高いというふうに伺っておりますので、利用者の安全性の確保

ですとか難しいというものを考えられまして、利用者層が限定されまして大きな来場者数の減

少につながるということが懸念されて考えております。 

続きましてＢ案でございますが、こちらは現林道の入り口に施設を整備して２キロほどの距

離を池まで進んでいただく案となってございます。こちらにつきましては２キロという距離が

ございますので、片道徒歩で３０～４０分かかると思われますので、来場者数の負担軽減です

とか数の減少緩和ということで自転車のレンタルだとかこういったものが必要となるというこ

とも考えております。こちらのレンタル設備の対応といたしましても現林道の入り口に施設を

整備しまして、こちらに裏摩周の展望台の機能もあわせて整備するという案となってございま

す。滞在時間といたしましては８０分ほど、施設の滞在時間も含めて長めとなっております。

イニシャルコストでございますが施設の整備といたしまして、３億円ほど。駐車場、林道の整

備、さらにトイレにつきましても、２キロ先ということもありますので、簡易的な処理方式の

トイレということも検討してございまして、すべて含めまして４億５千８００万でございます。

ランニングコストといたしましては管理人、施設光熱費、自転車など含めまして、２０年間で

ランニングイニシャル合わせまして７億８千８００万となってございます。収入といたしまし

ては、売店収入、レンタル収入、レンタの使用料を含めて１千７００万円。また経済効果とい

たしましては、管理人の雇用効果を含めまして町内の波及効果といたしましては、来場者数は

現在よりは減るだろうということで３割減ほどを見込みまして、収入といたしましては７億８

千６００万となってございまして、収支でいきますと２３０万ほどの若干のマイナスというこ

とになってございます。こちら案でいきますと裏摩周展望台の整備も併せてと考えております。 

メリットデメリットでございますが、メリットといたしましては、冬期間この駐車場を使用

できるということがメリットとなります。デメリットといたしましては、片道２キロという距
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離がございますので、来場者数の減少がいくらか想定される。さらに施設の運営につきまして

は、実現性が不透明と記載されておりますけれども、具体的には運営方法ですとか施設の規模、

さらに運営先はどこかというとこもございまして、実現まではかなり時間を要するということ

が考えられ、ハードルの高い案ということが考えられます。 

続きましてＣ案でございます。こちらにつきましては、林道入り口から５００メートルほど

進んだ位置、トイレと駐車場を設けましてそこから１千４００メートルほど徒歩で池まで歩い

ていただくという案となってございます。こちらにつきまして費用でございますけども、林道

整備といたしまして、路盤の入れ替え５００メートル含めまして６千５００万円ほど。さらに

駐車場整備を入れまして、１億７千３００万ほどを想定しております。ランニングコストとい

たしましては、同じく林道整備、発電機含めて計上しておりまして支出２０年間合計といたし

まして２億４００万ほどというふうに想定しております。収入につきましては、波及効果とい

たしまして来場者数がこちらの案についても半減するということも想定しまして収支といたし

まして６千８００万円プラスとなってございまして、裏摩周と合わせますとプラス１００万円

ほどということで若干プラスとなってございます。 

メリットデメリットでございますが、大きくデメリットといたしまして、まずは来場者数の

大きな減少ということが考えられます。来場者数の利便性がかなり大きく下がる部分ではない

かということを懸念しているところであります。 

最後Ｅ案になりますが、こちらについては既存の駐車場を利用するという案でございます。

滞在時間については長めに見ても２０分ぐらいかなと考えておりまして費用といたしまして

は、林道の整備といたしまして幅員の拡張、路場の入替含めまして、１億６千万ほど、トイレ

につきましては、簡易的な処理方式のトイレと言うことで整備いたしまして１億８千２００万

ほどとしております。ランニングコスト含めまして２０年間で２億２００万と想定しておりま

す。収入につきましては波及効果といたしまして来場者数の減少についてはないとしておりま

すけども、滞在時間についてはかなり短いということもございまして、収支でいきますとマイ

ナス面６千５００万となりまして裏摩周の方と合わせますと１億３千万のマイナスとなってご

ざいます。 

メリットデメリットでございますが、メリットとしましては、池の目の前までマイカーで行

くことができますので、身障者の方が利用することも可能ということで利用がしやすいという

ところがまず大きなメリットかなと考えております。デメリットでございますが、発電機など

の音を発するようなものは、そぐわないということで、整備水準の高いトイレいうのは、現実

整備が難しいのかなというふうに考えておりますことと、騒音ですとか、駐車場が近いという

ことで騒音ですとか排気ガスですとか、現状の状態を軽減することにはつながらないというこ

とで神の子池の魅力ですとか神秘性、雰囲気を伝えることが難しいというふうに感じておりま

す。 

以上が資料の説明でございますが、費用対効果に加えまして、来場者の利便性、神の子池の

効果的な見せ方、さらに観光推進委員会からの御意見もＤ案に向けて検討はどう進めてはどう

かと考えてございます。説明については以上であります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま神の子池の整備について案がありました。１回これで打ち切って、ここまでについ
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て委員の皆様方から。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 神の子池は、まちの宝と言ってもいいですけども、沢山の人に神の子池の魅力を知ってもら

いたいということで、町としてもＰＲしてきたところですけれども、さすがに沢山の人が来て

くれるのは嬉しいことですけれども、その反面神の子池をどうやって守るかというところに直

面していると思うんですよね。今の８万６千人の方が来ているというのはもう飽和状態に近い

んじゃないかと思うので、この対策はすぐにでも取らないと神の子池自体の魅力が半減してし

まったり、傷んでしまうということになってしまうので、この整備計画というのは、非常に検

討するのは、大事なことと思いますし、必要だと思うし早急にやるべきだと思います。 

神の子池をどうやって守っていくのかということになりますと、やっぱり、今は神の子池の

すぐそばまで車で行けるというのが、やはり排気ガスの問題ですとか荒れる原因になっている

と思うので、やはり車は神の子池の近くまでは行かせない。そして先程から言われているとお

りトイレも極端なことを言えば必要ないんじゃないかと思うんです。新しく整備するとすれば、

発電機が必要ですとか、あすこの場所には無い方が良いんじゃないかと思います。 

そうなると、やはりＤ案が何回かの会議の中でいいんじゃないかというふうに傾いていると

いうお話ですけども、落ち着くところは、Ｄ案なのかなというふうに考えるところです。 

質問なんですけども、木造周辺整備のところで木造周辺拡張整備というふうになっているん

ですけども、さらにこの木道を拡張して整備する意味合いなのかというのをお伺いしたいので

すけれど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 山本の方から説明もあったというふうに思いますけども、今回約５００メートルＤ案でいけ

ば、その手前に置くというような部分から神の子池木道までのアプローチ、それ非常に大切か

なというふうに思っています。やはり魅力を伝える見せ方から自然環境を守るアプローチの仕

方、それぞれしっかりと今堀川委員おっしゃられるような部分含めて、やっていかなきゃなら

ないといった意味で、この木道整備という部分を計上させていただきました。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今ある現状の木道の部分以外のことという意味ですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 そうです。木道は木道で、ある程度保たれていると思いますんで、木道までのアプローチと

いうような部分でご理解頂きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 同時に裏摩周展望台の整備の話をしていましたが、どういうふうな整備がされるんでしょう

か。 

 

○企画政策課長 

 裏摩周については、御承知のとおり、阿寒摩周満喫プロジェクト全体が阿寒摩周の動きとし

てあります。そういった中で、環境省が町の方から働きかけている部分もありますけども、展

望台について検討していただき始めております。 

一方裏摩周のトイレについても、道立自然公園内でありますんで、道の方で改修について設

計をかけているというような状況でございます。残るビジターハウスの建物については、町の

施設でありまして、そういった部分でいきますと神の子池、裏摩周を点として捉えるのでなく

て１つの面として捉えた場合に、裏摩周ビジターセンターについても当然のことながらどうい

った活用方法があるのか。神の子池と連動しながらどういったことができるのか。例えば先日

新聞でもご覧になっていただきましたけども、裏摩周から神の子池までの散策路についても、

実験的に行っている部分もございますんで、そういった関連性も含めて、どういったことが出

来るのかということも同時並行的に協議していきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 裏摩周のセンターハウスを神の子池に移転なんて考えもあるんですか。 

 

