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午前９時５５分 開会 

○横田委員長 おはようございます。 

 皆さん、全員集まっていますので、時間より早

く始めたいと思いますけれどもよろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 ただ今より、第２回の新交通体系

と観光に関する調査特別委員会を行いたいと思い

ます。 

 調査の目的ということで、北海道新幹線や北海

道縦貫自動車道等の利活用、赤松街道や大沼国定

公園等の観光に関する調査研究ということになっ

ています。 

 今日の協議事項として、今後の調査事項、それ

から資料要求についてというふうな内容で進めて

いきたいと思います。 

 皆様には事前に、前の２年間やっていました議

事録を皆さんのほうには送付させていただいてい

ます。読んでいただけたかと思いますので、今後

の調査事項についてどういう方向で進めていくか

ということで、皆さんのご意見を伺いたいと思い

ます。 

 よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 ご意見のある方。 

 中島委員。 

○中島委員 今回の調査事項は、新交通体系と観

光に関する調査特別委員会ということで、前回は

新幹線が絡んでいましたけれど。それと、新交通

体系というのは、前回北海道縦貫自動車道、この

道路と新幹線を絡めた調査だったのかなと思うの

ですけれども、この北海道縦貫自動車道がいつど

のように進捗しているのか、いつ完成されるのか

もまだはっきりしない中で調査されたと思うので

すけれども。 

 今回観光を含めたことも、前は観光資源という

ことで資源の調査をしていましたけれども、 こ

れから七飯町の観光があるべきか、ということも

この委員会で研究していかなければならないのか

なと思っておりますし、今回峠下から函館空港ま

での外環状線道路、これが開通しまして、空港か

ら大沼のほうに直接来られる観光客も相当あるの

かなという感じを受けています。 

 それで、そのほうの調査と言いますか、外環状

線道路を含めた調査研究もやはり必要になってく

るのかなというような感じをしております。 

 それとまた、このコロナ禍の中で、インバウン

ドといいますか、外国人観光客もなかなか来るこ

ともないだろうし、日本人の観光客もますます少

なくなってくる中で、資源だけではなくて、観光

をどのように盛り上げていくのかというようなこ

ともしっかり対策を打っていかないと七飯町の観

光がどうなっていくのかなという心配になってく

るわけですけれども。その辺も含めた研究という

か、調査もしていただければなと、私は考えてお

ります。 

 今回、資料要求ということになっておりますけ

れども、何かあまりにも漠然として、どういうよ

うな資料を要求したらいいのか。前回の委員会の

やつも色々と目を通させていただきましたけれど

も、なかなか難しい。はっきりとした結論という

のは出ていないような感じですけれども。 

 前回は、赤松街道の利活用だとか、車両基地の

利活用、道の駅の周辺の振興、大沼国定公園の振

興というような形でやっていましたけれど。 

 今回はこれらも含めてやられるのかどうなの

か、継続してやられるのかどうなのか、その辺も

含めた見解というか、出していただければと思う

のですけれども。 

○横田委員長 今、中島委員からの意見が出まし

たけれども、皆さんの意見をまとめて後で皆さん

にどうしますかというふうに聞きたいと思います

ので、あと次のある方いますか 

 池田委員。 

○池田委員 今の中島委員の言われた中で、前回

の資料をみたときに、５箇年計画で２８年度から

計画期間、観光振興計画というのがあったみたい

で、それが今どのようになっているか。また見直

されるということも書いているので、その辺の観

光課長からの進捗状況並びに今後の計画ですか、

そういうものも聞かなければだめなのかなと思い

ますけれども。 

 以上です。 

○横田委員長 あと、ありますか。 
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 畑中委員。 

○畑中委員 先ほど、中島委員も発言されており

ましたけれど、今縦貫道、今の特別委員会の中で

