
令和３年度　町政懇談会意見等概要
会場別
Ｎｏ．

会場名 テーマ 意見等 回答

1 生涯学習センター 並行在来線 各町村の負担金は未定とのことだが、算定方法は線路の長さで決
まるのか、乗客数で決まるのか。

各町村の負担金の負担割合については、これから協議となるた
め、算定方法についても未定。協議をしっかりと進めていきたい。

2 生涯学習センター 並行在来線 ・コロナウイルスの発生と京王線の事件を踏まえて作成した資料な
のか。駅間の距離が長くなり、京王線のような事件が起きた際にど
のように対応するのか。また、未然に防ぐ方法についても検討が必
要と考えるがどうか。
・コロナウイルス前の観光客が減らない前提で考えていると収支予
測にズレが生じるのでは。

コロナウイルスや京王線の件はしっかりと貴重なご意見として頂戴
し、反映できるようにしていきたい。

3 生涯学習センター 並行在来線 鉄道に切り替えた場合の初期投資が２３０億円ほどかかると説明が
あった。第３セクターが営業する際に大規模な補修が必要とのこと
だが、本来はＪＲ北海道が補修を終えた上で第３セクターに移管す
べきものと考える。

今の結果に至った経緯などもあると思うが、今後ＪＲ北海道と交渉し
ていく中で、要望していきたい。

4 生涯学習センター 並行在来線 新幹線を作るにあたって、在来線も含めて駅から自転車を積み込
んで移動できるようになると良い。北海道全体の観光面の促進を見
込んだほうが良いと考え、少しは赤字対策になるのでは。今後の参
考にしていただければ。

貴重なご意見として頂戴する。

5 生涯学習センター 買い物弱者対策 共和町は面積的に広い町なので、お年寄りが点在しているのが現
状。買い物や通院に不便を感じている人がいる。また、通学に不便
を感じている若者も多くいる。買い物だけではなく、通院や通学も
含めて総体的に対応が必要なのでは。

・高齢者に対しては、バス・タクシーの助成券を交付して、免許返納
者の生活交通を補っている。内容についてはアンケートや意見交
換会を行い、精査している。
・買い物については、商工会との協議の中で一案として宅配という
案が出ており、町内の商店が主となり買い物代行、及び宅配サー
ビスを検討しているが、個々の商店の在庫で対応できない品物に
ついては、スーパーなどで仕入れて届け、配送手数料を町が負担
するという内容。まずはこの内容を検討したいと思っている。
・助成券の意見交換会の中で、免許は持っているが冬場の運転が
怖く、冬季間限定で助成券の対象にしてほしいという声や、バス停
までの距離が違うのに、対象者全員が一律で１２，０００円という額
が適当な額なのか、というご意見をいただいた。新年度の予算編成
に向けて担当課で検討中。皆様方の生活がよりよいものとなるよう
にできるよう努力したい。

6 生涯学習センター 買い物弱者対策 高齢者に１人１２，０００円の助成券を配付するのも良いが、距離や
年齢などで区切るのではなく、町が交通事業者に一括で負担金を
支出して共和町民は公共交通機関を無料で利用できるようにする
などできないのか。

町内には神恵内線や小沢線といったバスも運行しており、バス事業
者にも配慮した方法をとっていかなければならず、なるべくバスも
使っていただくための仕組みを考えていかなければならないので、
ご理解いただきたい。

7 生涯学習センター 買い物弱者対策 １００円の助成券を１２０枚分を交付していると思うが、なぜ他人に渡
すのはダメなのか。理由をお答えいただきたい。バスの利用促進を
計りたいのであれば助成券を利用しない人が、よく利用する人に譲
渡し、使ってもらう方が有効なのではないか。対象が７５歳以上であ
るし、高齢者同士で融通を利かせることについて柔軟に対応してい
ただきたい。

金券である以上、融通を認めてしまうと様々なトラブルが想定され
る。また、町としては個人に対して交付しているため、ご遠慮いただ
いている。町ではバス・タクシー助成券に限らず、健康券など様々
な券を発行しているが、それを他者に権利を渡すというのはご遠慮
願いたい。タクシーであれば、近所の人同士で乗り合いをして助成
券を出し合って利用いただく方法も周知している。
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8 生涯学習センター 買い物弱者対策 家の前まで来る交通機関というのが必要になってくると考えるが、
巡回バスを利用したい会員を募り、その会員の家を巡回するような
会員制の循環型バスというのはどうか。

参考意見として頂戴させていただく。

9 生涯学習センター 買い物弱者対策 コープのトドックがすごく便利で利用している。買い物に行くより届
けてもらった方が便利と感じている。町とコープで連携して事業展
開できないか。

コープのトドックは１週間先に品物が届くので不便さを感じるという
声を聞いている。また、手数料も掛かっていると聞いている。支援策
について考えていきたい。

10 生涯学習センター 買い物弱者対策 現在、移動販売をしているのはコープのトドックとセブンイレブン壁
坂店ということだが、トドックの店員から販売エリアをもっと広げたい
と聞いた。業者同士で調整が必要と考える。

今後商工会と協議しながら進めていきたい。

11 生涯学習センター 道の駅の建設 ・交通弱者は通院・買い物が主であり、札幌の病院に通っている人
もそれなりにいると聞く。並行在来線のバス転換をした際に、高速
バスの停留所が共和ICの入口にあると良いと思う。
・駐車場の中にバス停留場等とあるが、ちょっとしたバスターミナル
を設けることを提案する。タクシーで道の駅まで来て、バスに乗り換
えて札幌に行くような流れが良いのではないか。道の駅を乗り換え
の拠点とする形態を期待する。