○企画政策課長 

 今の議論の中では基本的にはそれぞれのところに大小にはかかわらずセンターハウスなども

必要かなというふうに思っておりますし、先ほど山本がお話ししましたＤ案については基本的

にはある程度のトイレなり簡単なそういう施設をつくるんであれば、神の子池の環境を守るこ

とであれば、有人がいいのかなというふうに考えております。そうした場合において、裏摩周

にもどうかなというような部分もありますんで、それらを含めてトータル的には考えていかな

ければならないと事務局案の素案の素案で検討しているところでありますと、最小限の人数に

ついては、裏摩周にも神の子池にもやっぱり人がいた方がいろんな意味で良いのかなというふ

うに思っておりますが、総体的には、当然のことながら具体的に、今後検討していかなきゃな

らないというふうに思います。 
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○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今は立派なセンターハウスがあるわけですけれども、移転するんではなしに、あれはあれで

使う、神の子池でもセンターハウスを考えているということで理解しますけれども、先程言わ

れました裏摩周から神の子池までのトレッキングロードも非常に利用価値の高いものでありま

すし、裏摩周の展望台付近そして神の子池を連動させたような取り組みを是非していただきた

いと思います。 

 

○勝又委員長 

 コメント良いですか。他委員さんから。池下委員。 

 

○池下委員 

 Ｄ案で進めているのかなと思うんですけれど、ここに駐車場とトイレ作って５～６００メー

トルぐらい歩くことになるんですが、この駐車場は何台ぐらい置けるのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今簡単な測量しておりますけども、だいたい約５０台は置ける想定をしています。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 それは例えば南部森林組合の方からも許可をいただいているということですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 実は先ほど御説明させていただいた委員の中に、南部森林管理署、環境省、それぞれ入って

いただいていろいろと議論を重ねているところでありまして、ただ利用方法についてはいろい

ろと総意的な部分で南部森林管理署も了解していただいているところでありますけども、今後

保安林ということになりますんで、当然のことながら具体的にあそこでという進め方になれば、

担当者が良い悪いということではなくて、いろんな書類を出して水流管理の部分だとか、いろ

んな処理の関係だとか申請だとかいろいろありますんで、それはそれで別に事務的には、当然
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のことながら進めて許可を得ていくという作業は必要となってくるかなと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 課長が言っていた人を置くというのは、この部分に人を置くというふうに捉えていいんです

か。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今のところ現在の原案でございますけど、そういった想定でイメージ的な部分だけで話させ

ていただくとちょっとあれですけども、トイレとプラスアルファの形の中でセッティングをさ

せていただいて、そのところに管理人プラスそういった環境整備をしていただける方を配置す

るという中で先ほど言った神の子池だけではなくて、その駐車場から神の子池までのアプロー

チ、そういった部門も当然のことながら常に見ていただければならないのかなという部分でご

ざいます。トータル的に有人の方がいいだろうというふうに今のところ想定しているところで

ございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 例えばＤ案で進んだ時にここに車を停めた。神の子池に行くまでにだいたい５～６００メー

トルあるということで、これに関しては一切そのまま手つかずの状態であるというふうに考え

て。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 それに関してはさきほど、堀川委員の御質問もあったかなというふうに思いますけどもその

木道、神の子池までのアプローチについても、ある程度、自然を見ていただけるようなアプロ

ーチの仕方を当然考えていかなければならないのではないかということです。なぜかといいま

すとアプローチの仕方については先ほどちょっと話も出ましたけども身障者の方も、どういう

ふうに行くのが良いのか。例えば身障者の方は上の今までの林道を車いす等である程度、路場

を固めて、一般の方は例えば少し下に降りられる方法はないか、小川沿いを歩ける方法はない

かを議論をしているところであります。 
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さらに現駐車場がポツッとあるのも異様な雰囲気になってしまいますんで、それをどう自然

に戻していくのかというような部分もしっかり検討していきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 図面で園路新設って出ているんで、新しくするのかなと思うんですけれども、例えば５～６

００メートル歩いて見に行くことになったら、結構高齢者の方には厳しいのかなと考えたり、

すべて条件が良いというふうにはならないかもしれない。例えば歩くことが苦痛だとか２キロ

歩くとかっていうことじゃないけれど、わずか５～６００メートルだけれども、やっぱり今の

状態だと車ですぐそばまで行ける。高齢者例えば８０何歳の人も行って見て来れるんだけど、

これが行って戻って約１キロぐらい歩かなければならなんだと考えると、高齢者の人が、私こ

こで休憩しているから、行っておいでとかになったりするのかなとかいろんなことをずっと考

えていくと、難しいのかなと思うんだけども、町長が普段日頃から言っているように交流人口

を増やしていくんだということを考えたら、極力高齢者の人も現場まで行けるようにしてあげ

られたらいいかなというふうに。そういう考えると今のままでいいのか、それともＤ案がいい

のかな。トイレの問題はどうかなとか、男は言葉悪いですけど、どこでも出来るかもしれない

けど、女性はそうはならない。裏摩周まで行けばあるし、また緑まで戻ってきたらあるってこ

とですけれど、やはり女性にしたら厳しいから、トイレは必要だなというふうに考えたら、裏

摩周のトイレは、太陽光で対応しているのかなというふうに思ったり、今日こうやって出され

て、自分としてはなかなか結論出しづらいなというのもある。こうやってみると、Ｄ案が一番

理想的なのかなと考えたり、自分としてはこれ結論が出ない。ただ、今までも何回も本会議で

も神の子池のトイレについては私も発言したんで、さらに検討していければなというふうに思

います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回の委員会への御説明ですけども、今まで観光整備計画の委員会でのある程度のまとめが

出たという部分と、そのものの整備計画をずっとやったわけでありますけども、それの中間報

告的な部分も含めて、委員会に報告をさせていただいたということであります。今後について

は、この基本構想を踏まえて基本設計それから実施設計に入っていく。そういった部分の中で

並行しながら、保安林の解除というものが結構タイトになってきますんで、時間もかかります

し、さまざまな書類を整備しなければならない部分もあります。並行的にやっていかなければ

と。本日まずは進捗状況の報告ということでご理解をいただきたいと思います。 

さらに池下委員おっしゃるとおり、その人その人の立場であれば、こういった方が良い、あ

あいったほうが良いと必ず出るっていうのは理解をしているところでありますけども、１番の

我々が目指しているというところは、これだけの評価もいただいている神の子池、やっぱりこ
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れから何年先もこのまま、これ以上な姿で神秘性をもって清里の宝として守っていくためには、

どうすれば良いのか。それを一番重要な目的ビジョンにもって進めていかなければならないと

いう部分があります。そういった中で身障者の方だとか高齢者方々をどうするかという部分の

中においては、できるだけそういった方々にも対応できるような策を講じながら、今申し上げ

ました何を持ってビジョンをやらなきゃならないかというところを中心におきながら、今後と

も進めていこうと思っております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 課長言うように、いろんなことを想定してやっていくことがベストかなと思うんですけど、

今回初めて委員会の中で出されてきたたんですけど、町側としてもいつ位の実施等を考えて進

めているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まだ今先ほどもちょっと申し上げました現実的に大丈夫かどうかという予備調査のようなも

のを入れております。そういった部分がうまくいけば、可能であれば、今年度中に基本設計が

入れられるならば、補正も視野にいれた中で基本設計を入れ、実施設計を入れ、申請をして工

事着手というような形なのかなというふうに思いますけども、今申し上げましたとおり予備調

査の部分もありますので、そういったことゆっくりやっていると、何でも先ということになり

ますんで、スピード感とそういった一つ一つのことをしっかりクリアしなきゃならないという

部分と両面から、取り組んでいかなければないかなと思っておりますので、その都度、委員会

には御報告をさせていただきたいと思っておりますので、ご理解頂きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 課長からの答弁の中で十分理解できるんですが、大事な目的は私も言っています自然にどう

いうふうに戻せるかということが大事であろうと思います。この神の子池の魅力、駐車場があ

るやつをどういう形で自然に戻していくか。ここにどういう魅力をつくるかということが一番

の目的なんだと。その目的にあった人がここを訪れるということで、来る人のためにいろいろ

の思考は、第２の問題で、ここの場所を魅力ある場所に自然に戻せるかと。 

時に私も今年、本州の方から来た友人、何十年前に来たんですけれど、非常にがっかりして

帰られました。こういう感じでなかった。もともと持っていた神の子池のイメージとだいぶ違

ったということでは、やはりここの魅力というのは、開けた明るい陽の入ったところじゃなか
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ったんだろうと思いですので、別な形でも自然にどれだけ戻せるかということは非常に大事な