は縦貫道の進捗というのでしょうか、そういった

ものがどのようになるか、早くなるのか、いつに

なるのか。これをもって非常に計画というのが立

てるあれが出てくると思うのですよ。 

 ですから、まず縦貫道の進捗状況が今現在どう

なっているのか、まずそれが１点です。 

 それからもう一つは、従来車両基地が出来てか

ら、この場所を核として観光の一つのソフトにし

ようというような町の考え方があったと思うので

すよ。ところが、以前の段階では、まだそこまで

行くような、車両基地、要するにＪＲのほうの対

応が整っていないというような話も伺っています

けれども、町はかねがねそういう考えで来られた

ものですから、この辺について最近、ＪＲとのこ

うしたことについての協議なんか、進捗状況につ

いて、そういったものを資料として出していただ

きたいなと思っています。 

 今のところ以上でございます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 澤出委員。 

○澤出委員 新幹線とか縦貫道については諸先輩

の同僚議員の方がおっしゃったので、大沼のこと

に関してなのですけれども。 

 大沼の場合、特に何かあるとどうしても道の予

算付けということになりますから。河川とかそう

いうのは、防災のほうでも行ってやっていました

けれども、観光行政のほうはそういうのはできる

のかわからないものですから。触れるとすれば、 

町のやれることの範囲かなと思いながら、質問か

たがた要望なのですけれども。 

 今回、駐車場の問題で、道からの予算付けがな

されたことは皆さんもご存じの通りだと思うので

すけれども。その中で、町のほうからも３００万

円でしたか、予算付け一応そういった形で進めら

れていると思うのです。 

 この３００万円についての使い道について、商

工観光のほうでどういうふうに指示なさったのか

どうかという確認に関してと、含めてなのですけ

れども、アフターコロナの大沼観光については、

やっぱり先ほど同僚議員もおっしゃっていました

けれども、インバウンドという何年かは来ないで

あろうという皆の考えで共通でその辺は思ってい

まして。公園の園地を整備することによって、近

傍近在の人が週末に遊びに来るようなそういった

形の仕立てをしていかないと、これから大沼とい

うのは成り立たないのかなと。 

 特に、昔から思っているのですけれども、四季

の杜公園であるとか、隣は森町のオニウシ公園で

あるとか、桜の青葉台もありますよね。鹿部だっ

て鹿部公園ありますし。ほとんどそういうところ

無料化された駐車場も含めて、遊具も設置されて

いまして、近傍近在の子どもたちがそっちのほう

に流れているのは実際のところだと思うのです

よ。 

 七飯町のほうでも、あかまつ公園かなり整備し

ていただいて、子どもたちは夏場パンツ一丁で噴

水のところで遊んだりとかという風景も見られま

すけれど。大沼に関しては、そういう子どもの遊

具すらないので、その辺も含めて観光に対する商

工観光のあり方。ちょっと漠然としていますけれ

ども、そういうふうに具体的に思ってらっしゃる

のか、その辺のところの資料というか、ここまで

の５箇年計画の中で実行ってさっきと被りますけ

れども、今後の展開についての課長の所見を聞き

たいなというふうに思いますけれども。 

 以上です。 

○横田委員長 あと、ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 私は、前回の特別委員会のメンバー

でもあったので、議事録を読んで、懐かしくあれ

だったのですけれども。コロナの影響でほとんど

できなくて、しかも僕はじめてだったので、前回

の長い名前の、北海道新幹線等新交通体系と観光

資源の利活用に関する調査特別委員会という名前

で、何やるかよくわからなくて。結局コロナの影

響で思うように進められずに、少し視察色んな所

行ったり、新しい観光資源が無いかということ

で、大沼と峠下の境のところにある史跡だとか、

そういうものが観光資源にならないかどうかとい

うことで提案したりしていたのですけれども。 

 ちょっと実際に行くまでにはいかなかったりし
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てというような経緯があって、何をやるのかよく