交通の要に、というご意見だと思う。せっかく作る道の駅なので、多
様な施設にしたい。回答についてはお時間をいただきたい。

12 生涯学習センター 道の駅の建設 ・共和町の道の駅にテーマはあるのか。
・共和町は農産物がメインになると思うが、冬場はどうするのか。

・道の駅のテーマは今後協議しながら検討していきたい。
・農産物は環境センターで加温しなくても栽培できる冬野菜を研究
されており、冬場も対応できる葉物野菜などの農産物を作ってい
る。カーボンニュートラルの時代であることから、町としては熱を使っ
た方策も考えていきたい。

13 生涯学習センター 道の駅の建設 ・地熱を使った方策と回答があったが、温泉なども考えているのか。
地熱を利用することを考えているのであれば、温泉も良いのではと
思った。
・他の地域の道の駅では、道の駅とは別施設として、すぐ近くに温
泉や野菜の販売をしているところもある。函館の方だと道の駅の横
には資料館がある。

・町内者、町外者どちらを対象とした道の駅にするかについて協議
した結果、町外をターゲットとした一般的な道の駅ではなく、町内に
お住まいの方々にも足を運んでいただき、“癒やし”と“にぎわい”を
感じられるような施設にすることとなった。
・温泉の話は、せっかく作る道の駅なので、身の丈に合った中で大
胆なものにしたいので、参考意見として頂戴させていただく。

14 生涯学習センター 道の駅の建設 運営会社の設立と町の関係を聞きたい。ワイス温泉は、気づいたら
町の施設ではなく民間運営となっていたため、道の駅については
先に伺いたい。

運営会社については、第３セクター方式になるかと思うが、令和９年
度にオープンする際に運営する業者のことを指している。いきなり９
年度からできあがった施設を使ってくれというのは難しいと思うの
で、基本設計の段階から参入してもらうために、近日中に選定を予
定している。

15 生涯学習センター 道の駅の建設 もし運営会社が赤字になったときの町との関係は。業者は最初は
良いことを言う。赤井川が良い例。オープンしたとき６２，３万人入っ
たようだが、一人当たり２００円程しか使われなかったそうで、赤字と
なった。

・第３セクターにするか株式会社にするかは今後協議をしながら決
めていく。町の責任の中で、プロポーザル方式で赤字にしない会
社を選定していきたい。
・子どもの室内施設を作ると公約した。当初は道の駅と別に建設を
予定していたが、道の駅の構想に入っていた。ただ、この施設を黒
字にしようという考えはない。公園と同じく、町の子どもたちが楽しく
遊べる施設であれば良いと思っており、町内の方が使う施設として
投資したいと考えている。運営や販売面では赤字にならないよう努
力していきたい。
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16 生涯学習センター 道の駅の建設 道の駅は赤字になると思うので、建設自体をやめた方が良いと思っ
ている。理由は、発想が乏しく具体的な案がなさすぎる。道の駅あり
きで、売る物はこれから検討というのもどうか。他の道の駅で赤字に
なっていないような道の駅は、農協や農業者などと綿密な連携を取
り、レベルの高い品物が並んでいる。中には加工品だけで１億もあ
げている場所もあるが、そういう発想が資料を見る限り見受けられな
い。赤井川の例が挙がっていたが、赤井川以下になるのでは。建
設の方向で進めていくのであれば、もっと具体的な案を練るべき。
プロポーザルでは、業者は良いことだけを言う。また、業者の言い
分も聞きたいし、規模感も示してもらいたかったが、今の資料では
何もイメージができないため、建設は辞めた方が良いと思う。

令和６年にオープンとして動いていたが、仰るとおり不安要素が
あったため、議会に承認を得た上でオープンを令和９年に遅らせ
た。重要なのは、道の駅は販売するところではなく、「共和町」をい
かに地域へ発信できるかというところ。その中で「らいでんブランド」
やお店の紹介をしていく場所である。また、子どもたちの作文で共
和町は自慢できるものがないと書いているものが多い。次世代の子
どもたちに自慢できる共和町をつくらなければならないという中で、
一つの投資と考えている。
温泉など提案をいただいた。予算はご提案を受け、増となるかもし
れないが、これから２～３年を使って具体的なものを示せるように協
議していきたい。特産品の開発も今までなかったが、今年３，４品で
きている。担当には１０品作って１品成功すれば良いと話している。
やってみないと始まらないこともあると思っている。道の駅を作ると
宣言しながら２０年も経ってしまったが、前町長にしっかりと手がけ
ていただいた。ご理解を頂きたい。

17 生涯学習センター 道の駅の建設 昨年も町政懇談会に参加したが、昨年と比較して進んでいないと
いう印象。町内・町外向け半分ずつという中途半端な施設を作って
いいのか。また、冬場は雪が多く降る地域であり、その中で町外か
らどのくらいの人が来るかなど試算はできているのか。はっきりとし
た数字を出して建設の計画を進めていかないと、赤字経営の施設
ができてしまい、結局売り払うことになるのでは。また、子どものため
の施設をつくると宣言した。南幌似の施設（子育て支援センター）が
あるが、そこには行かず、前田の郵便局の前の公園に行く子どもも
多いと聞いた。理由を聞くと、目が届くところに子どもがいないと昨
今の状況だと子どもを安心して遊ばせられないとのこと。町長が想
定している子どもの室内施設は、子どもだけで来られるようなコンセ
プトの施設なのか伺いたい。

