
令和４年度　町政懇談会要望事項

会場別
Ｎｏ． 会場名 テーマ 要望事項 回答

1 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 ・交通安全の観点で、国道276号の道の駅建設予定地付近の交差
点には信号機があるが、そこから中学校方面に向かった先の交差
点には信号機がなく一時停止となっている。道の駅を現在の予定
地に建てるなら交通量の増加が予想されるので、信号機の新設な
ど整理をしなければ事故が増えてしまうのではないか。

・また、信号機の話で幌似鉄道記念公園の交差点も信号機の設置
を要望したい。

・中学校前については現在でも交通量が多いことは認識している。
道の駅を建設した際には道内外から多くの方が来ることを期待して
おり、インターチェンジも接続されることから更なる交通量の増加が
予見されますので、時間はかかると思いますが将来の予測交通量
を示しながら公安委員会と検討していきたいと思います。

・幌似鉄道記念公園の交差点については過去に警察と協議した経
過がある。発足方面から来た車が右折のため赤信号で止まってし
まうと渋滞になり、追突事故の発生が危惧されるとの見解のため断
念した。

2 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 ・冬はどこの道の駅も利用客が少なくかなり苦戦していると思う。冬
の雪のある間に共和町の道の駅を使って冬のフェスティバルを実
施するなど、冬でも人が集まる工夫が必要だと思う。更には本町に
高速道路が繋がる、新幹線が倶知安町を通過するなど都市部から
の交通アクセスも良くなるので、札幌方面・函館方面の人を取り込
む工夫が必要だと思う。

・冬期間の集客は道の駅運営にとって大きな課題でもあるので、冬
の催しについて検討が必要だと思っている。冬に限らず夏もかかし
祭のような毎年行えるイベントも考えていければと思う。

3 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 ・管理運営業務や基本設計業務の業者の決定についてはどのよう
な方法で決定したのか。

・各業者から案を提案してもらい、最も良いと判断する業者を決定
するプロポーザル方式で決定した。

4 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 ・将来的なことを考えて、現時点でキャンプ場など用途をすべて決
めて建物等を建ててしまうのではなく、柔軟に対応できるようなフ
リースペースがあっても良いのでは。

・ご意見について参考にさせていただきたい。どのスペースがフ
リーにできるか、など持ち帰って検討させていただく。今の土地内
で整理したいと思う。

5 小沢地区住民セ
ンター

学校再編の検討状況 ・学校統合については、公約事項として町長が長年考えていた問
題だと思う。それを受けて副町長・教育長も含めて熱の入ったもの
だと思う。学校教育もそうだが、地域連携の観点としては子どもたち
の運動会・学芸会などを家族はもちろん祖父母も楽しみにしてい
る。PTAや子ども会と連動して小中一貫について、特に問題点に
ついて検討していただきたい。

・少子化の影響で、野球・サッカーなどをやりたいとなっても1小学
校単独でできない状況。子どものクラブ活動も重要だと思うので、
小中一貫・学校統合をすることによって、一層PTAの連携が強まり
良いと思う。単体でクラブ活動をできるというメリットは大きいと思う。
もちろん現在の3小学校に分かれた形にもメリットはあると思うので、
地域と相談しながら進めていただきたい。

・統合することで一層地域との連携が重要性を増す。昨年実施した
アンケートの中では多くの方にご賛同いただけているが、不安を抱
えている方もいることがわかった。そういう方々の不安を一つひとつ
クリアすることが大事だと思っている。少数の声にも応えていきた
い。子どもたちの教育においても少人数で育つのと多くの人と接し
て育つのでは大きく社会性が変わる。グローバルな人材を育てて
いきたいと思う。
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令和４年度　町政懇談会要望事項

会場別
Ｎｏ． 会場名 テーマ 要望事項 回答

6 小沢地区住民セ
ンター

並行在来線代替バス運行に
関する検討状況

・バス停は既存のバス停を活用するとのことだが、小沢にはバスの
引き込み場所がなく、冬期間はバスが停車すると先が見えないた
め、後方の車が通過できない。小沢駅の活用も検討しているので
あれば、ぜひ駅をバス停にすることも検討してもらいたい。もしくは
引き込みや広い場所にバス停を設置するなど対応してもらいたい。

・小沢駅への乗り入れは速達性の観点から難しいと思われる。引き
込みについては住宅等もあるため現状は難しいと思うが、念頭に
置いて検討していきたい。

7 小沢地区住民セ
ンター

道の駅の建設 ・道の駅を現在の予定地に建てると、今の道路のままでは農繁期
に農作業車が施設の前を通らざるを得ないが、交通量が増加する
ことにより事故の発生が想定される。農作業車用の迂回路などは
検討されているか。