のかなと思います。そこに魅力を感じて来てもらえればいいと思いますので、この費用対効果

の中で、町内波及効果５万１千人と見ている。他のやつが２万５千人と半減する。この辺の人

数的なことについては、どうなのかとありますけども、一番の目的は今課長が言われた、その

ことだと思うんで、一番最後に言われたどうスピード感を持つかということであろうと思いま

す。ぜひその辺を含めて、どう自然に戻せるかということの部分でやっぱりいろいろ知恵を出

していただきたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 皆様方もご覧になっていただいた方もいたかなと思いますが、先日ＮＨＫのさわやか自然１

００景という番組がございまして、まさしく神の子池を中心とした摩周の森というテーマの中

で行わさせていただきました。摩周の森そのものを河口委員のご発言ではありませんけども、

森を感じに来ていただいたのかなというふうに思っております。どっと来て、いきなり池があ

る人工的なものがあるということでは無くて、神秘的なものを摩周湖から派生する神の子池を

十分に感じてもらいたいですし、先ほど申し上げました摩周の森を面として捉えて、どう清里

の森を守っていくか、それを来られる方々に感じていただくかというしっかりと肝に命じてや

っていかなければならないのかなというふうに思っております。とはいえ、先ほど申し上げま

したとおりトイレ問題だとか、そういった部分が近々の課題になっておりますんで、そういっ

た部分については当然のことながら譲れる範囲でスピード感を持って進めていきたいというふ

うに思いますのでご理解頂きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。ほか委員さんから。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今いろいろいろんな委員の方からご意見があったんですが、私は逆の視点でなかなかちょっ

と声にして言いづらい部分ではあるんですが、先ほどからおっしゃった神秘的なもの、だけど

清里の魅力をどうやって伝えていくか。結構相反すること。神秘的なことを守っていきたいの

であれば、立ち入り禁止になる。 

凄く難しい状況中で動いているというのは分かった上でお話させてもらいますが、神秘的な

もので、神の子池の本来やるべき姿をどう皆に見せて行くべきかということですけれども、正

直言って世の中の人皆がそれを思っているわけではないことも理解していただいていると思い

ます。言いづらいですけれども、６００メートルだったら来ないですよ。と僕は思っちゃう。

先ほど池下議員もおっしゃられていたんですけれども、いろんな方います。高齢者、身障者、

小さいお子さんもいる。６００メートル歩くのは、それはちょっととなってしまう気がする。

なぜかと言いますと、今でも目の前に駐車場があるんですけれど、そこまでの距離が２キロ近

くあるんですが、すごい道路もひどい状況です。オフロード車で行かないと行けないんじゃな
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いかと言うぐらいに一般の乗用でいったらほとんどバンパーが、そういう状況だから行かない

わっていう人もいます。そこにアクセスする目的は、来る方々は、もちろん行くまでの自然を

楽しみながら神の子池を最終的に見る。そう思っている方もいると思いますが、単純に神の子

池を見たいという方もいると思う。そういう方々は何百メートルがいいのか解らないですけど

もちょっと敬遠しがちになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。そういう部分ってどの

ように考えてられるのか。言葉でうまく言えないんですが、それを目的としている人はいいん

です。自然を守って、自然な雰囲気を味わいたい。神秘的な雰囲気を味わいたい。昔はこうで

なかったけれども、今は残念だ。そういう方々にとって良いんですけれども、そうじゃない方

々も世の中にはいる。そういう方々に来てほしくないわけではないと思うんです。清里町とし

てそういう方々にも来てもらって初めて経済効果を出していると思います。 

例えばこの前のニュースでありましたけれど、美瑛町青い池。あそこもずっと砂利道だった。

ＰＲしたいと。今、舗装して駐車場を完備して人は来るんです。残念な話かもしれませんが、

実際人を呼ぶってそういうことだと思います。それをやって経済効果の検証になっていくのか

と思うんですが。難しいんですけど。そういう方々もいるということを分かったうえで、もう

ちょっと練りなおしていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 いろんな考えがあろうかというふうにも思いますし、経済効果が優先というか、人をとにか

く入れる方を優先というふうに捉える方ももちろんあるのかなと。その前段、ガタガタ道部分

については、ちょっと余りにも９月あたりの林道がひどい状況になっていましたので、少し転

圧回数を増やすとか、いろんな方法で来年出来ることはすぐに改善していこうかなと思います。 

話戻りますけども、私の方から先ほどお話しさせていただいたとおり、町としては、神の子

池をどういうふうにこれから守っていくのか、利用させていくのかというビジョンが必要かな

というふうに思います。そのビジョンを目的の中で、その中でどこまでどういうふうにやって

いくのかなというふうなものが必要なのかなというふうに思います。ですから、ビジョンなり

目標を定めた中でそういった来られる方々の利便性というものも当然入れていかなければなら

ない。さきほど言ったように身障者の方はこういった道を使ってもらうとか、一般の方々はこ

ういった道を使ってもらうとか。そういうふうにしていきたいというふうに思っておりますし、

我々は逆に、今以上に神の子池の魅力を出していきたいというふうに思っています。 

今回の整備によって、その魅力を来た方々やいろんな媒体を使って発信をさせていただきた

いなというふうに思っています。堂々と胸を張って本当の神の子池、ただ駐車場が近いから来

てとかいう発信の仕方じゃなくて、ちょっとだけ歩くけども、十分に清里の自然を満喫できる

というほうが我々も胸を張って発信できるのかなというふうに思っています。 

ですから、我々も町民の皆さんもそういった伝え方が清里の神の子池をアピールできる方法

について、一番自信をもってやれる方法が望ましいのかなというふうに思います。方法につい

てもしかしたら伊藤委員おっしゃるように、人が減るかもしれません。でも、我々は逆に美瑛

の青い池は人工池であります。砂防ダムでありますし、ライトアップをして、人工を人工が見
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るような感じになります。我々は青い池とは逆の差別化を図っていかなければならないのかな

というふうに思っております。青い池のように、ぎりぎりまで道路を整備して近くで見れるよ

うな、逆の考えでいるっていうのが正直なところであります。たくさん人をいれなきゃならな

いということには、もしかしたら時間がかかるかもしれません。胸を張って神の子池に来てく

ださいというような整備をしていきたいということで、いろいろと申し上げました部分を整備

しながらやっていきたいなというふうに思っております。 

なお先ほどから申し上げているとおり、構想の段階でありますので、具体的に少しつめてい

きますんで、今のような御発言も含めていただきたいと思います。さらに冒頭主幹の方から、

神の子池のアンケート調査というのも実際来られた方に１週間ほど取りました。そういった部

分において一番多かった意見が１５分程度ぐらいまでなら、歩いてもいいよと。３０分以上だ

ったら厳しいねとあった中で、そういった意見も生かしながら、今回の整備にあたったという

ことも御理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 私も納得しました。今、課長おっしゃられた胸を張ってという言葉が、清里町の町民にとっ

て誇れるものってイメージで話を聞いていました。そういういろんなビジョンも、町民にも発

信してもらいたい。これ結果だけ見ちゃうから、なんでこんなところに駐車場をつくったのと

か、私の親戚をつれて行きたかったのに不便になっちゃったのって、結構出る意見なんです。

そういう理念のもとに今回整備していきますということをはっきり町民にもっと伝えていくこ

とも同時に考えていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 伊藤委員の御発言もっともだというふうに思っております。いろんな部分でそういった御意

見をいただいていることが多いというふうに理解をしておりますので、この神の子池整備につ

いても、ある程度着手すれば町民の皆さんにもしっかりと伝えていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他の委員さん、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 基本的に整備していかないとならないことは、当然出てくるのかなと自然を大切にしてとい

うことは、皆さんの意見なんで良いと思うんですが、訪れた人やいろんな形の中で、今の環境

やこれからの状態を踏まえた時に、非常にＩＴが発達した中では、全自動の車も運転出て来る

よという関係も出る。そして維持管理を考えていった時、本当に発電機まで中間においての必
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要性でトイレ整備ということが、試案では計算されているけど実際問題もっと高く、コストラ

