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────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は、12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

  ────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、５番、立野議員、６番、五十嵐議

員を指名いたします。 

    ───────────────────────────────────────── 

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、７番、千葉議員から１番、越前谷議員までの４名を予定しております。 

  初めに、７番、千葉議員の質問を許します。 

  ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） おはようございます。７番、千葉でございます。 

  職員の皆様には、コロナ禍の中、大変にご苦労を頂いて頑張っているなと、真摯に努力さ

れているなと評価をさせていただきたいなと思います。昨年の４月の折は、多くの方々が退

職されまして、どうなるのかなと実際思ったところでありますが、ちゃんと育っていたのだ

なと、やはり次なる課長というのはしっかりやっているなというふうに評価をさせてもらい

たいなと思っております。大変なコロナ禍の中、これからワクチン接種という、また大きな

大仕事があるわけでありますが、一丸となって頑張ってもらいたいと、まずもってお願いし

ておきたいと思います。 

  さて、今回、三つの質問を私、用意させていただきました。１番目でございますけれども、

給食センターの統合ということでございます。これ合併の折に、合併強化の在りかで給食セ

ンター各々置いていこうというふうになったのかなと承知をしております。私、真屋町長で

はありませんが、前の町長のときに一般質問をさせていただいた経過がございます。二つの

自治体が一つになるには、やはり一つになるべきものは一つになるものだと、ましてやそう

いった給食センターは統合の象徴になるのではないかというような質問をさせていただいた

と思います。でも、なかなか難しいというような話があったと思います。まずその辺のとこ

ろを、なぜ統合ができなかったか、その辺のところをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 今、議員のほうからご質問のございました件でございますけれど

も、当時、地域の保護者の皆様の意向によりまして、洞爺地区、それと虻田地区それぞれに
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給食センターを設置をして、これまで両地区におきまして設置をしている状況でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 私も質問したの、もう結構前ですから、15年もたつわけですから、そ

の直近の折の一般質問だったと思います。その辺のところで、やはり食文化が違うと。温か

いもの、一つにすると温かいものは冷えてしまうのではないかとか、いろいろな話があった

かなと思います。経済的な理由もあったかと思うのですが、今回、教育長の執行方針の中に

も「老朽化が進む虻田給食センターの状況を踏まえ、検討委員会を立ち上げ、統合を含め、

今後の方向性について検討する」というような一つのところがあるわけでありますけれども、

私、基本的に「統合を踏まえ」ということですから、本当に統合をするのだという前提のも

とに推し進めるべきだろうというふうに思います。私、一般質問で、中島の森の、湖の森の

博物館ですか、名前変わりましたけれども、ですとか、エレベーターの問題ですとか、耐震

化ですとか、結構ハードなところの一般質問をしたものですから、またそういったことをや

るのかというふうになるかもしれませんけれども、やはり一つにすることによって、町の思

いも子供たちに食文化というのですか、今、財田米は洞爺くらいしか食べれませんけれども、

それがこちらでも食べれるようになるかもしれませんし、一つになれば経済的なところ、財

政になってくるというのですか、町の財政的なところだって少しクリアもできるのかなとい

うふうに思っています。ですから、以前から本当はずっと思っていた統合問題でございます。

今回、教育長のお話の中で出てきたとき、大変歓迎をしております。こう書いてあるところ

から、教育長からこの辺の思いをお聞かせいただければありがたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 今、議員のほうから給食センターの統合、これのお話を頂いたとこ

ろでございます。私も執行方針の中に、令和３年度において虻田給食センターと洞爺給食セ

ンターの在り方、今後の在り方について検討を進めてまいりたいということで明記をさせて

いただいております。 

ご承知のとおり、平成18年に旧虻田町と旧洞爺村が合併をしまして、もう15年たってござ

います。これまでも地域の保護者の皆様の意向によりまして、洞爺地区と虻田地区それぞれ

学校給食センターを設置してございますけれども、衛生管理や施設管理を適正にやはり行い、

運営してまいりたいと。そのためには、老朽化が進んでおります虻田給食センター、これら

の今後も含めて、さらに児童生徒の減少、これらのことから、令和３年度に検討委員会、こ

れを立ち上げまして、給食センターの今後の方向性について検討してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 教育長から前向きなお話でありますから、当然検討委員会の中でも前