・建設予定地を横断する用水路沿いに管理用道路が敷設されて
いるが、この道路は用水路の機能維持に必要なことから、線形は
未定だが残すこととしており、農作業で管理用道路を利用する
方々にも理解をいただいている。また、国道部分については、国富
方面から向かった場合に右折することとなり渋滞の発生が予想され
ることから、右折レーンの設置について国道管理者（小樽開発建
設部）と協議を行っている。なお、迂回路の新設予定はありませ
ん。

8 小沢地区住民セ
ンター

その他 ・ロシア・ウクライナ情勢の影響で様々な物が高騰している。国から
出ている補助金制度等を活用しやすいように農家等へ周知してい
ただけるような仕組みをお願いしたい。

・収入はそこまで変わらないが、肥料や資材が高騰していると思う。
諸条件はあるが、国や北海道でも支援策が示されている。町として
も勉強しながら、補助金の活用方法を広められるように考えたい。

9 小沢地区住民セ
ンター

その他 ・原子力発電所についてできるだけ早く運転を再開して電気料金
を少しでも安くなるようにしてもらいたいと思っている。

・原子力は北海道の経済を支えてきたものであり、様々な意見はあ
ると思うが停止していることで電気料の高騰など影響は大きくなっ
てきている。ゼロカーボン・再生可能エネルギーと言われているが
それだけでは成り立たない。原子力は将来的にも必要と考えてい
る。北海道電力に安全対策を早急にしてほしいと町から要望して
いる。できた際には、町としても支えていきたい。町でできるのは原
子力防災対策。並行して取り組んでいきたい。

10 小沢地区住民セ
ンター

その他 ・テレビの電波が届いておらず、2，3年テレビを見れていない。小
沢にテレビのアンテナを立てることはできないのか。

・後日状況を伺って対応したい。
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1 前田地区寿の家 道の駅の建設 ・共和町の道の駅で蕎麦を販売するとすれば、どれくらいの生産量
が必要かということは把握しているのか。町内で蕎麦はそれほど作
られていないのでは。

・北海道内の蕎麦の作付面積については、幌加内町と深川市が突
出しているものの、本町も全道で上位10番以内に入るくらい作付さ
れている。そこに目を付けて特産品化に向けて注力することとし
た。製粉・製麺は町外の業者を開拓している。将来的には、農協や
農家さん方で組織を作って頂き、製粉までを町内でできればと
願っている。共和町の蕎麦の品種は「キタワセソバ」だが、新品種と
して「キタミツキ」という種類が出てきており、今後の生産拡大に期
待している。

2 前田地区寿の家 学校再編の検討状況 ・小中一貫となった際の少年団活動や部活動はどういう取扱いとな
るのか。

・少年団活動と部活動については、現中学校の野球・陸上グラウン
ドを残し、小学校の運動会などもあるのでサブグラウンドを新たに
整備していく方向で検討中。また、義務教育学校に移行できた際
には中学3年生が部活動引退後に小学6年生を中学1・2年生の部
活動に参加させるなど、部活動の体制を早めに整えることができる
といったメリットがある。

3 前田地区寿の家 学校再編の検討状況 ・統合については時代的な問題と思っている。教職員住宅につい
てだが、いつも空き家ではないか。何を目的に建てたのか疑問。車
で通うのが主流の為、土日に教頭や校長がいなくて保護者が連絡
できない。「時間に間に合えばいいんだ」という教職員の考え方。
時代が代わったから古いと言われればそれまでかもしれないが、
子どもと一緒に行動するのが大事だと思う。
現状を踏まえて、教員住宅を必要とするのかを検討する必要があ
ると思っている。
1～6年生が同じ部屋で給食をとることで先輩後輩意識が自然と芽
生えてきて成長が目に見えてくると思う。先進地の視察もしてきて
いるとのことだが、良いところを吸収してもらえればと思う。

・現在、教職員住宅には全て入居されている状況。以前は教職員
の多くが家族連れということもあり教職員住宅のニーズが低いことも
あった。現在は先生方が若返っており、共和町の教職員住宅は管
内でも新しい住宅のため人気が高い状況。

・部活動も学校の先生ではなく地域で取り組む時代になってきてい
る。学力だけではなく、スポーツ・文化活動・心の育みについて何
ができるかをしっかり考えていきたい。

4 前田地区寿の家 その他 ・国富スキー場について、唯一授業で使用していた東陽小学校も
使用しなくなったが、今後どのように考えているか。

・国富スキー場は昨年度末をもって運営を終了した。ロープ塔は子
どもたちには利用が難しいことや、施設の老朽化・利用者減少など
が理由。今後、土地を住友金属鉱山に返却する予定であり、どの
ように土地を返却するか先方と相談して決めていく予定。スキー場
運営終了に伴う措置として、スキー授業のリフト代に対する補助を
行う予定。