子どもの室内施設は子どもだけで来るのではなく、親御さんと一緒
に来ることを想定している。私の考えとしては、人を配置して子ども
と一緒に遊べるところにしたい。また、現在は推計をする段階では
なく、施設内容を町民の皆さんに聞く段階だと私は捉えているし、
運営会社を決定しないことには物事が進まないということもあるた
め、議会に承認を得てオープンを遅らせていただいたという経緯が
ある。

18 生涯学習センター 道の駅の建設 岩宇一のドッグランを道の駅に望む。理由としては、何かセールス
ポイントがないと人は集まらない。ニセコの道の駅は農作物がセー
ルスポイントとなっているが、共和で農作物をやってしまうと共倒れ
になるのでは。そのため、別次元でのセールスポイントが必要と考
える。犬を飼っている人はお金持ちが多いという印象。この近辺で
は大きいドッグランもないため、犬を飼っているお金持ちの人がドッ
グラン目当てに道の駅に来て、買い物もしていってくれるのでは。ま
た、ドッグランであれば冬場もオープンできる。

ドッグランの件は参考にさせていただきたい。また、オープンを遅ら
せたことで、こんな施設があれば良いのでは、という意見を皆様か
ら拝聴する時間ができた。協議することができるので、ぜひご意見
をいただきたい。
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19 生涯学習センター 道の駅の建設 ・若い人を呼ぶためには若い人の意見が必要と考える。柔軟な感
性を持っているのは学生だと思うので、建設関係、芸術関係の大
学や専門学校を巻き込んだ方がイメージが広がるのではないか。
芸術関係は美術館もあり、共和町も広く取り扱えると思う。学生の発
表の場であったり、建設関係の学生のイメージを聞いたりしても良
いのでは。神恵内村では学生が街灯のデザインをして、それを採
用している。道の駅に学生が携わって作ったものを置くことで、友達
を連れて見に来たり、ＳＮＳで発信してくれることで、情報が広がり、
集客効果があるのでは。毎年何かを募集し、更新していくことで新
しい道の駅ができていくと思う。
・道の駅に限らず福祉関係でも、福祉関係の学校と町が連携するこ
とにより学生は研修の場になり、職員は助かるしウィンウィンだと思
う。そうすることで共和町に興味を持つ人が増え、若い人が共和町
に来るようになるのでは。

若い人の柔軟な考え方は大事なものだと認識している。今後の協
議の参考にさせていただきたい。

20 生涯学習センター 道の駅の建設 ・道の駅の建設地は、高速のＩＣの辺りやＰＡ内などに設けた方が集
客を見込めるのでは。八雲の道の駅は高速のＰＡ内にあって、いつ
行っても人が多い。高速道路ができたときに、今の道の駅の建設予
定地だとＩＣを降りないと行くことができない。ＩＣを降りてまで道の駅
に来る人はあまりいないのではないか。
・共和町の特産品は農産物になってしまうと思うので、近隣町村（岩
宇）の海産物などを共和町の道の駅で販売することは考えている
か。

・ＩＣと併設した方がいいというご要望・ご意見はあったが、建設用地
の取得が困難であるため、ＩＣを降りてからの場所での建設となっ
た。建設場所について国土交通省からのアドバイスをいただき、見
晴らしを考慮しながら現在の予定地となった。距離的には、ＩＣを降
りて１．７㎞程。また統計から、函館方面に行くときは倶知安町を経
由していくのではなく、岩内町を経由して行くことがわかっている。
・岩宇の玄関口となるので、岩宇の特産物も検討している。各町村
の首長には口答で話をしているところ。

21 生涯学習センター 道の駅の建設 高速道路の小樽後志道で札幌方面から共和方面に来ると、金山の
ＰＡを過ぎるとそれ以降休憩場所がない。昨年の町政懇談会では、
建設予定地も決まっており良い回答を得られなかったが、町長の
話の中でＩＣは東陽小学校の近くとのことだが、例えば、東陽小学
校を今の道の駅の建設予定地に建て直し、東陽小学校跡地に道
の駅を建設し、高速を降りたサービスエリアの中にバスターミナルな
どを併設してはどうか。

参考意見として頂戴したい。

22 生涯学習センター 道の駅の建設 建設予定地を決めた根拠を聞きたい。ラジオの道路交通情報では
余市から積丹・古平方面が渋滞していると良く流れている。そういう
人はパノラマラインをまわって、ニセコ方面に行くのではないかと
思っている。そこで、建設予定地を決めるに当たって、交通量調査
を行ったか確認したい。少しでも車が通る所に建てたほうが良いと
思うので、交通量調査は必須だと考える。

場所については、交通状況や町民利用の面も勘案しながら検討
し、当地を選定した。国土交通省との協議の中でも適当とアドバイ
スをいただいている。交通量調査については、国の調査結果を基
本としているが、今後実施する基本設計の中で調査検討していき
たい。

23 生涯学習センター 道の駅の建設 宿泊施設が必要なのでは。自分は農業者だが、民泊ならぬ「農泊」
のような施設を用意していただき、繁忙期にお手伝いをいただける
ような方を宿泊させられるような施設があれば働き手の確保に繋が
る。道の駅の窓口で仕事を紹介していただき、農家に繋げてもらえ
ば、農家の顔も見えるし、関係人口も増えれば農家も手伝ってもら
えて助かる。

協議事項とさせていただきたい。
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24 生涯学習センター その他 畑かん事業の計画があると聞いたがどうか。 ・畑の基盤整備があまり進んでいない地区について、今年の干ば
つで困ったことはないか、何か道営事業などでお手伝いできること
はないかという聞きとりは行ったが、具体的に畑かん事業をすると
いう計画はない。土地改良事業は、地域からの要望で計画されるも
ので、町や改良区が主体で行うものではないことをご理解願いた
い。

