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午前９時５６分 開会 

○横田委員長 おはようございます。 

 皆さんそろったので、時間前ですけれど、た

だいまより第７回新交通体系と観光に関する調

査特別委員会を開催いたします。 

 今日は欠席はありません。 

 それでは、今日の協議事項に入ります。 

 北海道縦貫自動車道に関する質疑についてと

いうことで、まずは、皆さんのところへ配付さ

れております令和４年度の北海道開発事業費の

概要について、政策推進課長から説明します。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、資料について

御説明を申し上げたいと思います。 

 北海道縦貫自動車道の大沼トンネルにつきま

して、現在、避難抗について工事が進められて

おり、工期は令和８年３月までとなっておりま

す。 

 一方、避難抗と平行して整備を予定されてお

ります車道部分に当たる本坑についてですが、

当初の想定よりも前倒しして着工するとの報道

が２月にあったところでございます。 

 その後の情報については、まだあまり持ち合

わせてはおりませんが、先週金曜日の３月２５

日に北海道開発局函館開発建設部所管の事業概

要が公表されましたので、その資料を今回、情

報提供させていただきます。 

 ２ページを御覧ください。 

 令和４年度の函館開発建設部事業費総括表に

ついてでございますが、最下段に事業費合計が

ございます。予算額２９９億８,７００万円で

ございます。このうち、七飯町が関係する事項

では、上から２行目の道路の項目になります

が、予算額２０７億７,４００万円でございま

す。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 七飯町に関係する事業として、道路事業につ

いてのみ抜粋し、資料添付させていただきまし

たが、中ほどに、１、食料供給基地としての持

続的発展及び世界水準の観光地の形成を目指す

地域社会の形成の項目がございます。○広域分

散型の地域構造を支える道路ネットワークの形

成の項目がございますが、ここに、２０２２

（Ｒ４）年度は北海道縦貫自動車道、七飯－大

沼の整備を推進しますとの記述がございます。 

 この項目につきましては、前年度と比較して

も同様の記載となっており、縦貫自動車道路の

引き続き整備を推進する内容でございます。 

 次に、４ページをお開きください。 

 ２の項目でございますが、強靱で持続可能な

国土の形成とありますが、○道路の防災・減災

対策の項目でございます。この項目において、

また書き以降の部分が追加記載となっておりま

す。また、防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策（令和２年１２月閣議決定）を

踏まえ、防災・減災、国土強靱化に向けた道路

の５か年対策プログラム（北海道ブロック版）

を令和３年４月に策定し、防災・減災、国土強

靱化の取組を重点的かつ集中的に推進します。

令和４年度は北海道縦貫自動車道、七飯－大沼

の整備を推進しますと令和４年度に新たに記述

されたところでございます。七飯町としては、

本坑の建設促進について期待するところでござ

います。 

 次の５ページを御覧ください。 

 同段で、○無電柱化の推進の項目につきまし

ては、峠下の道の駅なないろ・ななえ付近で電

線共同坑の整備が令和３年度より引き続き継続

して行われる予定であり、次の項目の○交通安

全対策の推進についても、西大沼地区になりま

すが、小沼中央帯整備等の交通安全対策も継続

して進められていく予定となっております。 

 以上が資料の説明となりますが、これら函館

開発建設部の新年度の事業につきましては、例

年５月から６月頃に函館開発建設部長様から直

接、町長へ事業説明がなされまして、事業につ

いて意見交換が行われることから、事業の詳細

につきましては、これからになるものでござい

ます。 

 以上、情報提供でございます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 申し訳ありません。今日は説明員として、忙

しい中、町長、副町長、政策推進課長に来てい

ただいています。 
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 それでは、令和４年度の北海道開発事業費の

概要を今、御説明いただいたのですが、この件

について、何か質問等ありますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、前回の第６回調査特別委員会のと