わからない中でやっていたのですけれども。 

 先ほど出た七飯町観光振興計画については、２

０１５年から２０２５年までということで、これ

は既に配布されて説明を受けたので、新たにまた

説明を受けるのであれば、同じようにしていただ

きたいと思いますし。新幹線については、黙って

いても札幌まで伸びていくような形になりそうな

ので、どちらかというと、先ほども出ていた縦貫

道の観光…、いつできるのかというところも含め

て改めてヒアリングする機会で。前回は北海道縦

貫自動車道の現状に関する資料ということで、現

状とかトンネルの工事だとかという資料があった

ので、その後の動きについて説明を受ける必要が

あるのかなと思いますし、それが出来た場合の道

の駅の影響がどうなるかということもありますの

で、そこについて、道の駅についても最近の入込

客数だとか、そういうダンシャク・ラウンジも含

めて、その辺の入込客数だとか、その辺のところ

をコロナの影響を見ながらどこまで今後回復でき

るのかとか、その辺のところも併せてヒアリング

を受けられればいいかなというふうに思います。 

 先ほど同僚議員の大沼観光について出ましたけ

れども、できれば、大沼の観光協会というのです

か、コンベンション協会というのですか、そこの

ところのヒアリングを聞いて、何が必要なのか、

どういうものがどうなのかとかそういうものもヒ

アリングをする機会がもしこの委員会で可能であ

れば聞いて、我々ができることは限りがあるので

すけれども。ベンチを作るだとか、木を切るだと

か、トイレがどうだとか、その辺のところも聞け

て、要望としてまとめられればいいのかなと思い

ます。 

 あと、委員長のほうにお願いしたいのは、対外

的に要望するとか何かそういうことがもしこの委

員会の使命だとすれば、いつまでにどのタイミン

グでとか、そういうことを少し議論の中に織り交

ぜていただければなというふうに思います。 

 前回は色んな要望書の写しをたくさん資料とし

て出して説明を受けた経緯もありますので、その

辺も併せてお願いしたいなと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 あとよろしいですか。 

 中島委員。 

○中島委員 もう一点だけお願いします。 

 先ほどちょっと言おうと思ったのですけれど

も、城岱牧場。この城岱牧場の再開発というか、

利活用というか、もうちょっと考えてみる必要が

あるのかなという気がしているのです。 

 函館山とまでは言いませんけれども、あそこか

ら眺める夜景も素晴らしいものがありますし、も

う少し城岱牧場の何とか利活用、再開発して、人

が集まるそういう場所にできないのかなというよ

うな感じが前からしていたものですから。せっか

くああいう良い場所があって、夜景も非常に素晴

らしい裏夜景と言いますか、素晴らしいところが

ありますので、何とか前から考えていたのですけ

れども、何か対策はないものかなと。 

 町のほうでどういうふうな考え方を持っている

のか、その辺も聞いてみたいと思いますし。観光

というのは、目的地まで行くコースと言います

か、そういうのも大事になってくると思います

し、人の流れというか交流をどうして増やしてい

くかという人の動きですね。そういうものをどの

ように活発にやっていくかというのも必要になっ

てくると思いますし、七飯町もこれから観光とい

う、コロナ禍の中でも大変でしょうけれども、七

飯町というのは観光が第一ですから、観光をいか

に人がコロナ禍でも七飯町に来ていただけるよう

な、そういう対策が何か打てないものなのか。 

 そういう形で城岱牧場のほうも山ですから、そ

うコロナの感染も心配ないのかなという気もしま

すし、その辺も町の考え方も、考えているのか考

えていないのかちょっとお聞きしたいなと思って

います。 

 以上です。 

○横田委員長 池田委員いいですか。 

 池田委員。 

○池田委員 道路関係で一つなのですけれども。 

 縦貫道は確かに大事ですけれども、今、大沼の

５号線の拡幅工事をしていますよね、部分的に。

少しずつ４車線やっていますけれども、縦貫道が

できてしまうと、観光客がまっすぐスルーしてし

まうようなことも往々に考えられるのですけれど
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も。 

 今、拡幅工事している４車線で、いかに大沼イ

ンターチェンジに札幌から来る人たちを下ろすか

というのもあると思うのですね。そういう部分で

４車線の工事が大体いつ頃終わったり、またそれ

を見据えて大沼観光なり、七飯の観光を考えなけ

れば、縦貫道を載ってしまえば、下りないという

課程が、湯川まで、空港まで続いていますから。 

 ですから、そういうようなものも早回ししても

らえればと思いまして、そういうような内容も聞

きたいと思っています。 

 以上です。 

○横田委員長 あと、よろしいですか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 大沼インターチェンジの話出てし