向きなお話の中で積みあがっていくのだろうと思います。私、今、経済におりますけれども、

前期は総務に、前期の委員の折にいましたが、給食センター、洞爺も虻田の給食センターも

見させていただきました。大変に本当に衛生面ではちょっと粗雑かなと、本当古い建物だな



－71－ 

というふうに感じたところでございます。そのころからずっと、お金をかけながら、両方に

いろいろな手当をかけると、やはり不経済かなというふうに思ったところでもございます。

できたら、場所なども立地のいいところに、子供の数も減ってますから大きなもの要らなく

なるかもしれません。そういったところで考えると、先が見えてくるかなと思いますし、こ

れを本当に検討委員会立ち上げましたら、すぐにでも結論を経て、そういった前向きに階段

一歩登れるような格好で進めていけるのだろうと思いますけれども、日程とかスケジュール

みたいなもの考えておられたらお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） すみません。スケジュールの関係なのですけれども、まず４月に

入りましたら公募委員の募集に入ります。それとめどなのですけれども、まず６月に第１回

の検討委員会を開催をしてございます。その後、２回程度検討委員会を行いまして、失礼し

ました、３回程度検討委員会を行いまして、２月もしくは３月頃には最終的なまとめをした

いというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 年度内に検討委員会の結論を経るというようなことだろうと思います。

当然、財政的なものを見ながらいかなければいけないと思いますが、給食センターというの

はまず町費がほとんどなのかなと思いますけれども、財政面を考えるとどんなふうなお考え

なのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 今のご質問の件でございますけれども、まず洞爺給食センターに

つきましては1,000万円程度、それと虻田給食センターにつきましては4,000万円程度という

ことで維持管理経費がかかっています。合計して年間5,000万円程度の経費がかかってござ

います。これが仮に施設の統合となった場合、当然、先ほど議員おっしゃいましたとおり、

維持管理経費の抑制とつながると考えてございますけれども、現時点での試算段階ではござ

いますけれども、約1,000万円程度は抑制されるのではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 経費の削減のこと聞きましたが、給食センターを例えば建てる、統合

と決まったわけではないですよ、その方向で考えるという検討委員会だと思いますけれども、

そうなると、やはりそこに出す、下地になるたたき台みたいなものが出てくるのだろうなと

いうふうに思います。やはりそうすると、統合ということを考えていただけるのであれば、

やはりそれなりの、ある程度の金額、財政でやはり次年度から順番にいけば、最低３年前に

は、３年後には建てられるかなというふうには感じますけれども、そこをめどに２億円です

とか、３億円ですとか、具体的な数字が出てくるのだろうと思います。そのうち、町費もで

きるだけ抑えたいのだけれども、どこかでいろいろなものが出てこないのかなと思うのです

けれども、その辺の経済的なところをお聞きしたいと思います。 
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○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 施設の在り方についてでございますけれども、今検討委員会で検討

していただく案といたしましては、事務局サイドとして考えている検討といたしましては、

まず三つほど考えてございます。まず１点目が、虻田給食センターを改修して、そこで１本

化して給食の提供を行う。それから二つ目が、洞爺の給食センター、これを改修して１本化

をする。もう一つが、新たに新築として建設をする。この三つほど考えられるかと思うので

すけれども、いずれにいたしましてもメリット、デメリット、財政的なところも含めて多々

あるというふうに考えております。そこら辺を事務局サイドで考えられる全てのメリット、

デメリットを出させていただいて、検討委員会の皆様からご意見を頂きながら、どの方向が

よりよいのか、ここら辺についてご検討いただきたいと思っている次第でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 教育委員会、小学校の問題やら保育所の問題やら、いろいろある中で、