きに説明資料として２月３日の北海道新聞と函

館新聞の中で、町長が函館だけでなく大沼にも

立ち寄ってもらう観光振興策を練って完成を待

ちたいというふうなことを言っていた件につい

て、それから、それに伴っていろいろな峠下

の、まちづくりとかをどうしていくのかという

ような話も出ましたので、忙しい中、今日は町

長に来ていただいたので、その辺、町長にお話

ししていただいてよろしいですか。 

 町長、よろしくお願いします。 

○中宮町長 おはようございます。 

 今年１月２１日の朝刊で、２６年から予定し

ている本坑の掘削工事が４年前倒しして今年２

２年度からやっていくのだという記事が載りま

した。この２年間、コロナの関係もありまして

国交省に行くという機会があまりなかったので

すけれども、去年の１０月に北海道町村会の総

務建設常任委員会で、私が常任委員長をしてい

たものですから、そこで、本当に久しぶりに国

交省の北海道局に行った折にも、局長始め幹部

の皆様方に、避難坑の工事を一所懸命やっても

らっておりますと、それは大変ありがたい話で

すけれども、ぜひとも早い時期に本坑への着手

もよろしくお願いしたいということは、北海道

の立場ということではなく、たまたま七飯町長

としての意見ですけれどもということで言わせ

ていただきました。 

 それが、以前にも、いつかは言っているかと

思うのですが、ここ最近では、あまり国交省に

行くこともないものですから、記憶では、国交

省で８月に言わせてもらって、そこでは了解し

たとか何とかという話、要望として受け止めて

おきますという話だったのですね。 

 去年の１０月には、今度、北海道の道路整備

促進協議会というものがありますけれども、実

は私、副会長をさせていただいております。そ

の総会があった折に、北海道開発局の道路計画

課長さんが、実は函館で勤務されていて、函館

道路事務所の所長さんもやっていた時代があっ

たのです。その方と、それこそ本当に久しぶり

にお会いして、道路計画課長やっているという

のは、私もちょっと存じ上げていなかったもの

ですから、あれ、今日はどうして、と言いまし

たら、今、こういうことやっているのだという

ふうに名刺をもらったのですね。 

 そのときに、道路計画課長、今日は挨拶に来

ましたという話で、その折にも、このトンネル

の避難坑を本当にありがとうございます、本坑

のほうに早く着手していただけるように、どう

ぞ課長のほうからも、ひとつよろしくお願いし

ますということは言わせていただきました。 

 そして、私ども渡島町村会の渡島総合開発期

成会あるいは、この道路整備促進協議会の中で

も、国に対しては、しっかりと要望してまいり

ますので、ひとつよろしくという話はしていた

のです。 

 そうしたら、この新聞報道になる前日の１月

２０日に、私のところへ道路計画課長から電話

が来ました。どうしましたと話をしましたら、

実は、２０２２年から本坑に着手するというこ

とで、明日、新聞記事になりますからという連

絡が来て、そうなのですか、本当にありがとう

ございますという話をさせていただいたという

のが、まず、この経過です。 

 次の日、新聞を見て、やはり今年、２２年か

らやるのだということを確信したところであり

ます。 

 その後に、道新に２月３日、コメントを求め

られました。私は実は、この道路はどちらかと

いえば反対とは言わないです。高速交通体系、

主要都市間で高速道路でつながっていないの

は、函館－札幌間のみですから、やっていただ

くというのは大変ありがたいことです。ただ、

ちょっと心配しているのは、札幌から車でこち

らのほうに向かってきたときに、残念なことで

すけれど、大沼公園を目的にして来るという人

は極めて少ないと思っています。本当は、そう

いうことではいけないのでしょうけれども、大

体は函館を目指してやって来るのですよね。あ
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るいは、お花見の時期、連休の辺りであると、

松前を目指して来るとか。そうすると、高速道

路でつながってしまうと、ずっと高速を走って

きますので、大沼公園インターで降りて大沼公

園に寄るというよりも、大沼公園インターです

から、大沼公園だというのは分かるのですが、

大沼公園は帰りにしようとなる。だから、真っ

すぐ函館に入ってしまう、あるいは松前のほう

へ向かっていってしまう。それで、帰りに寄ろ

うと思っても、高速道路のインター、桔梗で乗

るのかどこかで乗るのか分かりませんけれど

も、あるいは空港から乗る人もいらっしゃるか

もしれませんけれども、高速道路を通ってきた

ときに、実は、大沼公園インターって、大沼公

園を通過してしまうのですよね、ほんのちょっ

とですけれども。そうすると、あ、この次にし

ようかという心理が働くのかなというところ

を、私は非常に危惧しております。 

 それで、コメントに出したのは、ぜひ大沼に

寄ろうという観光地づくりをしっかりやらない

と、なかなかこれは大沼公園に寄ってくれるお

客様って、そう簡単にはいかないなという、そ

ういう思いで、観光のまちづくりをしっかりや

らないといけないなと。 

 これは、読んでいませんけれども、そのとき

インタビューには、もう一つ大事なことは、医

療、高度医療というのは、ほとんど函館に依存

しています。うちは近いですから、まだいいで

す。高速道路もあります。うちより北の町とい

うのは、高度医療はやはり函館への依存なので

す。私は、非常に助かる命が増えるのだろうな

とそういう意味で、早く開通していただけたら

ありがたいですというコメントは、これには

載っていないかもしれませんけれども、そうい

うこともお話しをさせていただいたというのが

実情でありますので、ぜひその辺も御理解をい

ただきたいと思っております。 

 私のほうからは以上でございます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 今の町長のお話で、お聞きしたいことはあり