5 前田地区寿の家 並行在来線代替バス運行に
関する検討状況

・並行在来線の代替バス運行について、コースを苦心して作られた
という印象。そこで現在運行している路線バスのバス会社に、新しく
予定している代替バスが支障にならないか、など協議しながら検討
しているか伺いたい。

・既存の運行しているバス会社と協議をしながら進めており、今後も
しっかり協議しながら進めていく。
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Ｎｏ． 会場名 テーマ 要望事項 回答

6 前田地区寿の家 道の駅の建設 ・共和町の特産物を作るのに苦心されていることと思う。感心しなが
ら聞いていた。共和町内の飲食店の業者を優先的に活用しながら
やってもらえたらより飲食店が発展して良いと思う。

・特産品開発に当たっては、町内の既存のお店を当然ないがしろ
にはできないと思っている。町内事業者のこともセットにしながら進
めさせていただければと思う。ご意見について念頭に置きながら進
めたい。

7 前田地区寿の家 その他 ・地区住民センターの建替について、現在は国富地区住民セン
ターの建替を行っていると思うが、前田はいつを予定しているか。
前田も建替をする際には2階はいらず、平屋で良いと思っている。

・現在、国富で建設中の住民センターは今年度中に完成し4月から
供用開始予定である。地区住民センターは町内に6カ所あり、中で
も一番古いのが昭和51年に建設した国富地区住民センターだっ
た。現在の考え方としては古い順番に整備を検討していくという考
え方。
　今後、検討の結果、整備するという考えに至った場合、ある程度
目途が立った段階で地域の皆さんに整備の在り方について相談さ
せていただきたい。

・今後の公共施設の在り方について考えていかなければならない
と思っている。学校統合後の廃校をどうするか、ということなども併
せて検討していきたい。

8 前田地区寿の家 その他 ・川の清掃が行き届いていない。なぜ共和町は遅れているのか。
大きな例は堀株川。昭和28・29年の大水害の時も、木が繁茂して
いた。野球場の所へ行けばわかるが、川の清掃がされていないの
で川の魚が上がってこない。河川をなるべく早めに整備するように
お願いしたい。
河川敷の舗装は何の意味があるのか。あそこを舗装するくらいなら
国道を整備すべきでは。開発はパトロールで何を確認しているの
か。パトロールしていてもゴミ一つ拾わない。クリーン作戦で住民が
協力しているというのに。行政から強く意見を出していただければと
思う。

・河川の清掃等は順次進めているが、川については財源がない。
国としては元々自然にあったもので工作物ではないという考え方
で、補助対象とされていない。特に堀株川はしっかり整備してもら
いたいと思っている。今、北海道の事業として国富で河川改修を
やっており、泊・共和道路の整備と合わせると北海道として共和町
内で大きな事業を2事業進めている状況。河川も道路も皆さんの大
切なインフラ。しっかり要望していきたい。
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会場別
Ｎｏ． 会場名 テーマ 要望事項 回答

1 生涯学習センター 道の駅の建設 ・共和町で建物を建てる際に考えなければならないのは冬の対策
だと思うが、パブリックコメントで示されていた道の駅のデザインは、
屋根がウェーブ状となっておりデザイン重視という印象。デザイン
優先になると北海道らしくない建物になるかと思う。令和3年の12月
に外観を決定したとのことだが、現在のデザインについて伺いた
い。

・冬の対策を講じた建物にしたものにしなければならないというご意
見かと思う。当初案のウェーブ状の屋根については町議会からもご
指摘をいただいた。現在のデザイン案について、全体の形は当初
案どおりの円形だが、屋根は冬の対策のことも考え検討している。
また、国の施策であるゼロカーボンの関係もあるので省エネを意識
したものにしたい。ご意見を聞きながら進めていきたいと思う。

2 生涯学習センター 道の駅の建設 ・資料を見ると場所についてほぼ決定に見える。高規格道路から
立地的に離れていると思うが、どうせ離れているならもう少し離して
みては。あと1キロほど離すことで、旧幌似駅や役場など中心地の
方に近づくので。3.9haも広さがあることになっているが、だんだん
人口も減っている中で、そんなに広さは必要なのか。住民が使い
やすいように場所の選定について再検討できないか。