ンニングがかかっているんだろうなと思うんで、私はむしろ自然を大切にしていくっていうん

であれば、道道の場所に駐車場を作り、トイレをきちっと整備すべきじゃないかなと。 

本当に自然を愛して、ゆっくり行きたい人はそこから当然のように歩いて行って、帰ってき

てもらうというコース、もう１つは、これからの時代、特区をいち早く受けて、無人化の電気

自動車で乗りたい人には送り迎えを有料でしていくパターン、私はこれがあっても良いのかな

と。行きは歩いて行って見て満足したら、帰りは、電気バスに乗って帰るよというパターンも、

十分にあると。歩く人は、川沿いを歩き、車で帰ってくる人は、今の道路を整備するという方

法をしていった時に将来のランニングコストの部分で考えたら、その方法は採算ベースに、本

当にどうなのかなということを真剣に考えてみていただきたいなと。 

このＤ案の中で、非常に出ている経済効果、７００人が宿泊してくれますよ。一番多いのが

８月に来場者来るんですよと言ったときに、この出た数字は過去何年間の数字をもとにした数

字なのかどうなのか、町内にアンケートをとった中、出てきたのかどうなのかについてもちょ

っとどうかなという疑問というか、希望的観測で物事を進めるというのも非常に大切だけど、

私は逆にマイナスがおきなければいいなと。負担ばかりになるようなことの無い様に、滞在時

間が約１時間前後だという中で、本当にそういう環境の中で、清里に最終的に宿泊をしてくれ

たり、食事が出来る環境は、神の子池の整備だけでは成り立たない現状というのもあるわけで

すから、そういう中では、トータル的にこういう効果が本当にできるのか、阿寒摩周、ＪＲの

組み合わせで、レストランバスなり大手がいろいろ思案している。そういう関係の中に清里も

当然の様に組み込まれているけれども、清里の町の観光計画や経済効果の計画と大手がやって

いる観光業者とマッチできるのかどうなのか。これを十分に検討された中で、前に進んでいた

だきたいなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 経済効果について、加藤議員おっしゃられるとおり、そういった部分では町の方としても、

マイナスにならないと言いますか、そういったものは必要なのかなという思いもあります。 

またトータル的に捉えて、今後電気自動車とかいろんなものが出来るかもしれない。または、

大手とかいろんなところの中で、そういったサービスも提供されるかも知れないというような

部分もあります。実際に実証実験的にそういったことも考えているというふうに聞いておりま

すけれども、そういった部分の実現性に向けては、かなり時間がかかっていくのかなというふ

うに思っております。そういった部分は当然視野にいれて考えていかなければならないのかと

いうふうに思っておりますが、そういった部分も含めた中でトータル的に捉えて、Ｄ案で今の

ところ想定しながら、トイレ整備等も含めてという。トイレについても計算上は発電機導入と

いうことで計算上しておりますけども、今いろんなトイレも開発されているというふうに聞い

ておりますんで、そういった部分も参考にしながら、より良い方策をとっていきたいというふ

うに思っておりますので、基本構想経て、基本計画等々の中で委員さん方にも報告をしていき

たい、議論をさせていただきたいと思っています。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 今日出されて、皆考えていることがいろいろとあるんで、町側も先ほどの説明で、実施設計

まで持って行きたいと話していましたけれども、決して焦ることなく、いろんなことを想定し

てやってもらいたい。１回やったらそんなに変えられないから。十分に考えて、案をしっかり

と出していただきたい。それをまた常任委員会の中で、皆さんともみ合って、良いものをつく

り上げていくことがやっぱり最優先かなというふうに思いますんで、もっともっと時間かけて、

論議したほうが良いかなというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 当然のことながら議論を曖昧にしないで、しっかりとやらなければならないという部分と、

先ほどの林道だけで言えば、来年については、今年の反省踏まえて、林道のガタガタがなるべ

く無い形で進める部分もありますけども、トータル的にいろいろと要望や御意見が多いところ

でありますんで、ある程度の時期で、当然スピード感持ってやらなければならない時、それか

ら曖昧に議論を進めないようにしなければというのがありますんで、それを踏まえて前へ一歩

進めていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。前中議員からの発言がありますけど、よろしいでしょうか。 

 

○前中議員 

 神の子池の観光開発という部分で、かなり具体的なことが提出されていたんですけれども、

いろんな委員の思いもありますし、百花繚乱のごとくするすべての対応を施すのは、財政的な

部分で厳しい。 

ただ、今現状で８万５千人の入込数。それにさくらの滝。あるいは裏摩周を考えると、この

地域における環境破壊は、本当にゴミが増えて、たばこの吸い殻、これらもやはり自然の神秘

の中の景観として果たしてどうなのか。そうなるとやはり待ったなしで、この自然破壊を止め

るには何か最優先はというと、ある程度の車両の乗り入れ規制というのは、致し方ないのかな。 

たまたま昨年行った、奥入瀬渓谷、十和田湖同じようなカルデラ湖で、一般の国道かな、県

道でトレッキングロードとして、奥入瀬川の渓谷沿いに人がたくさん歩いているんです。要す

るに県道と川口を歩く、沿道があって拠点拠点で十和田湖まで行けるんですけども、四季折々

シーズンを通して、今現状で施されている人たちもいる現実、そういうニーズ。そこはモンベ

ルさんとか、そういうところと観光協会が結びつけながら交流を持っていくのか、一つ商品と

して、同じように考えていただきたい。 
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それと加藤委員もおっしゃいましたけれども、２次交通とのアクセス。ここに行くのは、車

がないといけないんですけども、アクセスする方法が本当にない現実。自家用車しかない。そ

こら辺もパッケージとして、観光スポット３カ所をまとめるぐらいのアクセスの方法も捉えて、

環境開発も捉えていただければなと思います。やはりその辺も考慮しながらプランは見えるの

かなって解るんですけども、そういうことも考慮しながら検討していただければなと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 そのとおりだというふうに思っております。当然のことながら、民間企業もこれを良い意味

で自然保護を守るというスタンスの中で生かしていくというようなこともありますし、２次交

通、３次交通の考え方もあります。フットパスいわゆるあそこ一帯を面として捉えて、摩周の

森を保護と利用の両方の観点から、生かしていくという部分もありますので、しっかりと段取

りを踏みながら、順番もしっかりと間違いないように、スピード感を持つ時はスピード感を持

ちながら、じっくりと丁寧に説明しながら進めていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。議長。 

 

○田中議長 

 いろんな皆さんの意見があります。町の方も今までの自然の姿をいかに次世代に残していく

かという大きなものがあって、裏摩周、それから神の子池、さくらの滝とこの３カ所メイン。 

私は斜里岳のほうで、山を守る会の協力によって、簡易トイレを持って行って設置して、登

る人には進めているわけですが、しかしながら、なかなか頂上の方に行くと、かなりひどい状

況で、努力してもなっているわけで、たばこの吸い殻だとかこれから大変だと思う。そういっ

た状況を踏まえた中で案まで、良く検討していただいて自然を永遠に守っていく、次世代に引

き継ぐ、そういう考えで進めてもらいたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の議長の話も含めて、今日いただいた御意見も含めながら、今後ともこれからの基本計画

に活かしていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他ありますか。無いようですので、さくらの滝の方がありますので。 
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○産業建設課主査 

 それではさくらの滝のほうの説明に入らせていただきます。資料をご覧頂ければと思います。

１枚目の方、さくらの滝の現況となってございます。まず現況でございますが、こちらも御存

じかと存じますが、特に懸念されているということで観光推進委員会の方から、ガイドさんの

あたりから意見として現状が、砂岩となっておりまして、既に崩れているということもありま

す。危険性がないのかというところがまずは御指摘いただいているというところがございます。 

含めまして、次の資料の方になりますが、４つの案について検討してございます。計画案①

でございますが、こちらにつきましては現在の展望していただく位置にデッキを設けるという

案となってございます。現駐車場につきましては、砂利の入れ替えなど、簡単な整備といたし

まして、現在の階段を新たに整備いたしまして、現在のあたりに展望デッキを設ける案となっ

てございます。 

②案につきましてはバリアフリーも少し考えてみようという案で行ってございまして、階段

ではなくスロープ状のものというふうにいたしまして、デッキにつきましては現在もう少し滝

から離れた位置にというような案となってございます。 

次の資料行きまして③となりますが、こちらとしては極力費用を抑えた案となっておりまし

て、最低限、安全性を確保するということで、今よりも滝から離れた位置に柵を設置して見て

いただくという案であります。 

最後に計画案の④でございますが、こちらにつきましてはある程度費用も抑えつつ、身障者

にもある程度配慮しつつ、小さなデッキを整備しながら、降りたい人は下に降りて見ていただ

くというような、内容となってございます。資料の説明としては以上となります。 

 