ますか。 

 若山委員。 

○若山委員 この新聞の事情等は分かります

し、町長の思いも伝わってはきましたけれど

も、この記事の関係で確認したいと思うのは、

ここに書かれている内容のほかにも話している

けれども、このようには話しているというか、

町長はこのインタビューにこういうふうには答

えているということは間違いないのかどうか。 

 これを読んで、真意を正しく反映されたと思

うかどうか、そこのところをちょっと確認した

いのと、函館だけでなく大沼にも立ち寄っても

らう観光誘致策を練って完成を待ちたいという

ふうに述べているわけですけれども、ここで言

う町の観光誘致策とか北海道縦貫鉄道の活用策

について、何か案のようなものを持っていて、

こういう話をしたのか。そもそも、観光という

のは、しっかり自分たちでいろいろやらないと

黙って待っていても来ませんよという思いを伝

えただけなのか。そこのところをちょっと確認

したい。この新聞を読むと、何か案があって、

こういうあれなのか。というのは、今でもう、

すでに大沼インターというか、終点ということ

で大沼に降りるようなことなので、もっとこち

ら側にインターが来るのであれば別ですけれど

も、あそこがインターであれば、今と交通状況

変わらないわけで、つながったとしても観光策

というのは、もう、すでにやっていなければい

けないのかなという思いもありまして、そこの

ところをもし何かあればと思います。 

 それと、道縦貫道、大沼トンネル着工前倒し

ということで、どの程度のスケジュール変更、

今でいうと４年早まったということなのですけ

れども、単純に４年早まって、早くつながって

しまうというふうに考えていいのかどうか。そ

して、勇退されるのではあるのかもしれないで

すけれども、町のスケジュール前倒しの対応と

いうのですか、いろいろな陳情する、どういう

ような道路にしてもらうのか、どういう設備に

するのか。そういう要望のスケジュールについ

て、何か変更があるのかどうか。 

 そういうところをちょっと、もしお持ちであ

れば、教えていただきたいなと思います。 

○横田委員長 町長。 
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○中宮町長 具体的な策があるのかどうかとい