今度給食センターという話が出てきまして、その中でどのような結論を得るかということで

すけれども、最初、小学校の中に保育所を入れるとかという話もありました。なかなか、そ

れは報告あったということで進んだけれども、結局別に新たに建てるというふうになった経

緯もあります。今回給食センター、その三つを検討委員会で話されるのでしょうけれども、

こっちのほうにも議会、協議会もありますし、総務委員会というのもありますので、その辺

のコミュニケーションを取りながら、上手にやってもらいたいなと。建てるのが40年、50年

という、またやらなければならないような建物にしてほしいと思うものですから、個人的に

は新築かなと思ってはいるのですけれども、経費を考えると給食センターはやはり改修、改

築しながらという話も出てくるかもしれません。その辺のところは、きちんと議会の方々の

意見も聞きながら推し進めてもらいたいなというふうに思います。３回の検討委員会で今年

中に出すということですから、その途中、途中でも結構ですので、そういったお話は議会の

ほうにもお願いしておきたいと。一言頂けますか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） まず、検討委員会はもちろん立ち上げますけれども、議員がおっ

しゃいましたとおり、議会とも透明性をもって様々なご意見等も頂きながら進めてまいりた

いと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 合併の折には、前町長もおられましたが、教育長であった真屋町長も

たしか教育長でおられたというふうに思います。その折、合併きょうの中では一応、各々の

食文化が違うので、地域の   もあるので一つでなく二つでいこうとなったと思いますけ

れども、町長も今回このお話がありますけれども、町長のお考え一言お聞きしたいなという

ふうに思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ちょうど私が教育長のときに、折しも行財政改革、その中で大きな二
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つの問題がありました。一つには、ビエンナーレ事業の休止、そしてもう一つには、洞爺地

区と虻田地区の給食センターの統合。これで相当洞爺の方々とも議論をさせていただきまし

た。その折に、異なる給食態勢と言いましょうか、食材も含めてそうなのですが、洞爺も虻

田も同じ単価を使ってやっているわけなのですが、洞爺のほうは、どうも地域住民の方々の

ご協力がありまして、野菜にしてもいろいろな差し入れがあったということ、そして比較的

調理をした後、短時間で学校に配食できるということで、特色ある給食、これが地域の方で

大変喜ばれていたと、なかなかやはり、かなり厳しいハードルがございました。合併して、

今先ほど教育長もおっしゃっておりましたけれども、15年が経過したと。町の様子も大分

変ってきたということもございますので、老朽化した虻田給食センター、これの問題も含め

て、やはりいま一度検討してみようということで今、教育委員会のほうで検討が始まったと

いうふうに聞いておりますので、ぜひ検討を進めてもらいたいなと。 

問題となるのは、財源でございますけれども、今、合併特例債よりも有利な過疎債という

のがございます。それが今年の３月31日で一応切れるというふうに言われておりますが、昨

年過疎法の総決起集会が首都圏のほうでありました。その折に、私も出席させていただきま

したが、非常に全国でこの過疎債というのを重要視している市町村がかなりあるのだなとい

うことを改めて痛感させていただいたわけでございますけれども、各政党の議員、ばらばら

でございますけれども、相当の数の議員が出ておられました。そして、与野党問わず、４月

１日付で新しい新過疎法をぜひつくるべきだという案が浮上しておりました。今、国のほう

でも、その方向に向かって動いているというふうに聞いておりますので、それに期待しなが

ら、新過疎法が出来上がった段階で、私どももちょうど計画を進めていけれるのになと思っ

ております。ただ、場所ですとか、規模ですとか、これは検討委員会の皆さんにいろいろご

論議を頂いて、まして今議員からもおっしゃっていただいたような、議員のほうとも十分連

携を取りながら、新しくできるもの、またはその改築にしてもいいものができるように期待

をしているところでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ぜひそのようにお願いをしておきたいと思います。結果を報告するだ