○勝又委員長 

 これはどの案で進んでいくのか。課長。 

 

○企画政策課長 

 今山本技師から説明させていただいた部分で、この最終的にお話しました④案についてはこ

の委員会の中でもそういったある程度しっかりとデッキを設けなければならないんじゃないか

という案もありましたし、ほとんど触らないほうが良いんじゃないかというような部分もあり

ますし、それから高齢者や身障者の方はどうするんだという部分もあります。トータル的に踏

まえた中でなるべくお金がかからないというような中で、もう少し抑えられればというふうに

考えておりますけども、今のところ現段階での事務局案としましては、④の方向で進めていけ

ればというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 さくらの滝に関わる整備計画の説明がございました。委員の皆さんから。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 自分はさくらの滝に関しては、いきすぎた整備というのは必要ないと考えています。デッキ

も必要ないと思いますし、極端な言い方すれば、バリアフリー化もいかがな物かと考えたんで

すけども、最低限の階段が車いすで通れないんであれば、多少遠くなっても、階段を迂回する
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程度のもので十分だと思いますし危険だというのであれば、最低限の安全確保。これだけで十

分だというふうに思うんですね。なぜなら、あの姿は大自然の中にあってこそ、滝であり、魚

のジャンプだと思うんで、わざわざ展望デッキですとかきれいなアスファルトみたいな遊歩道

だとか、そういうものは必要ないんだと思うんですね。自分はそういう考えを持っているんで、

過度な整備は必要ないと意見も含めて検討願えればと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 委員おっしゃられるのも一理あるというふうに思っておりますし、このさくらの滝に関して

は、どちらかというと先ほど申し上げた摩周の森という、ここも含めて全体的に摩周の森と言

えば摩周の森なわけでありますけども、やはりここに関して、御承知のとおりさくらますの遡

上を見る、ジャンプ姿を見るというのがピンポイントなのかなというふうに思っておりますの

で、そういった部分を安全にある程度快適に見せて、自然の最低限の整備の中で快適に安全に

見せてあげるという中でこのような形にさせていただきたいなと思っております。一番やっぱ

りやらなきゃならないのは、先程申し上げましたようにこの砂岩が崩れやすいというような部

分があります。この調査を早急に進めながら、どこに柵なりをつければ良いのか。どこに最小

限の展望台をつければ良いのかということをいうようなことを進めていかなければならないか

なというふうに思っております。堀川委員おっしゃられたようになるべくその自然をそのまま

にしつつも、最低限のスロープだとか、デッキだとか、そういった整備をはかれば良いという

ふうに思っておりますんでご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。他は。池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと聞きたいんですが、現状は相当崩れているのですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 これ崩れてしまったらおしまいなんですけれど、かなりえぐれていて心配もありますんで、

そう言った調査と言うかもしつつ、どこまで柵なりつければいいのかというものも調査しつつ、

先の堀川委員の意見もあります中で、そのままにするような形で、最小限の整備に留めておき

たいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 私も何回か見に行きますけど、現在あの状況だと車いすは行けないですよね。それを要する

に、今後は皆が見えるようなということなのかなと思うんですけれども、コスト的に２千８０

０万ぐらいかかるという事なので、摩周の１つの森として考えるならば、神の子池だけでなく

て、こっちもある程度やらなきゃならないと思いますけど。町側が４案ですすめる。それぞれ

皆さん考え方が違うかもしれないですけれど、やるんだったら一緒にやったら良いかなと思い

ます。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 整備の時期でありますとか工事の時期が多少前後する可能性もあるかなというふうに思いま

すけども、今申し上げましたとおり１つのエリアと言いますか、来られる方々は、当然その神

の子池を見て裏摩周を見て、さくらの滝も見ていこうかというような方々が多いと思いますの

で、並行して整備をしていきたいというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 戻って来て、また道道に出て、神の子池とさくらの滝を見て、青葉ですか。青葉から行く。

逆に、行った道じゃなくてまっすぐ抜けられる道があるんですが、そこら辺の整備は。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今お話されている東横道路と言うか、緑のフットパスコースと言うか、歩く道のコースのお

話をされているというふうに思いますけども、あそこについては、推奨は町の方でしておりま

せんけども、道を知っている方は、そこを通ってさくらの滝を見に行かれるかと思いますし、

今後正式に推奨するようなルートにするのかどうかというような部分について検討していきた

いなというふうに思っておりますけども、今のところはあそこを拡張するだとか、そういった

考えは特に持っていないわけですけども、何回か町の方でも転圧をしていますので、そんなに

悪い道ではないのかなと思っています。 

ただ、アプローチの仕方によっては、そこに大量に車が来たり、周辺は農地でもありますの

で、そういった部分もちょっと検討して行かなければならないのかなと。今後、そういったル

ートマップ等の整備は検討していかなければと。 
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○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

今私が聞いたのは、あそこを通ると逆に緑の街を通らなくなる。緑温泉とかにも、観光客の

人が寄ったりしている。逆に通ると緑の街に通る人が少なく影響があるのかなと。緑温泉にも

影響があるのかと考えたんで、その辺も確認の上でちょっと聞いたということなんです。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 現況でありますと当然のことながら、あそこだけ舗装にさせていただいて、少しだけ戻って、

今おっしゃる緑の市街を通って、神の子池、裏摩周に行くようなコースになっていますんで、

せっかくでありますから、多少の部分であればそういった部分、本当に理想的なのかなと思い

ます。どういった部分が良いかという部分についても、今池下委員のおっしゃる意見を踏まえ

て進めて行きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ちょっと私からもですけれども。 

バリアフリー化はいいんですけど、実際にバリアフリー化するってなると、何か事故が起き

たときには責任を背負わなくちゃいけない部分もありますよね。今、コンクリの丸太みたいな

もので階段になっているんですけど、うちの町の人間でないみたいですけど、躓いて足を折っ

たそうなんです。あれはああいう状態のままで管理人がいるわけでもないですし、自己責任で

すね。果たして整備をしてバリアフリー化した時に、それが整備したらしたように責任を背負

わなくてはならない部分がありますから、私としてはそこの部分というのは、整理した形の中

で進めてもらいたいなと思うのと、さっきの町側としてのきちっとした１つのコンセプトをき

ちっとしてないと。 

ドイツ人がスイスの人間に言ったそうです。スイスも自然豊かですけど、それは人間の手の

加えた自然だろうと。ちょっとバカにして言ったのかもしれませんけど、そういうことで自然

は手を加えない状態での自然が自然だと思うんですよね。とんでもなく手を加えたものを見た

くて来ている人間ばかりではないと思います。そういう自然愛好家も含めて、町が考え方をき

ちっと示してそういう形の中で整備をしてもらいたいなと。ちょっと申し添えたいと思います。

それとお客さんに当然理解してもらわなくちゃいけない部分ですけど、町が自然に対する考え

方をきちっと示してそのことで町民には理解してもらって、そういうことが大事だと。自然に

対する考え方をきちっと示した中での自然の整備の仕方を取り進めていただきたいなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 私の方から冒頭申し上げましたとおり、町がどういうふうに自然を何十年守っていくのかを

しっかりとした責任、ビジョンを持って伝えていかなくてはならないのかなというふうに思っ

ておりますんで、今一度しっかりと組んでいきたいというふうに思いますし、バリアフリーに

ついても当然のことながら、観光の自然観光を示す中で、保護と利用という部分がどっちが上

なのか下なのかという知床もそうですし、阿寒もそうですし、議論になっているところかなと

いうふうに思っております。そういった分についても、今申し上げました町の自然の考え方を

踏まえた形の中でどこまで制御すれば良いのかということもしっかりとプロセスとして組んで

行って、議会とも協議していきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 ほかにありませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 これから実際動くには大変でしょうが、この一帯の動植物とか、自然の部分を町として捉え