うのは、私は今のところないです。それは、こ

の工事って４年後に完成するわけではないです

よね。着手が４年早まったと。今、言われてい

るのが９３１億円でしたでしょうか。そういう

１,０００億というオーダーですよね。その１,

０００億のオーダーが出ているものが、３年、

４年で私は完成できないというふうに思ってお

ります。 

 この前、開通した木古内－茂辺地間、７７８

億円。これは、２０年かかっております。だか

ら２０年かかるのかといえば、そんなことはな

いと思いますけれども、それを１年でも早く開

通させるというのが、やっていかなければなら

ないことだろうというふうに思います。ですか

ら、今、前倒しで着工する、だから、こういう

観光の施策を出すというのは、私はちょっと時

期尚早だと思っています。というのは、ある意

味、コロナの終息ということも見極めなくては

ならないと思うのですよね。そういうこともい

ろいろ考えていって、お客様をどうやって呼び

込むのか。そして、現時点では、大沼公園イン

ターから国道に降りていきます。今、道でも要

望していますけれども、湖畔道路につくよう

に。国道で右折してきて、大沼公園インターに

降りるのですよね。私が先ほど言ったのは、今

度はこの函館新道につながっていきますから、

あそこで降りる車というのは極めて少なくなる

と思うのですよ。というのは、先ほど言ったと

おり、大変残念なことに最終目的地は大沼でな

いのですよ。それを大沼にするという施策を

しっかり打たないといけないなという意味合い

で、私はこういうコメントをさせていただきま

した。 

 このコメントの内容については、新聞社が書

くのであれば、こういうことだろうなというふ

うに思っています。ですから、こういうふうに

する、ああいうふうにするというのは、求めら

れた応対の中でも、そういうことはなかったで

す。何か策ってあるのですかということも聞か

れませんでしたけれども、そういう観光のまち

づくり、大沼のまちづくりを、しっかり町を挙

げて総力でつくっていかなければならないだろ

うというお話をさせていただきました。 

 要望書の中では、本坑を早く着手してくださ

いということで、たしか上げていなかったので

す、本坑は。そういう話はしていないものね。

北海道縦貫道の大沼トンネルをやってください

ということは書いています。でも、本坑をとい

うことは言っていないです。ですから、こう

やって国のほうで閣議決定してやってくださる

ということですから、ぜひこれからは本坑とか

避難坑とかという必要はないと思います。やは

り、大沼トンネルの早期開通という言葉で、あ

るいは令和４年に着手した大沼トンネルの早期

開業に向けて、よろしくお願いしますというふ

うな形になっていくのかなという思いでありま

す。 

 それと、話をずらしてもよろしいですか。 

○横田委員長 いいです。 

○中宮町長 私、先ほどアフターコロナと

ちょっと言いましたけれども、この委員会がで

きたのが３年前ですよね。議会の選挙が終わっ

て、その年の１１月くらいでしたか。本当は、

総合車両基地の観光地化を、国交省のほうにお

願い、あるいは自民党のプロジェクトチームの

ほうに、委員の皆さんと私と議長も入れて要望

に上がりたいと思っていたのです。これも全

部、コロナで行けなくなりました。国交省のほ

うで来ないでくれと言いますから。 

 それは、前に議会でもお話させていただいた

と思いますけれども、北陸新幹線の白山総合車

両基地が事業費も投入されて観光地化されてお

ります。ただ、今、インバウンドのお客様が、

ゼロということはないかもしれませんけれど

も、ほぼゼロに近い形でそうたくさんは来てい

ないと思いますけれども、やはりアフターコロ

ナというものを見通したときに、うちの総合車

両基地も観光地化するように委員会の皆さん、

議会の皆さんと私と、ぜひ国交省、そして、自

民党のプロジェクトチームのほうにそれこそ

しっかり要望していかないと、そう簡単には

やってもらえないと思います。 

 ですから、そこのところが、この３年間で行
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けなかったことが、私は非常に悔やまれます。

でも、それはわざと行かないのではなくて、コ

ロナの関係で行けなかったという事情でありま

すので、このコロナの終息が見えてきました

ら、終息することは難しいかもしれませんけれ

ども、感染症のランクが今よりも落ちてきて、

インフルエンザと同じような形になったときに

は、ぜひ議会と町とでしっかり要望に上がらな

くてはならないということを思っております。 

 また、その折には、私も立場上、やはり渡島

総合開発期成会の副会長をやらせていただいて

いますし、あるいは道庁総務会の総務財政常任

委員会の委員長でしたけれども、なかなか自分

の町のことをそこでは言えないのですよね。で

すから、要望したときも、終わりますというこ

とで終わって、下がるのを少し戸惑ったふりを

して、お願いをしなければならないという立場

でありましたので、今度は、議会と町とで行く

ときには、私はいませんけれども、新しい町長

と行くときには、しっかりとそういうことも、

総合車両基地の観光地化、そして、この大沼ト

ンネルの早期開業、これを要望していただけれ

ば、私は大変ありがたいなと思いますので、そ

のことも、ぜひ皆様方によろしくお願いしたい

というふうに思います。 

 もし、答弁が抜けているようであれば、また

質問していただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 若山委員。 

○若山委員 非常に難しい問題であるなと。い

ろいろ知恵を出して解決しなければならないも

のがたくさんあると思いますので、一概にどう

なっているのだというようなつもりで言ってい

るわけではないのですけれども、まさに道路が

つながったら、町長の認識のとおり、七飯町は

通過するだけの場所になると思います。函館か

ら行ったら、その前に休憩するというのはあり

ませんし、向こうから来たら、目的が函館、松

前であれば、もうここは通過するので、直前で

休むなんていうのは、あと３０分だから行って

しまおうというのが普通だと思いますので、通

過する町になってしまうのかなと思います。 

 ＪＲの駅がなくなったとか、高速道路が向こ

う側にできたとか、新幹線の駅が向こうにでき

たというだけで、町の形態産業ががらっと変

わってしまうというのが今までの流れです。新

幹線の駅ができたから、札幌とつながって非常

に七飯町が発展するよというバラ色のものでは

ないと思います。同じように、高速道路もでき

たら通過するだけの場所になってしまう可能性

があって、別に大沼の観光だけではなくて、七

飯町全体として新幹線の車両基地でも構いませ

んし、僕らがちょっと見に行った函館ワインの

ところでも日本酒のところでも、誰かが立ち

寄ってもらえるような、そういう魅力のあるも

のをどんどん作っていかなければいけないとは

思うのですけれども、つながってしまったら、

今の道の駅のせっかく開発しようとしているエ

リアが死んでしまうのではないかというのが

ちょっと懸念されるわけです。あと１０年や１

５年あるということなのかもしれないのですけ

れども、それに対する施策というのですか、ど

う考えて、どう行っていこうというようなもの

というのは、今まで政策推進課とかで議論した

りするようなことはなかったのでしょうか。立

場上、なかなかストレートに七飯町の要望を出

すことができなかったというようなお話ですけ

れども、どういうふうにしたら高速道路を活用

して、もう道路ができることは決まっているわ

けですよね。反対したからといって通らないわ

けではないし、トンネルが自然災害の影響がな

いかどうか、その辺の問題だけだと思いますの

で。そのようなことというのは、今まで特に議

論等されていなかったのかどうか。 

 大沼の観光の魅力については、地元の人間と

してもこれから一所懸命考えていかなくてはい

けないとは思うのですけれども、その辺のとこ

ろはどうなのでしょうか。率直なところを

ちょっとお聞かせいただければと思います。 

○横田委員長 町長。 

○中宮町長 議論したこととかということでは

なくて、やはり七飯町の観光のまちづくりをす

るには、私が先ほど言った車両基地も観光地化
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して、車両基地、そして、道の駅エリア、そし