25 生涯学習センター その他 堀株川の洪水予防をお願いしたい。 後ほどお話を伺いたい。

1 克雪管理センター 並行在来線 在来線の廃止により、農作物の輸送に影響があるのか。 小樽・長万部間は貨物列車が運行していないので、農作物の輸送
には影響はない。

2 克雪管理センター 買い物弱者対策 買い物弱者に対する支援について財源が示されていない。支援方
法は予算に応じて手段等が変わってくると思うが、財源や予算規模
について伺いたい。

財源は基本的に一般財源を予定している。予算規模は運営方法
をこれから検討していくため、現状ではお示しできない。福祉施策
としてやっていきたい気持ちの反面、町に商工会もあり、商工業者
もいる。町だけが先行してしまうと商工業者に迷惑をかけてしまうた
め、商工会と協議をしながら、商工業者に配慮した形を形成してい
きたい。町内の個人商店に宅配をしてもらうという内容を検討してい
るが、在庫で対応できない品物については、スーパーなどで仕入
れてもらい、買い物代行をし、自宅に配送してもらうような方策も一
つの方策と思っている。これにかかる手数料を町が支援していこう
と思っている。予算先行ではなく、方策、方向性を決めてから財源
の確保、予算の編成をしていきたい。

3 克雪管理センター 道の駅の建設 他の地域の道の駅では、既に建替えや改修、修繕を行っていると
ころもあり、維持補修により財政を圧迫している場所もある中で、共
和町に道の駅が本当に必要なのかを町長に伺いたい。

北海道では農産物を販売しながら運営しているところが多いが、そ
れだけが道の駅の役割ではない。共和町の魅力を発信するための
拠点の施設にしたいと思っている。中学生の作文に「共和町は何も
ないところ。」と書かれていることが散見される。また、他地域で「ど
こから来たの？」と聞かれたときに「共和町」と答えるのに抵抗を感
じているとのこと。これを解消できるような魅力発信の施設にした
い。一方で、良い道の駅を作らなければ重荷になってしまうことは
承知している。令和６年からオープン予定としていたが、しっかりと
中身を精査したいことから議会の承認を得て、令和９年にオープン
を遅らせていただいた。未来の共和町を担う子ども達が自慢できる
場所をつくっていきたい。

4 克雪管理センター 道の駅の建設 トイレは２４時間空けておかなければならないなど、規制はあると思
うし、そこにかかる経費も承知。販売や娯楽など付随施設が必要と
考える。物販については、ＪＡが１００％協力いただけないと良いも
のはできないし、失敗に終わると思う。近隣の特産品を置くなど検
討が必要と思う。

共和町の特産品は少ないので、今年は３，４品開発を進めている。
共和町はソバの耕地面積が道内でも大きい。共和ソバというものが
ないので、来年開発できればと思っており、現在、業者と話を進め
ている。
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5 克雪管理センター 道の駅の建設 ・女性目線で道の駅はいらないと思う。近隣でも残念な道の駅があ
ると思う。箱物はいらないのでは。町長が公約した子どもの室内施
設は道の駅に併設する必要はないのでは。道東では温泉に入れる
道の駅ができた。ワイス温泉も残念なことになっている。将来的に
残念な道の駅になってしまうのであればいらないのでは。倶知安へ
行く際に寄ったりしたくなるようなものであれば良いが、現状の構想
であれば税金の無駄遣いだと思う。
・道の駅のランキングは常時変わっている。厚田の道の駅では本屋
さんが併設したりしている。共和町はこれというものがない。話し合
いをする年齢層はもっと若い人から拾ったほうが良いと思う。

・今の施設構想については、あくまでたたき台。皆様からのご意見
を頂戴した上で施設を検討していきたい。また、北海道はゼロカー
ボンに取り組んでおり、町としても取り組んでいかなければならない
と考えており、地熱などを利用することを考えている。
・若い方からの意見をいただく方法も取り入れていかなければと
思っている。トップダウンで施設を決めるのではなく、皆様からの意
見をいただいて、反映できるようにしていきたい。

6 克雪管理センター 道の駅の建設 道の駅巡りを趣味としている。メインとなるものがあると良いし、ずっ
とそのままだと飽きが来るので、代わる代わるメインを変えていくと
行きたい所になるのでは。せっかく町に様々な施設があるので、か
かし古里館や美術館を絡めたりした方が良いのでは。

参考にさせていただきたい。

7 克雪管理センター 道の駅の建設 センターハウスの大きさはどのくらいの予定か。８００㎡の規模感が
イメージできない。どこかの道の駅くらいなど指標になるものをお聞
きしたい。規模感をイメージできないと何を道の駅に組み込むかな
どわからないし、８００㎡の規模もいらないのでは。２４時間トイレは
今では珍しくもないし、主立った目玉もないし、1億円のピアノを置く
など、ちょっとした目玉があれば良いのかもしれないが。ゼロに戻し
てでも考え直した方が良いのでは。

・レイアウトは、今後作成する基本設計の中で絵に表していくが現
時点での目安は８００㎡としている。今後皆様からのご意見を頂戴し
ていく中で増減の可能性がある。子どもたちの施設や、駐車場を入
れるともっと広くなる。
・８００㎡の規模感については、適当なことは答えられないので後日
回答したい。広さなども適当なものか、今後協議していきたい。

8 克雪管理センター 道の駅の建設 共和町に来たから寄りたいという場所になってほしい。らいでんブラ
ンド、クレイルのチーズ、三田アイス、本間製菓、トンネル餅、お土
産に渡したいものはいっぱいあるのだが、日持ちするものがあまり
ない。共和町産の特産品で日持ちするものがあれば良い。商工会
に話すような内容かもしれないが、要望として話題にさせていただ
きたい。