ていない部分がたくさんあるんだろうと思います。この辺では一番、斜里の博物館さんがいろ

んな動植物関係の情報があるんだけれども、清里の部分については、余り解らないということ

が現状のようです。この整備と一緒に、この一帯の動物関係だとか植物の情報だとか、その辺

はまとめていただければ良いかなと。一緒に調査もしていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先日のテレビも、あんなに蝶があの辺にいると私も全然知りませんでした。いろんな昆虫だ

けではなくて鳥や植物があるのかなと。そういった情報をしっかり捉えたことをお伝え、でき

れば良いと思っております。トータル的にそういったことも進めて頂きたいなと思っておりま

す。 

 

○勝又委員長 

 ほかにありませんか。②番、路線バス（みどり線）にかかわる平成３１年度以降の状況につ

いて。担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 私の方から路線バスみどり線につきまして御説明を申し上げます。７ページをご覧ください。

以前より生涯学習課から通学バスが見直しの議題が提起されていることと思いますが、路線バ

スのスクールバス転換に伴い、バス会社の方からは路線バスの維持は収益の観点などから困難

であるとの見解を受けております。また生涯学習課から町民一般利用は登録制によって乗車可

能方向で検討を進めていると聞いているところでございます。なお添付のとおり緑方面のスク

ールバスについては水色のペイントで示されているところでございます。以上で説明を終わり
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ます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま路線バスにかかわる平成３１年度以降の状況について説明がございました。委員の

皆様方から。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 実は本日、緑自治会の対話懇談会をさせていただくことになっております。この現状につい

ても、一部緑のＰＴＡの方々には教育委員会の方から周知済でありまして、今後、もしみどり

線で斜里バスが撤退となったら、スクールバスの方に乗車ができる方向で進めているという話

をＰＴＡにはしているのかなというふうに思います。緑地域全体には、浸透していない部分も

あると思います。今日、ちょうど緑の対話懇談会でありますので、そういった中においても町

の方から状況説明ということで、緑自治会方々にも伝えていきたいというふうに思っています。

ご理解を頂きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 委員さんからありませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 平成３１年から路線バスみどり線が無くなるという話なんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 斜里バスからは正式な回答はいただいておりませんけども、当然のことながら、今のみどり

線が維持されているのはスクールバスと兼用だから維持されているのではないかというふうに

思います。現在のスクールバス以外でのみどり線の利用の数については、何回か委員会等々で

資料の提供しているところでありまして、本当にゼロに近い数字になっているところです。そ

ういった中においては、今申し上げましたとおりスクールバスとしての利用、スクールバスと

しての斜里バスに対する補助がなくなれば、当然のことながら斜里バスも路線バス単体での運

行は難しいのかなというふうに思っておりますので、緑の路線バスに代行するとは違いますけ

ども、そういったことになっていくのかなと思っております。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 江南線についても同じ考え方ですね。私が経験したのは、斜里岳登山したいんで、路線バス

で時間帯が書いてあるんですけども、それは無くなるということになると思うんですけども。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 私の方でおさえているのは路線バスとして運行されているのは、今、みどり線だけというふ

うに。江南線については、いわゆる登山者の方がそれに乗るということで具体的に話が確定し

ていることではないので、斜里バスから正式な回答もない中で、状況説明ということで御理解

いただく中でお話をさせていただいておりますけども、当然これについては地域のお金をもら

うということじゃなくて、地域の方がその時間帯に乗れるんであれば、有効利用していただけ

れば良いのかなと。ですから出発時間だとか、教育委員会の方で話を詰めていることでありま

すけども、今までよりも本数が減るということはないというふうに聞いております。 

 

○勝又委員長 

 委員さんありますか。前中議員から。 

 

○前中議員 

 今の説明、ちょっとよく理解できないんですけど、路線バスを撤退するってことは確定って

ことでよろしいですか。みどり線の。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 路線バスを運行しているのは御承知のとおり斜里バスが運行しておりますので、今申し上げ

ましたとおり運行を廃止しますという正式なお答えは聞いておりません。ただ斜里バスとの非

公式な会談の中で当然のことながら、路線バスをスクールバスと併用してみどり線については

運行している。ですからそれをスクールバスとして運行をしなくなりました。路線がちょっと

変わる、道道沿いを走るコースでは無くなりますんで、路線バスとしての運行ではなくて、ス

クールバスとしての運行だけに切り替えるということになりますんで、斜里バスとしては、そ

うなれば路線バスとしての運行はやっぱり厳しくなりますねということは聞いております。た

だ廃止にする・しないのお答えをいただいていないので、そういった非公式な会談の中で話を

聞いている中では、当然のことながら一般の方々の乗降はどうしますかということで教育委員

会とも協議を進める中で、教育委員会としても子どもだけではなくて、今のところ教育委員会

で考えていただいているのが、どういう方が乗るかというので、例えば登録制にして緑の何さ

んは必要に応じて乗るかも知れませんというようなことも視野にいれて、具体的にどういうふ

うに載せるかという部分で方法については、試案中でありますので、あれですけども、そうい
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った部分で一般の方々も利用ができるように対応していきたいということで、進めているとこ

ろです。 

 

○前中議員 

 課長の説明に、地域交通の中で路線バスの廃止とは言わないけれども、そういう方向で検討

していきたいという形なんです。みどり線に関しては。この色分けされた部分は、単体でバス

運行になると単純に４台バス運行かなと思うんですけども、今現状で斜里バスさんに運行は２

つの路線なんですけど、今後斜里バスさんに４路線すべて投入するのかという話は一切何もな

いんですけど、これは町内限定の事業所にもお願いするのか。話が見えない中で、スクールバ

スの話だから担当違いますけど、今言ったように地域交通として捉えるんですよという、もう

少し親切な説明がないと。本当に江南線は無いですかというところもあるし。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず整理させていただきたいのが、先ほど申し上げましたとおり、何年前かはあれですけれ

ど、江南線についてはもうすべてスクールバスになっている。今運行をしている路線バスにつ

いては、みどり線のみということで、１往復が運行しているというふうに聞いております。い

わゆる１往復については、路線バスを運行しながら、スクールバスとしても並行利用させてい

ただいているということでありますけども、今後緑の子供たちの乗車の場所だとかみどり線に

ついては、今までの路線バスの既定路線で江南だとか上斜里、向陽の地区のように路線バスと

しての運行は難しくなるのかなというふうに思っておりまして、そのスクールバスの方に一般

の方々も乗れるように教育委員会と話をつめている状況です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。議長。 

 

○田中議長 

 江南の一般の地域の人は利用できないということですか。 

 

○企画政策課長 

 ちょっと細かいことまではあれですけども、基本的にはいわゆる路線すべてにおいて、一般

の方々も手法はどうあれ、乗れる時間帯で、今後出てくる時刻表に基づいて乗ることについて

は、乗れるというふうに思っております。全体の交通網とか交通体系の部分はちょっと申し上

げられません。今は緑線がどうなるかという部分と代替じゃないですが、みどり線も含めた部

分のスクールバスについてどう利用できるのかという部分でお話をさせていただいているとい

うことで御理解いただきたいです。 
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○前中議員 

 どこが責任を持ってやるんです。スクールバスと地域の足をする時に。今御説明しています

けど、４路線４台確保をする。今まで路線バスの運行ということで、本町も支援していますよ

ね。そのことで国交省からも地域路線の交通維持ってことで、たぶん斜里バスさんも恩恵受け

ていますよ。新たに路線バスを廃止したら、ここだけ単体で維持すると金額的に一切解りませ

んよ。生涯学習でスクールバスと併用がありますからという説明になっちゃうと、どこが主導

を持ってやるんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほども申し上げてありました、全体の町のＪＲとかは別として、今までもそうしているよ

うに、教育委員会の方でスクールバスにも、有料にするとまた全く申請だとか出て来ますんで、

スクールバスに一般の方も、もしかしたらグレーの部分があるかもしれませんけども、それで

対応できるという形の中でスクールバスの利用をさせていただいているという形の中で、教育

委員会の許容の中でやっていただいているという部分で理解をしておりますけども、それにつ

いて町の交通を担当する機関として全く関与しませんよということではなくて、そういった教

育委員会等連携して教育委員会の許容の中でやっていただく部分については協議しながら、進

めていただければというふうに思いますし、今おっしゃられたその教育委員会の役割と企画サ

イドの役割は、もちろんしっかりと整理をしながら、進めていかなければいけないと。いわゆ

る住民の方に対する、一般利用ができるＰＲや手法だとか、こちらが事務局として進めていく

のかというのはしっかりとやっていかなくてはならないと思います。 

 