て、大沼公園、この三つをコラボレーションさ

せて、何としてもここにお客様を呼んでこよう

と。車両基地の関係でいくと、今、道の駅は年

間１００万人近く、今ちょっと落ちているかも

しれません。１００万人切っています。総合車

両基地というのは利府町にあるのですね。総合

車両基地だけで２５万人くらい来ているので

す。２５万人が、そっくりそのまま七飯にも当

てはまるのかといえば、そのようなことはない

と思いますけれども、いずれにしても、私は結

構な人数が来ていただけるだろうと。総合車両

基地は、北海道にたった一つしかないわけであ

りますから、そこを活用して、総合車両基地、

道の駅、そして、大沼国定公園、この三つをコ

ラボさせた中で観光のまちづくりをしていこう

ということは、何かでは言っています。議論と

いうのではないですね、何かの会議では話をし

ています。そこをしっかりやっていただくとい

うか、それはもう私の時代ではないです。これ

からですから、新しい町長がどのように考えて

いただけるかという問題でありましょうけれど

も、そういったことを私の構想の中では、この

三つをしっかりつなげて観光のまちづくりとい

うものをやっていこうというふうに思っていま

した。また、今の道の駅エリアの道路整備をし

た中で、温浴施設は、多分、今年の４月くらい

から着工するだろうというふうに思っています

けれども、そのほかにもまだ空いている土地が

ございますので、そこへ今度は、町が何かをや

るかとそういうことではなくて、何としてもや

はり企業誘致ですよ。企業に来てもらえる、そ

して、大沼トンネルが何年後に完成するか分か

りませんけれども、仮に１０年後に完成するの

であれば、こういう道路ができますよというこ

とをしっかりうたいながら、あのエリアにも私

は企業誘致、それが何であるかは、これまたこ

ちらだけの一方的な考え方ではいけませんの

で、それはどのような企業であれ、あそこのエ

リアに企業誘致をして、観光のまちづくり、そ

して、働く場所を見つける、見出していく。そ

のことによって、ある意味、人口減少問題にも

ちょっとでも歯止めをかけていけるのかなとい

う思いでありますので、そういう議論をきっち

りしているかといえばしていませんけれども、

私の前の公約でしたでしょうか。公約ばかりで

はなくて、いろいろなことに言っているはずで

す。年頭の挨拶か何かでも言っているかもしれ

ません。そういったことを職員にはしっかり受

け止めていただいていると、それを実施するし

ないというのは、また新しい町長の考え方ひと

つでありますので、そこはぜひ私も期待をして

いるところです。 

 また、当選された杉原新町長は、私がすごく

いい発想だと思ったのは、札幌へのベッドタウ

ン化していくという。私どものこの町は、ある

意味、函館市のベッドタウンで成長してきた町

であります。今度は交通体系が変わってきて、

新幹線という、私は１時間かからないというふ

うに思っています。一番早いのだと４５分くら

いで札幌に着くのだろうなと。２０３０年くら

いになると最高速度３２０キロになるはずです

ので、そうすると４５分くらいで札幌に着きま

すので、なるほど、札幌のベッドタウンになり

得るなと。そして、来てくれた方に交通費の助

成も考えているようでありますが、やはり私で

は発想が出ないものが、きちんと出てくるもの

だなという思いでありますので、そのときのも

しかしたら企業誘致になっていくのか、あるい

はそういう人方が新幹線駅に行きやすいように

するための宅地造成なのか、これはいろいろな

手法があると思いますので、そこはそれこそ議

員の皆様方もいろいろなアイデアを出しなが

ら、これからのまちづくりをしていただけた

ら、私はいい七飯町ができていくのだろうとい

うふうに思いますので、そのことも含めてよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○若山委員 同じ話になってしまうので、これ

で終わりにしますけれども、町長のそういう公

約というのか思いというのか、政策のこういう

ことを展望しているという思いは、いろいろな

ところで聞いていますので、そういうことが言

われているというのは確かに理解していますけ
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れども、ただ、それに向けてどう動いたかとい