参考にさせていただきたい。
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9 克雪管理センター その他 農家に来ている地域おこし協力隊は、農作業が好きで来ているの
か。また、将来的に共和町で土地を買うなどして住みたくて来てい
るのか。農家をやりたいという人達なら一人でも多く採用して、田ん
ぼや畑を買ったりしてもらいたい。そういう方に町で助成して、田ん
ぼ・畑の購入を支援していただきたい。

・現在、地域おこし協力隊は３人おり、内２人の農業支援員は共和
町で農業をやりたくて来ている。３年間国から給料が出ている。４年
目以降の保障はなく、農業については全くの素人なので、彼らは不
安に思っている。それを解消すべく町で初期投資への支援策など
を今後示していきたい。また、任期の３年間だけで農家の技術を会
得するのは難しいと伺っており、加えて３～４年程必要だとご意見を
いただいている。４年目以降については農家に雇用していただき、
働きながら勉強をしてほしいと思っている。その中で、引き受けてく
れる農家に支援していかなければならないと思っている。６～７年
経った時に農地や機械の取得など様々なことにお金がかかる。最
近、農水省で新規就農に１，０００万円補助すると発表し、５００万円
は国、５００万円は市町村で出すことになった。初期投資に多額の
費用はかかるものの、個人の資産となるもののため、町が全て支援
するわけにはいかないので、どのように支援していくかは今度検討
していきたい。
・町としては地域おこし協力隊だけではなく、新規就農者をどんど
ん受け入れたいが、農家で修行しなければならないため、農家に
負担をかけるので、支援をして快く受け入れてもらえるようにできれ
ばと考えている。また、住宅施策も町として取り組んでいきたい。農
家以外にも新規住宅、中古住宅を購入する際の支援も協議中。町
有住宅などの改修や、町で住宅を購入し、安い家賃で住めるように
できればと考えている。雇用確保も必要だが、国内での雇用確保
はなかなか難しいので、外国人雇用も勉強中。町単独では難しい
ので、農協と協力して進めていきたい。

10 克雪管理センター その他 新規就農者が生活していくための住む所も農業を勉強する所もな
い。技術は持っているものの、高齢のため引退された元農家で元
気な方も町内にたくさんいるので、活用していってはどうか。農業開
発センターを拠点に新規就農者の育成をしていくと新規就農者も
増えるのではないかと思う。

農業への投資については必要なものだと認識している。

11 克雪管理センター その他 共和高校の校舎を宿泊施設にできるのでは。 体育館はいくらか新しいのだが、校舎は非常に老朽化しており、ま
だ北海道の施設のため北海道で解体していただくこととなってお
り、更地になった後で町として活用を考えている。

12 克雪管理センター その他 ・河川について、赤川は昔から水の付くところ。赤川一帯は共和町
の一等地。リヤムナイ川付近は地域で木を切っていたが、木が大き
くて苦慮していた。議会議員や環境整備課長も現地確認していた
だきながら対応いただき感謝。河川を管理している以上、草を刈っ
たりしているので、これからも支援をお願いしたい。
・道路排水の関係で、排水も古くなってきているので、氾濫の原因
となるので管理は大変だと思うが、地元も協力していくので、今後と
もご支援をお願いしたい。

水災害はこれから考えていかなければならない。許す限りで共同で
対応していきたい。

13 克雪管理センター その他 町で２０～３０ｍほどリヤムナイ川の所を伐採していただき感謝。こ
れからも町でやっていくと思うが、下から順番ではなく、危険な箇所
を優先的にやっていただきたい。

リヤムナイ川については、夏に現地を確認している。地域と話し
合った上で新年度予算に計上していきたいと思う。担当課とも調整
をして対応したい。
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14 克雪管理センター その他 蕨岱の役場まで行く道路で矢印が点滅していない所がある。これ
から冬場にかけて、吹雪の際にあるとありがたいので、対応いただ
きたい。

私から道に直接進言させていただく。

15 克雪管理センター その他 スクールバスの運転の仕方で、運転が荒い人がいると子どもから聞
いた。車酔いを起こして具合が悪くなる子どももいる。急ブレーキや
急発進があるとのことなので、安全運転をお願いしたい。

年に数回ご意見がある。その都度研修や指導をしているが、再度
給食センター所長に伝え、指導するように対応する。

16 克雪管理センター その他 学校統合について町長の任期の中で実施するとのことだが、スケ
ジュール感を示していただきたい。

町長の公約である小中一貫校の実現について、町内４校の校舎は
昭和５０年台に計画的に建設され、いずれも維持修繕費が増加傾
向である。
特に共和中学校については令和３年で築後４７年を経過し、他校
に比べ老朽化も顕著な状況である。
また、現在の小学校３校は、児童数の減少に伴い１学級当たり１０
人から２０人前後で各種行事やグループ活動に制約が生じている。
引き続き３校を維持した場合、児童生徒数の推計では近い将来に
複式学級の発生が予見され、教育水準や教育の機会均衡を確保
することが難しく、子どもたちの将来を考える上で大きな課題として
捉える必要がある。
こうしたことから、教育委員会では本町の将来に向けた義務教育の
あり方について、令和２年度に共和町立学校適正規模・適正配置
検討委員会を設置し、中学校の建替、小学校の統合、今後の本町
教育のあり方について諮問、本年５月に中学校は老朽化の状況か
ら建替が必要、小学校は保護者の不安解消及び様々な教育活
動・学習環境の提供の必要性から、統合が必要であること、義務教
育９年間の系統的な教育課程の編成、教育活動の推進が教育課
題であり、今後は小中連携から小中一貫教育への発展が必要であ
ると答申されたところ。
教育委員会としては、検討委員会から答申された計画案を基に、
年度内に学校再編に向けた基本方針を策定することとしており、次
年度以降については基本計画を策定することとし、保護者や地域
住民、学校関係者などと協議を深め、できる限りの合意形成を図る
とともに、議会とも十分な議論を重ねながら魅力ある学校づくりを進
めていきたい。