けの議会であれば、やはりちょっと、それは問題ないということかもしれませんけれども、

やはり人情、情けあります。やはり面白くない、面白いという話もありますので、そこはき

ちんと整理をしてお願いしておきたいというふうに思います。 

  次です。同じ給食センターの無償化のことなのですが、一般質問でほかの方からも出たと

思います。私もこれ、一つの目玉だなというふうにずっと以前から思っていまして、全ての

町村がやっているわけではありませんし、でもやり始めているところもあるというふうに聞

いています。まして、子供の数がどんどん減ってきますから、町の負担のほうも目に見えて

減ってくると。去年お話しした一般質問での話と今年とまた違う。中学出たらもう50人、60

人減っているのですけれども、入ってくるの30人、40人であれば、そこで20人も違う。それ

が、どんどんいくことによっては、もう、後から人口ビジョンの話も出てくると思いますけ
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れども、本当に目に見えて減ってきているということでございます。子供たちに、そういっ

たことを踏まえながら何とかならないのかと、町の子育て支援対策になりますし、貧困対策

ですか、いろんなことに加味してくるわけであります。それで、現状をちょっと、一般質問

ですから見ている方いらっしゃると思いますけれども、子供が何人いて、給食センター、来

年ですか、来年４月から中学３年生まで、何人の子供が給食センター、給食のお世話になっ

ているか、その人数をまずお教え願いますか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） ２年度の状況なのですけれども、519名の方が利用してございま

す。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 人数だけしか分かりませんか。年度的には。比較するものはありませ

んか。どんどん減っているということをちょっと分かっていただければと思うのですが。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ごめんなさい、結構です。どちらにしましても、本当に子供の数は目

に見えて減っているということは、誰が見ても、職員の方も、町の方が見ても分かるとは思

います。そんな中で、何とか子育て支援、うちの町、結構一生懸命やっているの、分かって

います。お祝い金やらオムツの配布やらということ、たくさんやっていますけれども、その

中で今回、例えば給食センターが一つになるということで、さっき言われたとおり、財政的

な町の負担が少なくなるというふうに思います。その辺のところも充てられないのかなとい

うような視点でお話をしています。先ほどちょっと管理課長から説明されていましたけれど

も、もう一度ちょっとその辺のところ、財政面のところ言っていただけますか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 先ほどの維持管理経費の関連かと思うのですけれども、洞爺給食

センターで年間1,000万、それと虻田給食センターで4,000万円、合わせて5,000万円の維持

管理経費がかかってございます。これを統合した場合につきましては、1,000万円の削減と

いう内容になります。それと、先ほどの人数の関係、申し訳ないです。令和２年度につきま

しては519名という形なのですが、合併時、平成18年度については1,015名ということで約５

割ほど、児童数については減少しているという状況でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 合併の折から比べれば、もう半数ということに、当然15年になります。

後から人口ビジョンで言いますけれども、2060年には、今から40年後です。後からお話しし

ますけれども、今回職員が20歳で入れば40年ですから60歳のとき、国のあったその研究所で

は、2,500、2,500人です。３分の１以下になると。町役場でも、本当に、そうならないよう

にいろいろなこと考えているわけですけれども、そうならないように一つの子育て支援とい

うのは大事だなと、親が入ってきて、育てやすい町だなと。本当に今以上の努力が必要なの

ではないかなと思うわけです。やはり地域が切磋琢磨しながら何とかやっていかないと、な
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かなかもたない。だから、隣の町がやっています、こんなことやっていますということもい

っぱいありますけれども、やはり、私、給食センターの無料化というのは、いずれ、今年は

もう予算ができていますからあれでしょうけれども、やはり一年くらいかけてでも、ぜひ無

料化の方向にいくようにお願いしたいなというふうに思っています。その辺のところを教育

長と町長から一言ずついただければと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 給食費の無償化につきましては、やはり財源をいかに継続確保する