うところがちょっと気になるところではあるの

ですけれども。 

 この道縦貫道については、まだまだ先の話で

すけれども、要望としてインターをどこに作る

かとか、どこを通すかとか、これに対する意見

を酌み入れる可能性というのですか、それに向

けて、この特別委員会は何かまとまったら要望

とかを出せたらいいなというふうに考えてあれ

しているのですけれども、そういう何か意見を

出すような機会があるのかどうか、そこのとこ

ろをどう考えていますか。 

 インターはもうここに作ると、大沼とか峠下

とか桔梗とかでも、あるいはもう途中ないのだ

とか、その辺のところはどうなのでしょうか。

つかんでいる情報とか何とかということで。 

○中宮町長 大沼公園インターというのは、今

で決まりですから。そして、大沼公園インター

と七飯インターという呼び名でしたでしょうか

ね。七飯インターというのは峠下です。そのイ

ンターチェンジの用地買収もすでに終わってい

ます。今、工事をやっている、いろいろな建物

を建てたりして工事残土みたいなものあったり

していますよね。あれは全てインターチェンジ

用の用地内なのです。 

 ペーハーの低い水が出てくるだろうというこ

とで、水処理をする工場と言ったらいいのか、

そういう場所も、あのインターチェンジのエリ

アの中に作るのだということで、峠下の道道と

ぶつかる辺りにインターチェンジができると。

むしろ、私が心配しているのは、その七飯イン

ターと藤城インターをどうやってつなぐのかな

と。道の駅を殺してしまうような、上でつない

でしまって道の駅に降りられないということの

ないように、ぜひそこは、それこそ皆さんと知

恵を出し合いながら、そして、私はちょっと見

ていないのですが、砂川のオアシスインターだ

とかありますよね。あそこが１２号線と高速道

と入ってこられるようになっているはずです。

ですから、そこもぜひ視察しながら、開建には

ずっとお願いしていたのです。早く青写真作っ

てほしいと。どうやってつなぐのよと、開建さ

んよと。この、なないろ・ななえというのは、

七飯町の道の駅でもあるけれども、国道５号の

道の駅でもあるのですよということも強く言っ

ています。強く言っているというのは、国道５

号からも入れてねという意味ですから。そこ

は、本当に皆さん方と知恵を出し合いながら、

決して、道の駅なないろ・ななえに、あら、降

りられなくなったわ、というのではなくて、そ

れはどういう方法で、複線みたいなもので持っ

てくるのか、何で持ってくるのか別にして、あ

そこにまたインターチェンジなどというのは、

それは無理な話ですから。峠下と藤城の距離、

２キロくらいしかないはずです。２キロもない

かもしれません。その間にもう１個インター

チェンジなどということは絶対にありませんか

ら、そこをどうやって工夫してうまくつないで

くるか。ですから、私が開建に言っていたの

は、早く青写真を作っていただきたいというこ

とは言っていましたけれども、現実にならな

かったということは、私の力不足なのかもしれ

ませんけれども、まだまだ先のことでもありま

す。最低でも私は１０年はかかる思っています

ので、ぜひその間に皆さんでよく議論した中

で、こういう道路がいいだろうということを、

一番七飯町にとって、いい接続の仕方というも

のをみんなで考えていくと私はいいものができ

ると思っていますので、ぜひこれからも御議論

をしていただきますようお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 最後と言いながら、あれですけれ

ども。そうすると、道の駅につながるアクセス

を工夫して、道路も使うし道の駅にも行けるよ

うなアクセスを想定しているというか、そうい

う思いを持っていたということは分かりました

けれども、そういう要望を正式に文書か何かで

出したとか申し入れをしたとか、そういうよう

なことが今まであったのかどうか。青写真を早

く作って、それができてから何か言おうとして

いたのか。普通だと、できる前にこういうふう

にしてくれとか、そういうふうにするためには

七飯町が何をしたらいいのかとか、そういうよ
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うなことを打ち合わせしたような経緯というの

はなかったのかどうか、そこだけ最後にお願い

します。 

○横田委員長 町長。 

○中宮町長 そういうことを協議したことはご

ざいません。ですから、私が前に言ったとお

り、道の駅というのは七飯の道の駅でもありま

すし国道５号の道の駅だと。 

 したがって、早く協議をしていきたいので青

写真を作っていただきたいという、それができ

なければ、七飯町で青写真を作るというわけに

はいきませんので、そういうことを要望してい

たと、それが早くでき上がって。ですから、こ

れからも早くこうやってトンネルが着工するよ

うになったのですから、本坑が着工するように

なったのですから、もうそろそろ青写真描い

て、道の駅利用法を、ある意味、私は七飯町の

死活問題にも発展しかねないことだというふう

に思っていますので、ぜひ皆さん方もそういう

認識を持ちながら、議会活動をしっかりやって

いただきたい。私のほうも引き継ぎの中ではそ

ういう話もさせていただきますので、ぜひ御理

解をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 あと、ありませんか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 町長の先ほどの御説明、非常に夢