・現在の予定地については土地の所有者や開発局とも協議済。開
発局から道の駅や道路等を管理するにあたって、候補地として数
か所提案があったが、中心地というのは案にはなかった。昨年、共
和町の道の駅の方向性を「町内向け半分・町外向け半分」と示した
ところ「中途半端」とご意見をいただいたが、町内の方が使いやす
いのはもちろんだが、多くの町外の方が来ていただけないと町の活
性化には繋がらない。道の駅は農産物を販売する所というイメージ
が強いかもしれないが、色々な方々が来て楽しむことができるよう
なものを建設できればと考えている。私の公約の中で子どもの遊戯
施設の建設を謳っている。これも道の駅の中に建設予定。今の予
定地でご理解いただきたいと思う。

3 生涯学習センター 道の駅の建設 ・個人的には場所は良いと思っている。高速道路が共和町に接続
され、そこからさらに倶知安に伸びたとしても、長万部に行くのに最
短の場所となると思う。パブリックコメントに出ていたと思うが、防災
拠点の機能も付加したいとあった。予定地は標高も20ｍほどあっ
て、そういう意味も含めて良いと思っている。

・貴重なご意見ありがとうございます。

4 生涯学習センター 道の駅の建設 ・温泉施設や子どもの屋内遊戯施設の建設を予定しているとのこと
だが、宿泊施設の建設は予定していないのか。

・一般的な宿泊施設というのは今のところ予定していない。その代
わり、キャンプ場とグランピングの施設の整備を予定している。
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5 生涯学習センター 学校再編の検討状況 ・小中一貫校については良いと思う。建築は令和7年になると思う
が、概算で良いがどのくらいかかるのか。補助金はどの程度出るの
かお聞きしたい。

・学校の規模や形態などが決まらないと正確な事業費は決まらな
いが、現在想定しているのは小中学校の児童・生徒の合計約400
名規模の学校を想定している。補助金については文科省の補助
金を予定。学校の形態によって補助率が1/2や1/3など変わるた
め、現状としては未定。どういう補助金を使っていくかなど、引き続
き検討を進めていきたい。

6 生涯学習センター 学校再編の検討状況 ・道の駅も学校もとなると、今まで積み立ててきた基金がなくなって
しまうのか。それとも手を着けなくて済むのか。

・財源の確保ということだと思うが、国にも要望している。今後、メロ
ンの施設も改修しなければならなかったり、令和8年までに大きな
財源が必要となってきている。そういった中で国の交付金や起債、
過疎債を確保すべく北海道へ要請している。借金と国の交付金を
活用するなど、有利な財源を確保できればと思っている。

・先日、内閣府に補助金要望で訪問した際に国の補助金で「デジ
タル田園都市国家構想交付金」というものがあり、この交付金を受
けるには「マイナンバーカードの交付率が全国平均以上であるこ
と」が最低条件となっている。現時点では全国平均を超えているの
で問題ないが、実際に交付金を活用するときに全国平均を下回っ
ていると意味がない。町民の皆さんにも取得についてお願いした
い。

7 生涯学習センター その他 ・マイナンバーカードの話が出たが、共和町ではどこで使えるの
か。

・共和町では、令和5年2月1日からマイナンバーカードを利用して
コンビニで、住民票・戸籍抄本・戸籍謄本・戸籍の附表・印鑑証明
書を毎日6:30から23:00まで発行できるように進めている。マイナン
バーカードを使って便利な生活を提供できればと考えている。

8 生涯学習センター 学校再編の検討状況 ・小中一貫校としたときの学校の体育施設（屋外グラウンドやプー
ル等）はどのように考えているか。1～9年生となれば体力差がある
と思うので、現段階の考えを伺いたい。

・プールについては既存のプールが使用できるので、可能な限り
利用する予定。新しい学校は中学校付近に建設し、現在の校舎を
解体後更地にしてサブグラウンドという形態で小学生用のグラウン
ドを整備したいと考えている。中学生のグラウンドは現在のグラウン
ドをそのまま残すことを予定している。また、体育館については小
中学生が分かれて使うことができるように検討中。ご質問のとおり1
～9年生となれば体格差が大きくなってしまうので、充分に配慮して
検討していきたい。

9 生涯学習センター 並行在来線代替バス運行に
関する検討状況

・現在、朝のＪＲの利用は高校生の通学が主となっている。小沢駅
の廃止に伴い、バス通学することとなる学生のことをまず考えてほ
しい。今は小沢駅に保護者の方が送迎しており、小沢駅に送迎さ
れている学生は前田や発足の人が多いと思う。それを考えると国
富の交差点あたりにバス停があっても良いのでは。