かということが大きな課題になろうかというふうに思っております。仮に給食センター、こ

れを統合すれば、およそ年間1,000万円程度の維持管理費が抑制される、管理課長からお話

ししたとおりでございます。今現在、学校給食センターの負担といたしまして、保護者のほ

うから頂いている給食費でございますけれども、約2,600万円ほどの現状となっております。

先ほどの1,000万円の浮いたお金から約2,600万円を差し引きますと、やはり町の財源がそれ

でも1,600万円ほど生じるというようなことになろうかというふうに思います。 

ただ一方で、人口減少が進む中で、やはり定住化の促進、それから子育て世帯への支援対

策、これらを考えたときに、ほかの市町村がやっていないことに取り組む、この必要性も十

分認識しております。このため給食費の無料化につきましては、新たな子育て施策の一つと

して洞爺湖町全体で議論していく施策であるというふうに考えておりますが、まずは給食セ

ンターの統廃合についての議論と対応させていただき、その後に給食費の無料化について議

論させていただきたいなというふうに思っている次第でございます。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

〇副町長（遠藤秀男君） ちょっと私のほうから、財政的な面から少しお話をさせていただけ

ればと思います。 

  今、教育長からもお話がありましたけれども、本当に子育て支援の部分につきましては、

本当に全町的な形で検討していくべきものだと思ってございます。その中で、財政的なお話

をちょっとさせていただきますと、令和３年度の予算でいきますと、これから皆さんにご審

議いただきますけれども、子育て支援の独自支援という部分が、大体大まかですけれども

4,000万円ほどございます。先ほど議員からもお話いただきました出産祝い金であったりと

か、子供のインフルエンザ予防接種、また中学生までの医療費の無料化、高校生の通学費の

助成、保育料副食費の助成等、様々なものをさせていただいております。そのほかに、妊婦

であったり、乳幼児の健診であったり、児童手当だったり、放課後児童クラブと、様々なこ

とをさせていただいております。これらはいろいろ、国・道の負担補助金も頂きながらやっ

ているものでございます。そうすると、本当に非常に大きな額になるかなというふうには

思ってございます。 

  独自の事業の財源としては、一番大きなものがみんなの基金の取崩しを充てております。

また過疎債を適用させていただいたり、一般財源で実施しているというところでございます。

実は、そのみんなの基金、これの大きな柱がやはりふるさと納税になってございます。町の
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使途を一任される給付金がこれ、大体みんなの基金に積立てしているのですが、大体年間