のある、これから七飯町発展のためになるよう

なお話でありました。 

 ただ、町長も今まで考えたことについて、最

後までこうした夢を実現できないというふうな

状態にあるものですから、非常に残念なことな

のですけれど、今、説明を受けた中で、当委員

会でもこれから関わると思うのですけれども、

どうも先ほど、避難坑はもうある程度あれし

て、本坑が４年前倒しと。その前倒しの中で、

どうもはっきり私は理解できなかったのですけ

れども、いわゆる４年前倒ししたら、完成が４

年早まるものかどうかという、素人考えではそ

のように理解するわけですけれども、これから

の当委員会のスケジュールもあるでしょうか

ら、具体的な本坑完成の予定などを情報とし

て、これまでの話し合いの中でキャッチしてい

るものかどうか。そのことについて、お話いた

だけたらと思うわけです。 

 と言いますのは、完成に合わせて、この当委

員会の例えば大沼のまちづくり、そしてまた新

幹線車両基地の、あるいは道の駅とコラボした

三つのものをリンクした中で、やはり考えて行

く必要があるということで、どうしてもその完

成というのでしょうか、先ほどの話の中ではど

うも理解できなかったのですが、大変失礼と思

いますけれども、お話いただけたらと思いま

す。 

○横田委員長 町長。 

○中宮町長 完成の話は、町と議会とが、ある

いは経済界も含めて、商工会なのか、大沼観光

協会なのか、コンベンション協会なのか、そう

いったところの七飯町が一体となって、せっか

く４年早く前倒ししてくれた事業だから、ぜひ

１年でも早く完成していただきたという、そう

いう要望をしっかりしていかなくてはならない

のではないかなと。今までも完成の話は出てい

ません。それは１年でも早く完成してほしいと

いうことは言っていますけれども。でも、２０

２６年に着工して２０３５年に完成すると、そ

のような話は出ていませんので、それはこれか

らの、着工が決まったということでありますの

で、今度は、完成に向けての要望をしっかり、

これは町と議会だけでは駄目だということでは

ないです。それこそ七飯町トータルで経済界含

めてしっかりやっていくことが肝要なのかなと

いう気がしますので、それこそぜひ皆様方にそ

ういう要望をしっかりやっていただきますよ

う、私のほうからお願いをしたいというふうに

思いますし、また、そういう議論をこの委員会

が、来年は改選期になりますけれども、改選期

が終わっても私は多分できると思います。そう

いった中でもぜひ積極的に議会のほうを進めて

いただけたらありがたいなと。 

 その折には、やはり町としっかり連携を取り

ながら、町のほうは今度は経済界と連携を取り

ながら。議会のほうに経済界と連携するのは

ちょっと、なかなか難しい話もあるでしょうか
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ら、それは町のほうで。ですから、ある意味、