まったので、あわせてちょっと疑問に思っている

部分で。掴んでいるかどうかわからないですけれ

ど。 

 大沼インターチェンジ下りますよね。下りて、

バイパス通って湖畔道路に下りてくるのですよ。 

大沼の湖畔道路までまっすぐ下りてくるのですけ

れどあの道。ゴルフ場の真ん中通って。 

 それが、湖畔道路に接道する部分なのですけれ

どもいまだに工事の状況わからないのです。途中

まで来ているのですけれども、旧道に繋がってい

るままで今真っすぐバイパスからぶつけるという

案にはなっているのですけれども。これ八雲土建

のことなので、ちょっと掴んでないかなと思うの

ですけれども。情報とかもしあれば教えていただ

きたいなと思って。というのは、ラウンドアバウ

トって、取り付けの、周遊道路に取り付くところ

の先端のところにラウンドアバウトというものを

作るという案がずっと、ずっとというか、最初の

ほうは無かったのに途中からぽんと出てきて。観

光協会でも反対運動をやっていたのですけれど

も、それが何か塩漬けになっていて、今どうなっ

ているのかわからない状態。 

 それで決まったという説があったのですけれど

も、いまいち掴めていなくて、細かく聞いている

のですけれども。わかっている範囲であれば、皆

さんもちょっとわかっていただきたいのですけれ

ど。あれやると、結構大変な目に遭っちゃうので

すよね、観光行政としては。 

 マラソンやったりとかする時に係員いっぱいつ

けなければならないとか、除雪するときにぐるぐ

るまわるから、除雪するのも大変でしょう。三か

所出口できちゃうので。何よりも自然破壊しては

だめなところで木をかなり切り倒す部分と、標識

があほみたいにつくのですよ。何メーターも手前

からずっと幅員減少になりますから、つけてやら

なきゃならない。例えば、キャンプ場の辺りと

こっちの文久庵からずっとラウンドアバウトあ

りってつけなきゃならない。えらい道路標識で

みっともない状態になるっていう可能性も秘めて

いるものですから。 

 あと、今の戻ったときに、中国人の方々だと道

路わからない場合に逆走してしまって、正面衝突

の可能性も出てきますよね。あと、ホワイトアウ

トする場所なので、わからないで行くと中央にぶ

つかってしまうとか。人が通らないだけにちょっ

とそういう危険性を帯びているところなので、そ

のままやられてしまうと、今のところ七飯町、蚊

帳の外に置かれてしまっている系統でもあるの

で、ちょっと調査してほしい部分と、捉まえてい

る部分があれば教えていただければなと言う部分

ありますので。縦貫道の件と含めてわかる範囲で

教えていただければなと思うのですけれども。 

○横田委員長 あと、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 今、たくさん出たので、まず一つ

一つ確認するというよりは、大きく分けると大沼

の件。それから、函館新道を使って、大沼も関係

あるのですけれども、函館新道を使って飛行場ま

での新しい道路をどう七飯町は利用していくのか

ということだと思うのですけれども。 

 それから、大沼のほうは、２０２０年から２０

２５年までの５箇年計画のやつの見直しがどう

なっているのかという部分を主にして聞いていく

という内容ではないかと思うのですよね。 

 ですので、大沼の自然財団の関係の駐車場の

件。それから、色々出ているのですけれども、あ

と道の駅の周りの件。縦貫道とどう関わっていく

のかなという部分が、どう今はっきりしていくの

かというのがわからないよというのがあるのです
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けれども。 