5,000万円から6,000万円くらいというような状況になります。これに返礼品とまた様々な経

費を除くと、残りは約５割ということでいくと、2,000万円から3,000万円なのです。今回、

３年度も予算も大体２年度と同じくらいなのですけれども、みんなの基金から大体2,500万

円から600万円くらい取り崩しているというような状況になります。ということは、大体そ

の年に頂いたものを翌年度に大体それを使っているというような、寄附額がほぼ同額子育て

支援に回って、しているというような状況でございます。年度によってばらつきが当然ある

のですけれども、今、そういう状況になってございます。 

  また、町全体的な財政状況をお話ちょっとさせていただきますけれども、令和３年度の予

算編成、２年度もそうだったのですけれども、収支不足がどうしても予算編成上、出てまい

りました。令和３年度でいきますと、今年度負担の抑制のためにも、特定目的基金１億

9,000万円ほどを取り崩してございます。それでも収支不足が出てしまいまして、財政調整

基金３億5,000万円を取り崩す、今、案となってございます。特に令和３年度につきまして

は、電算システムの移行とか、また新型コロナの影響で税収も落ち込むと状況で、ちょっと

今までにない形もあったのですけれども、これまでも、どうしても財政調整基金を取り崩す

予算編成となっているというようなところでございます。そういうことからいきますと、本

当に財源をいかに確保するかということだと思います。税収が伸びるというのもなかなか難

しい状況にございますので、先ほど来のふるさと納税、これをしっかりと、さらに進めてい

く必要があろうかなと。これが一番早い道ではないかなというふうには思ってございます。

そういう意味からいきますと、このふるさと納税、しっかりと強化していきたいなと思って

ございます。 

また町全体でこれからしっかりと検討させていただきますけれども、本当に経済的な負担

を軽減することが、本当にそれぞれの世帯の皆さんから歓迎されることだと思います。ただ、

それだけではなくて、本当に必要とされる、子育てしやすい環境というのをしっかりと考え

ていく必要があろうかなというふうに思っております。教育の充実であったりとか、生活の

利便性、そういうのも総合的に検討しながら進めていくべきかと思ってございます。 

先ほど、統合により維持管理費が約 1,000 万円ほど削減されるという話もございました。

先ほど町全体の財政状況もお話しさせていただきましたのは、こういうことも含めてもう少

し時間を頂きながら、しっかりと検討させていただければと思ってございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ぜひひとつお願いをしておきたいと思います。ふるさと納税も最後に

言おうと思った。ふるさと納税も教育委員会のほうで、今回育英資金のいろいろな面で配慮

したということでありますし、いっぱいあったなと思ったその育英資金4,800万円が、そう

いうの使うともう半分ぐらいになってしまうと。だんだん、ですから、あれで物足りないの

ですけれども、やはりふるさと納税が物足りないのだなということでの、今回、３番目の質

問だそうと思ったのですが、一生懸命やるという話を副町長からされたので、ちょっとしか
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あれでしょうけれども、取りあえずそういったことで、財政を見ながらの支援ということに

全てなろうかと思います。本当に商売できるわけではないので、町として。やはりふるさと

納税というのは、大きな財源になれる。うまくやればなるというふうに思いますので、後ほ

ど教えてください。よろしくお願いいたします。 

それでは、人口ビジョンということで２番目に移させていただきます。先ほど言いました

けれども、現在の人口、そして言ってもらったほうがいいかもしれませんけれども、総人研、

社人研です、失礼しました。社人研が改定をされて、以前より悪くなったのかな、うちの町

の評価が。でも、うちとしては、うちの町に生まれる子供ですとか、入ってくる人の数とか

いうことで、何とか持ちこたえようということでまた違う数字が出ていますけれども、分か

りやすく2030年と、違うか、2040年です、2040年、20年後、それから40年後、先ほど言いま

したけれども、今回職員20歳で入れば60になったとき、その辺の人数の差をちょっと、洞爺

湖町の目標と社人研との話、ちょっと教えていただけますか。  

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 社人研の人口推計でございます。初めに、社人研の人口推計です

けれども、洞爺湖町の人口ビジョンを策定した2015年ですけれども、この際の国立社会保障

人口問題研究所の人口推計につきましては、2010年の国勢調査、国調の人口推計を基に算出

されたものでございます。現在の推計につきましては、その後の2015年の国調データにより

推計されたもので、今後、昨年も国勢調査を行っておりますので、その人口推計を基に人口

の将来推計というのは、今後変更されるものと考えております。 

人口でいきますと、社人研の推計では、2010年の国調との比較になりますけれども、１万

132人、社人研の推計では、2040年、4,927人ということで、51.4%の減となっているところ

でございます。現在、洞爺湖町では、合計特殊出生率または社会増減、こういったところを

改善させて、この人口減少の幅を少なくしていく、こういった目標を立てているものが人口

ビジョンでございまして、こちらの2010年の1万132人から2040年の人口を6,302人まで改善

させるとしているものが洞爺湖町の人口ビジョンでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 今、2040年の話ししましたけれども、15年に改定になった国の調査機

関、社人研では2060年には2,510人になるだろうと。でも、洞爺湖町は、頑張って4,524人に

しようということです。40年後、うちの町、頑張って半分です、今の大体。半分が40年後で

す。今、職員に入られた方が40年、ここの役場におられたら、そのとき管理職になっている

と思いますけれども、私らはいないかもしれません、ほとんど。そのとき4,500人です、う

ちの町。40年。でも、社人研で言っているのは2,500人です。 

ここでお聞きいたします。うちの町の出生率をお聞きしたいと思います。それと高齢化率。

そしてもう一つ、平均所得というのですか。うちの町、どれだけの方々が平均所得で生活さ

れられるのか、お教え願いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 
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○総務部長（佐野大次君） 洞爺湖町の合計特殊出生率は、令和元年度で1.22、高齢化率は平