17 克雪管理センター その他 小学校については、義務教育学校にするのか、小中一貫校にする
のか。個人的には義務教育学校であれば良いと思っている。

小中一貫校に決めたわけではなく、ご意見等も踏まえ検討していき
たい。

18 克雪管理センター その他 堀株川の堤防付近が整備されて舗装になった。観光面に活かした
りできないか。桜も生えているので、遊歩道やライトアップしたり利
用できないのだろうか。特に隈元橋から見たアンヌプリが美しいし、
桜の季節には花見をしたりなど、観光につなげられればと思う。

参考にさせていただく。担当と相談させていただきたい。
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19 克雪管理センター その他 道道の宮丘にまっすぐ入っていく蕨台の道路に「夜間除雪をしてお
りません」という看板がある。家に子ども2人と老人と妊婦がおり、大
雪が降り、夜中に救急車を呼ぶようなことがあっても家まで入って
来られないのでは、と不安。除雪に不満があるわけではないのだ
が、ご対応いただけるとありがたい。

道道については、この場でできるできないをお答えできないので、
私から北海道へお話をした上で、お答えさせていただきたい。

20 克雪管理センター その他 光ファイバのケーブルを工事していただいてありがたい。光回線に
加入するには個人で会社に申し込まなければならないことは認識
している。契約する予定の会社に確認したところ、申し込みから１か
月ほど要するかもしれないので、早めに申し込みをしてくださいと言
われたが、いつ頃から光回線を利用できるようになるのか。

部分供用の開始はできないため、全地域で工事が終わってからの
供用開始となる。工事については年度内に終了予定なので、もうし
ばらくお待ちいただきたい。

1 小沢地区住民セ
ンター

並行在来線 バス運行になるとＪＲ利用に比べて乗車料金が高くなると思うが、バ
ス転換した際に助成するなど検討はしているか。

鉄路を残す場合、これまではＪＲが運営していたため乗車料金が安
くなっていたが、第３セクターが運営するとなると現在より１．３倍ほ
ど乗車料金は高くなる計算となっている。それでもバスの方が少し
高くなるかもしれない。高校生の通学などの対応については、別途
検討していきたいと考えている。具体的にこの場でお話はできない
が、ご理解いただきたい。

2 小沢地区住民セ
ンター

並行在来線 函館本線の廃止は避けて通れない。それよりはその後のあり方の
ほうが大事だと思っており、在来線がなくなることより小沢駅そのも
のがなくなるということの方が地区としての影響は大きい。小沢駅の
今後の在り方について、町としてどう考えているか。

小沢駅については、「男はつらいよ」の第９話でも使われた歴史的
建造物であると思っている。幌似鉄道記念公園は残させていただ
いた中で、全国各地から毎日お客さんが来て写真を撮ったりされて
いる。在り方については地域の声を聞きながら検討していきたい。

3 小沢地区住民セ
ンター

並行在来線 世界のニセコを控えて、鉄路がなくなるということは、後志渡島など
管内を問わず、方向性の結論を出すのは難しいと思う。道新のコラ
ムで廃止ではなく、休止はできないかという記事があった。生活と密
着した課題なので、議会とも協議した中で、町としての意見を固め
ていただければと思う。

鉄道として一旦残すと判断した自治体もあるが、残した後にバス転
換になった場合は全部町で負担して鉄路の処理などをしなければ
ならず、莫大な資金が必要となる。現時点でバス転換で決定すれ
ば撤去費用をＪＲに負担していただける。長万部から小樽までをバ
ス転換する方針で進めていきたい。

4 小沢地区住民セ
ンター

買い物弱者対策 説明の最後にあった、買い物代行宅配サービスについて詳しく説
明を伺いたい。

生協やセブンイレブン壁坂店で移動販売車を巡回していただいて
いる。生協やセブンイレブンは品揃えが良いのだが、一個人商店
で取り扱いのない品物もあるため、個人商店が大きな店で仕入れ、
個人の家に届けるという方法で、買い物代行手数料を町で支援す
るといったもの。事業者は町内の商店で検討しており、具体的な内
容は商工会と協議中。

5 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 道の駅の建設予定地について、反対するわけではないのだが、平
常的に倶知安や札幌から来る車が多く通る、国富の三叉路あたり
のほうが人が集まるのでは。倶知安方面に行く人は寄りにくいので
はないか。今の配電所のあたりでも良いのではないか。もっと、国
道沿いで車が入りやすいところだったり、車通りの多い所のほうが
良いのでは。

高規格道路のインターチェンジが東陽小学校の前辺りに降りてくる
ことが予定されており、余市から無料で乗って来られるようになる。
高規格道路を降りてくる人の利用、町民の利便性を想定した場所。
また、国交省・開発局からアドバイスをいただいた中から選定した。
高規格道路を降りてから少し距離があるので、寄りたくなるような道
の駅を作らないといけないと思っている。高規格道路開通後、大型
のトラックは倶知安を通らず、寿都・黒松内の方を通って函館に行
く見込みで、国道もそうなるだろうと推測される。岩宇の玄関口とな
ることを意識しており、物販面でも岩宇の特産品を共和の道の駅に
置くことを検討中で、町村長に口答では話をしている。
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令和３年度　町政懇談会意見等概要
会場別
Ｎｏ．