・学生が通学で利用していることは認識しており、配慮したいと思っ
ている。バス転換に当たり今の課題としては、当然のことながらバス
より電車の方が移動時間は早いので、バスをいかに電車の移動時
間に近づけられるかというところ。道の駅の中にバス待合所を整備
して、そこへ送迎してもらえるようになればと考えている。

6



令和４年度　町政懇談会要望事項

会場別
Ｎｏ． 会場名 テーマ 要望事項 回答

10 生涯学習センター その他 ・河川の工事方針について、堀株川や支流の水防について検討
いただきたい。また、雑木の撤去や河床の新設など北海道へ要請
を引き続きお願いしたい。

・堀株川の支流については町の責任の部分もあるが、予算等の兼
ね合いもあり全部一度にというのは難しいが、計画的に進めていき
たいと思う。北海道にもしっかり要請していく。

11 生涯学習センター 道の駅の建設 ・道の駅の建設予定地と学校建設予定地が近い。児童・生徒が危
なくないか。道の駅は現在の予定地だと車の流れとして岩内方面
からは入りやすいと思うが、国富方面からは入りづらいかなと思う。

・工事中の安全対策については十分に注意するよう指示する。車
の流れについては国富方面からの右折レーンの新設を開発局と協
議済。別会場で中学校へ向かう交差点について、現在一時停止と
なっているが、信号が必要ではないかと意見をいただいた。信号
機は道内で年に2～3機ほどしか新設されないが、交通量が増えた
時には対応が必要と認識している。交通量の増加を見据えながら
検討していきたい。
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令和４年度　町政懇談会要望事項

会場別
Ｎｏ． 会場名 テーマ 要望事項 回答

1 宮丘地区寿の家 学校再編の検討状況 ・義務教育学校という形態は共和町としての効率性を考えた中で
進めようとしていると思うが、国としてはどのように進められようとして
いるのか。

・義務教育学校は平成28年から開始となり、全国的に毎年増えて
いる状況にある。昨年度は全国で27校増え、現在全国で178校あ
る。この27校のうち北海道は5校。どこの町村も少子化の影響で統
合が進んでいる状況で、学校統合する際の議論では義務教育学
校が最適という考えに至る傾向がある。今のところ、義務教育学校
は教育的効果が高いと聞いており、新たな学校のあり方として期待
されている形態であると認識している。

2 宮丘地区寿の家 並行在来線代替バス運行に
関する検討状況

・バスの待合所はあまり良いものが建っていない。高校生は雨具を
着ない。バスを運行するまでに風除けになるようなバス待合所の建
設をお願いしたい。

・基本的に今の町の姿勢としてはバス待合所は地域が管理するこ
ととしており、補助金も出している。町が建てて管理しているバス待
合所は基本的にない。路線的に小沢駅に寄らずに運行するため、
小沢停留所のバス待合所については、町で何かしら考えなければ
ならないと思っている。ただ、今仰られた話は全体的なバス待合所
の話かと思う。これについては別途町としてどういう対策ができるか
考えていきたいと思う。

3 宮丘地区寿の家 その他 ・宮丘地区は、らいでんスイカ・メロンの産地という地域。作業員が
少ないのが課題。町や農協にも言っているが一向に進まない。ぜ
ひ対策を。

・町としても雇用対策はどうにかしたいと思っている。若者はアプリ
を使って「1日農業」で来てもらうようにしており、少しずつ増えてき
ていると感じている。また、職員についても副業を許可することとし
た。兼業届が必要となっており、3名ほど出ていた。職員自身に農
業を経験してもらいたいので進めているが、わずかな人数。作業員
の住むところについては町で支援できるが、法律で雇用対策の最
終的なものは町で斡旋できないことになっている。生産の組織の方
で対策をしていただきながら、町に対して住宅面や年雇用の方の
失業保険を町で少し支援できないか、など相談をしていただくのが
良いと思う。

4 宮丘地区寿の家 その他 ・泊共和道路と高規格道路が接続しにくいように思えるが、スムー
ズに接続できるようになれば良いと思う。

・泊共和道路と高規格道路は接続する。進行方向に制限がある
ハーフインターチェンジという方式で、札幌方面への往来の際は乗
ることができる。倶知安方面への往来の際には利用できない予定と
なっている。

5 宮丘地区寿の家 その他 ・マイナンバーカードの取得について、スマホでもできるとのことな
のでやってみたが写真が悪いということでできなかった。平日は子
どもがいて役場へ行けない、土日は役場が休みのため申請できず
にいる。

・状況にもよるが、お電話をいただければ担当職員がご自宅に訪
問して申請できる体制もとっている。ぜひお電話いただければと思
う。
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