 大体そういう、大きく分ければそういう中で、

あとは細かい部分の話だと思うのですよ。中に

は、これっていうのは本当に開発建設部のほうの

担当だとか、大沼の場合であれば国定公園だから

道の関係だよねとかいうのはあるので。各担当課

から情報をいただくということになれば、そこか

らいただいた情報を得るというだけくらいしかで

きないのですけれども、そういう内容でいいのか

と。 

 これ皆さんの今日言っていただいたところを、

まず聞き取りをするのが大事なのか、それとも聞

き取りをして、そのあとにどういう方向で進めて

いくというふうになるのがいいのかという部分だ

と思うのですよね。 

 だから、皆さんから出ているのは、やはり七飯

にとっては本当に大事な問題だと思いますので、

どういうふうにしていくのかという部分。 

 中島委員。 

○中島委員 ただいま、委員長のほうから大体ま

とめていただいて、その通りかなと思うのですけ

れど。私はまず資料要求より先に行政の考え方、

今上がっているようなことについて、行政の考え

方をしっかりと聞いてから、その中で議論を重ね

ながら、その中で資料要求をもしあるのであれば

資料要求していくというのが順番ではないかと思

うのですよ。 

 まずは、行政の考え、七飯町の観光に対する、

今委員長がまとめた内容のことについての考え方

を聞く必要があるのかなというような感じを受け

ましたけれど。 

○横田委員長 澤出委員。 

○澤出委員 被りますけれども、今中島委員が

おっしゃったとおりだと思って。これ資料要求と

いってもかなり漠然としたところもありますし、

これをたたき台にして、必要なデータとか出てく

るのかなと。始まったばかりですから、まず聞き

取り調査というか、わかっている範囲のことを教

えていただいて、わからない部分に関しては調べ

て資料請求という形でするのが本当だと私も同じ

く思います。 

○横田委員長 畑中委員。 

○畑中委員 今回の特別委員会に色んな意見が出

たと思うのです。そうした中で、これから特別委

員会を進めるに当たって、一応資料というもの

は、私はすごく大事だと思う。その資料の中、

色々出ましたので、できれば委員長、副委員長そ

して事務局と協議の中でそれを精査していただい

て。この問題がやっぱり資料要求として妥当なの

かどうなのか、その辺を絞って、担当課に上げて

いただきたいと。それをもとに、町の考え方を示

していただければなというふうに私は考えるので

すけれども、よろしくお願いしたいなと思いま

す。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 あとよろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 今、中島委員のほうから行政の考え

方を聞いてからという順番の話だったのですけれ

ども。行政の考え方とか進め方というのを漠然と

聞いても何をどう話せばという形になると思うの

で。やはり、資料の形で落として、その資料の説

明の中で色々出てきて、またこの点についてとい

うことで追加資料というようなことにしないと。 

 あまりにもちょっと漠然としているのかなとい

うふうに思うのですけれども、何かやっぱりこう

いう資料を、こういうことだとか、もう少しポイ

ントを絞るような説明の仕方を求めないと、

ちょっと行政のほうも困るのかなと思うので。そ

このところは、資料要求きちんと前回のやつを参

考にしながら、資料要求を固めたほうがいいのか

なというふうに思いました。 

 以上です。 

○横田委員長 あとよろしいですか。 

 ただいま４人の委員から出たのは、まず各担当

課からの聞き取りをやろうというのと、聞き取り

をやるのだけれども、その時は資料をもらいま

しょうよという話なのですけれども。今日の話を

聞いているならば、資料出るまでは簡単に出るの

ではないかと思うのですよ。 

 ですから、その辺は、畑中委員言ったように、

例えば委員長、副委員長、事務局でこれとこれは

良いのではないかといって、これ出ないよという

ものについては、次回のときに説明するというこ
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とでいかがですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 そういう流れでということでいき

たいと思います。 

 暫時休憩します。 

午前１０時２２分 休憩 

────────────── 

午前１０時２３分 再開 

○横田委員長 再開します。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 今聞いていまして、５箇年

計画とか、もしかしたら所管事務調査のほうに

被ってしまうかもしれないので、委員長、副委員

長、事務局と精査しまして、所管のほうに被る部

分は省かせてもらってよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○広部議会事務局長 あと、特別委員会として、

北海道とか国とかに要望できるような形での活動

のほうに持っていくのが一番いいのかなという思

いもありますので、その辺も精査しながら進めて

まいりたいと思いますので、よろしいでしょうか 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○広部議会事務局長 以上です。 

○横田委員長 あと、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 それでは、１番の協議事項の今後

の調査事項、要求資料については以上の形で進め

てまいりたいと思います。 

 その他については、何かありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 では、本日の新交通体系と観光に

関する調査特別委員会、これをもって終わりま

す。 

 ご苦労様でした。 

午前１０時２４分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