○前中議員 

 委員じゃないんで、余り発言は控えたいと思いますけども。もう待ったなしですよね、４月。

その中で事業所説明、斜里バスさんと例えば新しい町内における事業所に対するその事前の説

明一切もどうなのか、僕はわかりませんけども、これ毎年スクールバスに鑑みた路線変更は毎

年検討されていく事項だと思うんです。事業所が変われども。そこら辺の話も待ったなしで、

出てくるのは解りますけども、そこらは検討してやっていかないと、４台のバスの確保が必要

です。そのうち、例えば地元の事業者さんはすべてやりますと言ったらそれは変わりますし、

それは難しいとなれば、斜里バスさんにお願いする。そこら辺の話もない中で、別にスクール

バスで運用するなら斜里バスでなくたっていいという話になりますね。極端な話すると。そう

いう話はどこが仕切るんです。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 スクールバスの台数、運行体系については、１度大枠では教育委員会から話があったのかな
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というふうに思いますけれども、具体的な話教育委員会でも早急に詰めているというふうに聞

いております。その辺については、教育委員会の方にしっかりと伝えて行きたいというふうに

思っておりますし、どちらにしても一般の方が利用する部分については、町としても責任を持

って教育委員会とも話をしていきます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 路線バスの廃止、ほとんど使われていないというのが、現状だと思います。何度か乗ってど

ういう使い勝手があるのかと乗りましたけど、現実にこの路線バスとしては、緑から出たのが

清里から斜里に向かうここに乗っている。緑と清里間に乗っているケースがほとんどない。こ

れも現状です。使わないから無くなる、これは当たり前です。 

地域交通を３０年度から議論しますという町長の答弁はいただいていますけれども、これが

一環なんであれば、地域交通の将来についても同時にやっていただきたいなということと、バ

スについては、前回教育委員会から一部で地元業者、一部斜里バス依頼という話で説明はされ

ております。ですからそれが現状で、すべて自分で地元では今のところは対応が難しいという

回答は、前回の委員会からの御説明ではありましたんで、その辺はどういう形でスタートする

のか。 

清里から斜里に行っていますよっていう人がいるんです、清里から斜里に向かう病院だとか

に使っているという部分もありますので、今後、地域交通がどういう形で使われるという部分

をスクールバスと同時に議論していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 全体的な町の交通体系のあり方については、たたき台をつくってございまして、この方向性

については必要に応じて、常任委員会でも報告させていただきたいと思います。 

本日につきましては、町として、みどり線がどうなっていくのかということが、前中委員長

の話ではないですが、急に斜里バスから公式に言われてすぐ伝えても、もう何ヶ月もないぞと

いうような話になっておりますし、状況報告ということで、まずは委員会の方に非公式でお話

を聞いたところ、そういった厳しい状況であるということがありますので、そういったものを

伝えたいということと、しからば一般の方々どうするんだというところでありますけども、そ

の方々については、今まで同様、他の路線についてもみどり線についても、スクールバスの方

に乗れるように、教育委員会の方にお願いしていきたいと思っておりますので、ＰＲと手法に

ついてはできるだけ早く進めていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 
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○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 意味は解るのですが、当初みどり線を通学バスにという何年前ですか。これに変わった時点

で、スクールバス１本でいきますという表現だったんですが、実は斜里バスの方からみどり線

の路線バスを無くすっていうのは、営業区間内において、免許の関係やいろんなことがあるん

で存続をしなければならないと言って、通学バスの時間帯に合わせて行うので、通学バスとみ

どり線のバスと並行でやってきますということで予算面についてもその部分で恩恵をお互いに

受けたという経緯があったというふうに理解しておりますが、そういう環境の中から、今の課

長の答弁でいきますと清里から逆に通学バスにおける路線変更が子供たちのために路線変更を

したいので、通学バスとしてお願いしたいというふうに申し出たのか。あるいは斜里バスの方

から路線バスを引き上げますという話になったのか、この辺が非常に大きな問題だと思うんで

す。 

課長が答弁されている住民の乗り降りする関係については、従来からみどり線だけでなく、

新栄線についても江南線についても同じような待遇の中で申請があったりすれば、町内一律２

００円という形があったと思うんですが、そこで疑問だったのは清里から斜里行った人は清里

区域まで２００円で、そこからの部分は斜里バスがどう取っていたかって、お金かかりますよ

と言う説明の中で、町内におけるスクールバス２００円での運行もよろしいですよということ

があった。 

今回のこの企画政策課の説明の中にはスクールバスの説明をするのか、斜里バスが路線バス

としてなくなるということがあるので、こういうことを申し添えますということか、はっきり

しとかないと曖昧な状態に入っていくと思う。そういう中で課長の答弁の最後にありました今

までどおり同じようにスクールバスにおいても利用は出来る体制は守っていきますと。その辺

の清里町全体の経費として考えていくと。この部分が非常に大きな意味合いが隠れているとい

う部分があるんです。その辺、住民サイドからすれば今までと同じことが出来るということで

いいんですが、その次の大きな枠組みの中でのスタンスが早急のうちにひとつ詰めていただき

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

加藤委員おっしゃるとおり、町の立場としては今の現況報告をさせていただきました。いわ

ゆる過去の経緯と言いますか、そういった状況もあったというふうに聞いておりますけども、

現在の状況の中では、斜里バスとしては、路線バスの運行は厳しいというみどり線の運行は厳

しいという形の中であれば、教育委員会には、住民の方々が今まで他の路線のようにみどり線

についてもスクールバス単体になったときに、住民の方々を乗せることが出来ますかというこ

とで、今のところ教育委員会としてもそれを受け入れていただけるような方向で進んでおりま

す。 
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ですからその辺の部分は最終しっかりと詰めていただいて、その辺の周知方法については、

住民の方々だけで言えば、町の方でやる必要があるか、教育委員会サイドでまとめてやるのか、

それはちょっと置いておいたとしても、そういった話をしっかりと詰めていかなければならな

いかなというふうに思いますし、スクールバスだけの路線の数でありますとか、台数であると

か、そういった部分については、教育委員会は直接斜里バスや清里バスさんとお話をしている

というふうに思いますんで、それについては随時報告があるというふうに思っております。い

ずれにしても、本日のここでの報告というのは、ここに議題のとおり、路線バス緑線について、

３１年度どういう状況であるのかということの報告ということで御理解頂きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 あくまでも状況報告だということだけれども、スクールバスは時間早いんで、町民の方はほ

とんど乗らない。早すぎて、乗らないんだね。病院に来るにしても、何にしても。結局みどり

線のバスでもスクールバスでも、走るところが変わるんだけれども、ほとんど乗っていないん

だけれども、日中は動いている。緑の町民の方は、ＪＲを利用したりしている人もいる。 

先日の９月の大地震のときに釧網線がしばらく止まっていたんです。バスもない。今後町民

の足として、地域交通をどういうふうに考えているのかってことが、私も町長に質問した経緯

もありますけど、福祉タクシーとかいろんなことを、地域として、そういう町民の方々の足を

町がどうやって確保していくか。そういうビジョンを言ってくれないと、これだけの説明と言

われても、じゃあ町民はどうでもいいのって思っちゃう。その辺も並行して進めていかないと、

札弦、緑の高齢者は身動きとれない。車は免許も返した、病院行きたくても来れない。同じ清

里町民なんです。十分踏まえた上で、いついつまでに、こういう案を出していますとかって計

画的につくっていかないと、ただ本会議の中で質問されたから、町長も答えるだけじゃなくて

行政マンが率先して町民のためにこういうふうにつくっていきましょうって町長に提案するぐ

らいが原点かなというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今後の清里の地域交通につきましては、以前から河口委員や池下委員にお話いただいている

部分でありますから、当然その部分については、たたき台を進めているところでございます。

そういった部分についてもなるべく早い段階で協議を進めていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ほかありませんか。それでは企画政策課全般にわたって。堀川委員。 
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○堀川委員 