会場名 テーマ 意見等 回答

6 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 管理運営候補者の指導の下で進めていくのだと思うが、業者の選
定方法を伺いたい。

令和９年度にオープンの予定だが、管理運営主体の意見を聞きな
がら設備のレイアウトなどの基本設計の段階から入ってもらう予定
でいる。選定方法はプロポーザル方式で決める予定で、近日中に
業者が決まる予定。

7 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 共和町の名物は、メロンとスイカしか浮かばない。有名な方に建て
てもらうことで集客効果があるのでは。

建設哲学がしっかりした業者でないとなかなか難しいと思うが、私に
はそういう発想がなかったので、可能であれば検討したい。町の特
産品を開発したり、色々な条件を設けて、実績を考慮した上で業者
を選定していきたいと思っている。プロポーザル方式の中で、新た
な名物をつくりながら、集客できる方法を検討していく。

8 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 道の駅の建設予定場所は、高速道路に近い方が良いと思っていた
が、景色も良く、くつろげる良い場所になりそうだと説明の中でわ
かった。最近の道の駅の使い方として、道外から車で来て、車中泊
をする人も増えてきている。そういう人が使うことも考慮しているか。

道の駅を所管する国土交通省は、「道の駅は休憩施設なので、駐
車場など公共空間で宿泊することはご遠慮いただく」という見解で
あり、国と歩調をあわせて道の駅建設を進めたいと考えている。近
年、道の駅とは別に、有料駐車場を設けキャンピングカーを停泊さ
せる施設を設ける事例もあり、様々な状況を見極めながら取り組ん
でいきたい。

9 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 どうせ道の駅を建てるなら、徹底的に研究して作ってほしい。 しっかりといろんな所を見ながら進めていきたいと思っている。

10 小沢地区住民セ
ンター

その他 第８次計画の中で墓地の整備とある。国富の墓地、奥にスキー場
があるが、舗装も何もされておらず、駐車場もなく、お粗末な状況。
基本計画に則って舗装し、駐車場を設けていただきたい。国富から
離れた人が遠くから車で来るので、ぜひ整備してほしい。

雪が溶けたら現地を一緒に見に行きたい。実施計画には入ってい
ないので、地元の声を聞きながら検討したい。

11 小沢地区住民セ
ンター

その他 選挙の際に、高齢化も進んできて、投票所に行けない人もいる。移
動式の投票所の検討を提案したい。Ｈ２８に島根県で総務省のテ
ストケースのような形として取り入れたようなので、参考にしていただ
ければ。

ご提案の件については、投票所のことであるため、共和町の状況も
踏まえつつ選挙管理委員会とよく相談してまいりたい。

12 小沢地区住民セ
ンター

その他 三田牧場で牛を飼ってアイスを販売している。国道から牧場までの
道が狭くて車がすれ違うことすらできない。待避場所は1箇所あるも
のの、お客さんからすれ違うのが怖いとよく言われる。道路の拡張、
待避場の拡大などを要望したい。

新しい施設も建てられて、観光を目的に体験を増やしていただいて
いる。施設の視察も含めて現地を確認させていただきたい。できる
できないを即答できないので、担当と協議して進めたい。

13 小沢地区住民セ
ンター

その他 町道を横断している用水があるが、大干ばつで水が全然行かなく
なった。土管が下がってきた。安全とは言えず、事故にもなり得る。
町道だからいじられない。土地改良区と話しながら対応して欲し
い。

担当と現地を見ながら進めたい。町道が全体的に老朽化している
ので、確認していきたい。

14 小沢地区住民セ
ンター

その他 幼児センターに春夏冬休み期間も預けたい。日常的に働いている
お母さんは、給食が出ないとお弁当を作らなければならず大変な
ので、長期休業期間も給食センターを動かすことはできないか。

春夏冬期間の休暇や、行事の振替休日の子どもの預かりについて
は、職員の配置など費用がかかることに直結する話なので難しいと
は思うが、要望があったことを踏まえて希望をかなえられるかは別と
して検討していきたい。
給食は、業者委託しており対象園児が少人数であることなどから、
給食を提供することは現実的ではないため、ご理解いただきたい。

10



令和３年度　町政懇談会意見等概要
会場別
Ｎｏ．

会場名 テーマ 意見等 回答

1 西部住民センター その他 今やっている町政懇談会は、資料を配って説明されており、町長の
方向性を説明されたと思うが、これは町政懇談会ではなく、説明会
なのではないか。

３つのテーマについてもまちづくりに大きく関わることなので、意見
交換をさせていただきたい。３つのテーマについて話が終わった
ら、その他の中でご意見を頂戴したいと思っている。新聞でも報道
されているが、在来線については反対派の方もいるので、意見交
換の場として設けさせていただいた。町政懇談会でフォローできな
い案件は「ふれあいトーク」というものも始めたので、ご活用いただ
きたい。

2 西部住民センター 並行在来線 ・このまま話が進んでいくと２０３０年に移管されるのか、それ以前に
第３セクターに移管するのか。
・２０２５年から新幹線が来ると聞いた。もう少し早い時期から説明が
欲しかった。

・今年中に方針を定めて、２０３０年にＪＲから移管される予定だが、
なるべく早く決めてバス転換は少しでも前倒しして実施できればと
思っている。なぜかというと、ＪＲは年間２０億円ほど赤字を出してい
る。少し前倒しして赤字を抑える代わりに、初期投資にかかる費用
に充ててもらえるように要望したいと思っている。決定事項ではな
く、これから要望していきたい。
・２０２５年という情報は私は存じていない。２０３０年に向けてこれか
ら決めていきたい。ご説明はもう少し早い段階でできれば良かっ
た。