経済界も取り組んだ中でやっていただきたいみ

たいな、そういう要望をしっかり上げてくださ

れば、これは国の経済情勢のこともありますけ

れども、しかし、それは度外視しても、とにか

く早く開通させてくれと。 

 道の駅をやるときに、いろいろ議論しました

よね。このトンネルの早期完成を目指した中

で、先に道の駅が待っているぞという、たしか

私はそういうことを言いました。そういう意味

合いで、この道の駅もやっていきたい。もちろ

ん、新幹線の新駅の開業ということもありまし

たし、そういうこともあるものですから、ぜひ

１年でも早く、うちはもう道の駅作って待って

いると。年間１００万人も来てくれているとこ

ろなのですよ。ですから、早くトンネルを作っ

ていただきたい、完成させていただきたいと。

七飯町全体として、これから要望していかなけ

れば、そう簡単には何年に完成しますというの

は、なかなか出てこないというふうに思います

ので、ぜひそこは私のほうからよろしくお願い

したいと存じます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 いいですか。 

 あと、ございませんか。 

 副委員長。 

○川上副委員長 今、いろいろお話が出てきま

したけれども、地元の七飯町として、今できる

峠下の七飯インターチェンジ、あるいは大沼公

園のインターチェンジから大沼国定公園へ、ま

たは道の駅に誘導するアクセス道路とかの整備

に関して、七飯町として国の整備計画といいま

すか、まだできていないと思いますが、青写真

ができる前に参画していきたいという思いがあ

るものですから、国との間で協議会といいます

か、そういうものの設立ができるのであれば大

事だと思いますし、そういう意味でそれが可能

か町のほうで検討していただけたらというふう

に思いますので、ちょっと意見として言ってお

きます。 

○横田委員長 町長。 

○中宮町長 先ほど、七飯インターからのアク

セスの関係はいろいろあるだろうと。そういう

ことも含めて国と協議をする場、ここで言えば

開発建設部ですね。あるいは、道道の絡みも出

てきますので、国、道、そして町とで協議する

場というのは、もしかしたら必要なことなのか

なという気がしています。それと、最初に申し

上げましたけれども、大沼公園インターから降

りてきて真っすぐ公園線に出るような工事、あ

と残り４００メートルぐらいでしたでしょう

か。これを森町と七飯町で、北海道のほうに早

く完成してくださいということは２月の段階で

しっかり要望上げていますので。あそこは

ちょっと道道の公園線につくときに、主道路に

つくときの交差点方法をロータリー方式にする

かどうかということがあったらしいのです。で

も、私は七飯町でロータリー方式の丁字路の交

差点というのは、すごく難しいと思っていま

す。反対から入る方もいらっしゃるのかなと。

そういうときに交通事故が起きたと。私たちは

ロータリー方式に慣れていないですよね。この

近くでいえば上ノ国の役場に入るところもそう

なのです。でも、あそこは十字路です。丁字路

のロータリー方式、コンコードに行くとありま

すよね。大きな道路に小さな道路が入っていく

ときにみんなロータリー方式なのですよ。そう

いうふうにしていっぱいになってきていて、慣

れているのなら別ですけれども、私はちょっ

と、このロータリー方式では、みんなが慣れて

いないだけに交通事故が多発するような道路を

作ってはいけないということで、それは普通の

丁字路の交差点にしてくださいということで、

森町の町長と一緒に要望を上げています。 

 あとは、川上副委員長から出た話ですけれど

も、ぜひそういうことができるかどうか、こち

らのほうから能動的に国、あるいは北海道のほ

うに話しかけをすべきだろうと思いますので、

それは引き継ぎの中でしっかり伝えていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○横田委員長 あと、ありませんですね。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 それでは、町長、副町長、政策
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推進課長、ありがとうございました。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時４５分 休憩 

────────────── 

午前１０時４６分 再開 

○横田委員長 休憩前に引き続き再開いたしま

す。 

 ただいま、町長、副町長、政策推進課長から

２月３日に出ました新聞報道と、それからその

後の第６回の委員会でやった内容について討議

させていただきました。 

 この後の進め方をどうするかということなの

ですが、一番いいのは本当に要望活動というの

をやっていったほうがいいと思うのですけれど

も、今、こういう時期なので要望活動がなかな

かできづらいのではないのかと思うのですが、

その辺は新体制になってからの話でないかと思

うので、新しい町長が来てからもう一度、今の

話を聞くという内容で進めたいと思います。 

 まず、そういう方法でよろしいかどうかとい

うことで、よろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 新しい人に話を聞くというのもい

いかもしれないですけれども、当委員会の方針

として一応要望を、対面でやるかは別として、

郵送するかも含めて要望書にまとめるという方

針は残しておいていただきたいなと思うのです

けれども、我々の任期の間にどのような内容に

するかというのは、これからの議論だと思うの

ですけれども、道縦貫道が七飯町の発展に生き

るような方策というのですか、それを考えて要

望を出していくというところは、やっていくこ

とで確認したいと思うのですけれども、どうで

すか。 

○横田委員長 今、若山委員から言われたので

すけれども、まず、新町長が出てきてから、も

う一回方針を聞くということで、その話が終

わった後に、今、若山委員が言われたように、

私も、我々次の行動どうしますかということを

聞こうと思いました。 

 若山委員からは、我々としては郵送でもいい

から、要望書を作成して国なり、道なりに出す

というふうな方向でいくということでいかがで

しょうか。 

 よろしいですか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 やはり、要望書もある程度の流

れのものは作れるのですけれど、最終的には町

とのすり合わせが必要だと思いますので、そこ

のところをちょっと考えながら進めていくとい

うことでよろしいですか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 この特別委員会で議論する内容な

のかどうかあれなのですけれども、検討する

テーマとして、新幹線の札幌までの延長に伴っ

て、在来線をどうするか、どうなるかという問

題がちょっといろいろ、小樽のほうで、長万部

以降のほうで話がいっぱいあって、この特別委

員会でそういうのは、我々のあれから行くと北

海道新幹線や縦貫道の利活用というような流れ

からいって入っているのかどうかの確認と、縦

貫道完成後の道の駅なないろ・ななえのあり方

というのですか、そういうものはこれから議論

する中に入ってくるということでいいのかどう

か、そこのところの確認をちょっとお願いした

い。 

○横田委員長 暫時休憩してください。 

午前１０時５０分 休憩 

────────────── 

午前１０時５９分 再開 

○横田委員長 休憩前に引き続き再開いたしま

す。 

 それでは、本日の新交通体系と観光に関する

調査特別委員会はこれをもって終わります。あ

りがとうございました。 

 

午前１０時５９分 閉会 
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