 会議が長くなって申し訳ないですけれど、気になって口を開かせてもらうんですけれど、冒

頭地域おこし協力隊の篠原さんが挨拶していただいて、これから清里町のため頑張っていきた

いという決意表明と頑張っていくぞと言う表明をしてくれたんですけども、不安を抱えている

んです。やっぱり大きな難題を彼にお願いしようとしているわけなんですけども、町として、

緑地域をこれからどうしていこうというきちっとしたビジョンがある中で、彼にそのお手伝い

をしてほしいということで活躍してもらうならば、まだ分かるんですけども、今まで上手くい

ってない現状があるなかで、町として結果を出せない。町長も議会もなかなか結果を出すよう

なできない中で、彼にそれだけの大きな問題を背負わせてというのが、不安なんですね。彼に

活躍してもらうために、きちんとした町側の緑をどうするんだということを、しっかりした中

で彼を交えて活躍してもらうというふうなことをしていただきたい。 

あと恐らくは緑に住んでいただくことになるんですよね。ちょっと違和感を感じるんですけ

ども、緑の活性化をしていただく、計画していただく中で緑に住んでもらう必要があるのか。

ある意味、地域に溶け込んで、地域の人と仲良くなって、地域の人を巻き込んでというのは、

形的には凄く綺麗でそうなって欲しいところですが、現実問題、緑の活性化をするために彼が

緑に住むことが、どれだけの意味があることなのか。逆に思う事があるんですよね。単身赴任

で来ていただく中で奥さんは東京で、本来ならば奥さんもゆくゆくこちらに来てもらって、二

人で清里町に住んで活躍してもらって、ゆくゆくは永住していただきたいということの中で、

緑に住んで何とかしなさいよと言う、緑を差別するわけではないですけども、交通も買い物も

余り良くない所で、いままで東京で便利な生活を送っていた方が、奥さんを呼び入れてまで、

活躍できるのかと言うとなかなかそれもハードルが高いんですね。そうことも踏まえて、篠原

さんにこれが十分に活用してもらうためには住む所も含めて、本人が緑に住みたいというなら

ばいいですけども、仕事の環境なんかも含めて、町からの非常に大きいサポートが必要だと思

うんで、そこら辺について是非快適な環境の中で仕事をしていただき、そしてゆくゆくは清里

に奥様にも住んでもらえるようなサポートしながら、対応していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず、どう言った目標をもって緑を活性化していくのかと言う部分があります。そういった

部分についてはいろいろと町でも観光なり、いろんなカテゴリーの中で検討していく必要があ

るのかなというふうに思っておりますけども、まずその現状把握をしていかなければならない

ということです。これについては北海道総合研究所、道の機関でありますけども、そういった

部分を含めて道総研が積極的に緑を調査していただけるというようなバックアップもつけたと

ころでありますし、地域は地域で、自主的にその緑の地域をどう活性化させるかという委員会

も緑地域の方に独自でつくっていただけました。さらには当然ながら町もバックアップ、そし

て協力隊。ですから協力隊が考えて、２つか３つ案をだして、町のほうで決めるからというこ

とではなくて、まず、現状はどうなのかというのを地域の委員会や道総研の調査研究によって、

把握をする。その中で地域の方がどうしたいと、地域の方が主人公でなければならないと思っ
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てますんで、そういった部分の御意見もそういった機関で意見を聞く、それから協力隊の第三

者から見た意見や企画政策をしていく。そこで、町も一緒になって判断をしていくというよう

な流れになっていくのかなというふうに思っておりますので、すべて協力隊に、当然のことな

がら丸投げをするのではなくて、地域と町と調査研究機関と協力隊が一緒になって、どういっ

た活性化がいいかというのを作っていきたいというふうに思っておりますし、あえて緑に住ま

なくてもいいんじゃないかというような話もありましたけども、私どももまったく北海道清里

の環境、それから緑の環境がわからない中で、やっぱり地域コミュニティのコミュニケーショ

ンもありますし、気象状況やいろんな部分を肌で感じるというような部分がありますんで、で

き得れば清里に住んでいるよりは、緑に住んでいる方が当然良いわけであるのかなというふう

に思いまして、本人に緑でも良いですかという確認をした上で、緑でも良いですよと言ってい

ただいた部分もありますし、偶然、緑の校長先生の住宅、結構新しい住宅で傷んでない住宅が

ありますんで、そういった住宅を提供できるという環境もありましたので、緑に住んでいただ

くという運びになったということも御理解いただきたいと思います。 

 

○堀川委員 

 是非十分に活躍できる環境を整えてあげてください。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 今日の議案にはないんですが、実は１１月号の広報皆さんのところに届いたと思います。広

報の中に空き家バンクの記事が載っていたのを皆さん御存じだと思います。空き家バンクは、

うちの町がやりだして、観光協会にお願いしているわけですが、現在の空き家バンクの土地じ

ゃなくて、家の登録件数って解りますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 建物の登録件数は１６件です。契約成立件数はそのうち１０件であります。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 １６件のうち１０件が契約ということですか。今まで。現在でもホームページに載っている

と思うんですけれども、この１６件のうち、今現在１０件が契約されて、まだ６件残っている

わけなんですけども、この中で完全な空き家物も何も置いていない空き家は何軒ありますか。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 基本的には、登録していただいている物件については、物が入っている物件は無いのかなと。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 実はうちの町は、こういった空き家対策、空き家バンクを利用してと町長も言っていますが、

要するに移住定住人口を増やしていきたい。これも１つの、空き家バンクを利用しての手法で

あるとされているんですが、実は先日、京都の方から、清里に住みたいと言う方が、要するに

ホームページを見てこっちに来ました。ところが、その観光協会が案内してくれた、家には物

がもうびっしり置いてあって、そのまんまの状態で見せられたと。向こうから来た方はせっか

く来たけどもがっかりしたと。要するに物がいっぱいあり過ぎてイメージできない。 

広報にも載っていますけど、観光協会はあくまでもお客さん同士のマッチングをするための

観光協会であると謳っているんですよ。でも、定住移住で一人でも多く来てもらって、本州か

らこっちへ移住したいと考えるんだったら、空き家の中に物がいろいろとつまっていたら見る

側が、えっと思いますよ。家財道具がそのまま置いて見たときに、えっ空き家じゃないのと。

町がやる以上、空き家バンクにお金を５０万出しているんですから、観光協会に丸投げじゃな

くて、観光協会にちゃんと空き家にしてもらった状態でお客さんに見てもらわないと駄目じゃ

ないということを、町側が真剣になって取り組んでいかないと、変わんないと思うんですよ。 

それで、がっかりしてあきらめて、京都に帰りました。空き家バンクも始まって５～６年で

すけども、やっぱりお客さんのニーズに立った物の考え方でやっていかないと私は前に進まな

いのかなぁと。せっかく空き家があってももったいないなというふうに思います。そこら辺も

観光協会と十分協議を重ねて前へ進めていってほしいなというふうに思います。そして交流人

口もしくは移住定住人口が一人でも多く増えることに期待をしたいと思いますんで、そこら辺

でそういった実例がありますので、観光協会に話していただいて、もうちょっと手法を変えて

いくようなことも話し合われた方がいいじゃないかなというふうに思いますので、委員会の場

で言わしていただきたいなというふうに思いました。そういうことでやっていただければなと

私は思います。 

 

○企画政策課長 

 今の点について、観光協会がご案内するということでありますんで、どういった案件かとい

うのが観光協会に聞きたいと思いますんで、その辺については確認をして、どういった状況で

説明したのかといった部分も確認していきたいというふうに思います。空き家を求めている方

が、そういった想定をしていながら、空き家が見れるような状態を今後とも指導していきたい

というふうに思っておりますし、周知については、今回１１月号に見られたという部分もかな

り大きくやってきましたし、いろんな媒体だとか、いろんなところを通じて、ＰＲやお話をさ
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せていただいておりますんで、この空き家バンクの登録件数の増加に向けても、頑張っていき

たいと思いますんで、ご理解をいただきたい。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんからありますか。無い様ですので、以上持ちまして企画政策課を終わりたいと

思います。大きな２番次回委員会開催について事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、１２月４日火曜日、議会運営委員会終了後この会場でおこない

ます。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会は１２月４日火曜日、議会運営委員会の後、開催いたします。大きな３番その他

ありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１２回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時３７分） 

 