3 西部住民センター 並行在来線 今利用されている方の意見を汲み取って進めていただければ良い
かと思う。

最終的には議会に諮りつつ、町の方針を決めさせていただけばと
思っている。

4 西部住民センター 買い物弱者対策 買い物の「弱者」とは、どこの地域を指しており、どのような範囲で対
象者を想定しているのか。

交通空白地域に住んでおり、車も利用できない人が現実にいる。
そういう方はコープさっぽろの「トドック」を利用しているものの、1週
間後に物が届くため、１週間の見込みを立てるのに苦労されている
声を聞いている。範囲や対象者については、町民の皆さんからご
意見を頂戴し検討していきたい。

5 西部住民センター 道の駅の建設 そもそも、なぜこの時期になって道の駅が共和町に必要なのか。 これまで２０年間かけて長期計画に組み込まれてきた事業である。
農産物を販売するイメージが強いが、町民や町外の皆様が来て、
共和町という町の魅力や情報を発信する場所と思っている。子ども
たちの作文の中で、共和町は何にも自慢できるものがないという作
文が多い。子どもたちの思いとしては、遊ぶところがないという気持
ち。共和町の道の駅は、町内・町外半々で来ていただける施設にし
たい。子どもの室内施設を建てると公約で言ったが、道の駅の構想
に入っているので、併設したいと思っている。町内の子どもたちが
集まれる場としたいし、農産物の販売もしたい。共和町を発信する
施設として建設したい。内容を詰めたいので令和６年から令和９年
にオープンを遅らせた。町内外の人が集う場所として建設したい。

6 西部住民センター 道の駅の建設 来てもらうのはわかる。全天候型の子育て支援施設は、確かに魅
力的だとは思うが、これに特化して子育て面が充実していることを
ホームページやＳＮＳを用いてＰＲすることもでき、道の駅のような
大々的な施設を建てなくとも発信できると思うがどうなのか。

情報を発信することは大事だと思っている。施設を建てて、「体験」
してもらうことが大切だと思っている。
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令和３年度　町政懇談会意見等概要
会場別
Ｎｏ．

会場名 テーマ 意見等 回答

7 西部住民センター 道の駅の建設 共和町の基幹産業は何か。まずは農業をアピールするのが第一で
はないか。冬場の農産物は町内になく、他町村から仕入れなけれ
ばならないと思うが、どう考えているのか。

冬季の対策を考えなければならないことは認識しているが、冬期間
の農作物の栽培に熱エネルギーを使うことも一つの方法と思ってい
る。環境センターでは、冬季でも栽培できる野菜を研究してもらって
いる。葉物野菜に取り組んでおり、活用できないかと思っている。施
設の近くで栽培し、収穫の体験も視野に入れながら冬にも農作物
を発信できるように前向きに考えていきたい。

8 西部住民センター 道の駅の建設 これから共和町を盛り上げるために道の駅を建てるということだが、
今の建設予定地の畑に覆われたところに建てるのか。また、建てら
れるのか。

いろんなことをやっていきたいが、協議会など段階を踏んでいかな
ければならないし、土地を用意しないことには何も進まないので、
色々な意見をいただきたい。

9 西部住民センター 道の駅の建設 「買い物弱者」というのなら、公共施設の近い所に近づけて、子ども
でも老人でもすぐ行けるような場所じゃないと意味がないのでは。
今のままでは、場所は正直あまり。役場の側などに持って行けば
もっと住民が立ち寄りやすいのではないか。

予定地はほぼ確定となっている。道路の出入り等も含めて、高規格
道路のインターチェンジは東陽小学校の近くになる予定。余市から
共和までは無料で、これからもっと車が入ってくるようになる。函館
方面に行く際に倶知安経由ではなく、岩内を抜けて行くと開発局で
は推計している。そういう方々が立ち寄ってくれることも想定してい
る。町民の皆さんが少しでも出入りしやすい施設にしたいと考えて
いる。道路から少し高台に上がったところに建設予定で、景観も良
く見晴らしが良い。住民の皆さんが集える場所としたい。

10 西部住民センター その他 ・今年町内会長をしているが、４月に町民健康券の配布依頼が役
場からあった。個人情報を取り扱うことになるので、役場で配布して
くれないだろうか。共和町でどれくらい使われているのか。
・インフルエンザのワクチンをもっと用意して早めの対応を。

・健康券の配布方法については、持ち帰って担当と相談をさせて
ほしい。昨年は約３７．８％の利用率。インフルエンザのワクチン接
種で使う人が多い。
・インフルエンザのワクチンが少ないのは全国的問題で、ワクチン
自体が前年比で３割ほど少ないという情報もあるが、今後必要に応
じて予約状況等の説明に努める。

11 西部住民センター その他 今のワイス温泉は４時からしか入られず、利用しにくい。岩宇で使え
る健康券の方がよっぽど良い。インフルエンザの予防接種でしか使
われないようであれば、利用範囲を広げた方が良いのでは。もしく
は現金や商品券に変えた方が良いのでは。

健康券についてはいろんな議論があると思う。町民が健康になるた
めならば、どこで使っても良いだろうなど。一方で、町の施設を守っ
ていかなければならないという観点も始まりにはあった。ワイス温泉
については、町唯一の温泉施設でもあるため、どのように守ってい
かなければならないかなど、これからの町の課題と私自身も捉えて
いるので、ご理解いただきたい。
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