成27年度の国勢調査ベースで41.4％、本年１月現在の住民基本台帳で42.0％、平均所得は令

和元年度に総務省発表の資料から算出した平均所得額が274万円となっております。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 数字を頂きましたが、今の数字は全道的に見てどの辺の立場に、立ち

位置にいるのか、洞爺湖町は。その辺、分かればお教え願いたいですが。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 洞爺湖町におきます道内との比較でございます。出生率では1.22

で、道内順位等の公表はございませんが、人口ビジョン策定時の1.25から平成30年度では

1.27と0.2ポイント上昇したものの、令和元年度では0.03ポイント減少の1.22となっており

ます。高齢化率は平成27年度の国勢調査ベースで、道内で39番目に高く、平均所得の274万

円は全道129番目と低いのが現状となっております。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 129番目というのは、それ所得でしたか。平均所得。はい、分かりま

した。179町村あるうちの129番目というふうな理解でよろしいですね。はい、分かりました。 

この人口ビジョンというのは、何でしょう、洞爺湖町の創生総合戦略の中に出ているもの

で、やはり住みやすいですとか、副町長も言われましたけれども、環境がいいとか、そうい

うところがないとなかなか定住につながらない、移住につながらないと。うちの町でもいろ

いろな担当課が一生懸命携わってやってもらっていますが、結局のところ、でも一生懸命

やっていることは認めながらです、やはりなかなかそれがとどめられないという現実なのだ

ろうと思います。 

うちの町の産業的な構造ですか、やはり観光業というのはなかなかさらり、さらりといい

ますか、その辺のところの安価が安いと、単価が安いと、労働力が安いと、普通の仕事に比

べると、というふうなところがあるのかなと思いますし、福祉のほうもこれから上がってく

るのかなと思いますけれども、結構な施設ありますけれども、何かその辺の位置もちょっと

低いのかなという感じをしています。その辺のところ、しっかりしたデータ持ってお話しし

ているわけではありませんけれども、なかなか出入りが激しくて定住できないというような

環境があるのかなと思います。その辺の改善もしないことには、まず定住、いる人にいても

らう、働く場所にいてもらう、が駄目かなと思いますし、住んでもらってやはりいいところ、

何か洞爺湖温泉に働きに来る方でも、伊達から来られる、壮瞥から来られる、豊浦から来ら

れると、こうやって地元にいられる方よりも多いと、そういった環境づくりも必要なのかな

というふうに思っています。その辺の努力されていると思うのですけれども、この辺の数字

を見ながら町のこれからの施策、施策というか考え方、今までも当然やってきているのです

けれども、やはりより一歩踏まえてやらないことには、黙と見ているだけでこうなってしま

うということですから、町で考えたよりもまだ減っていると、間違いなく減るというふうに

私思うのですが、その辺のところいま一度ちょっとお聞かせ願いたいと思うのですが。 
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○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 人口推計の部分で、2020年、昨年の国調でございます。昨年10月

１日を基準日として実施された国勢調査の人口につきましては、その速報値が、調査機関や

審査期間の変更から、これまで２月に公表されていた数値が、今回６月の公表となってござ

います。当町の独自推計によると、人口は約193人減の8,453人となっております。先ほどの

社人研の推計8,356人からは97人の増となっており、社人研の人口推計より改善された推移

として100人程度増となっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ありがとうございます。その都度、またこれ、改定になってくるのか

なという気がします。５年ごとの改定なのです、これ。社人研も。ですから、あれかもしれ

ませんけれども、社人研のよりも、想定よりも高いけれども、町の想定よりも低いというの

が実態であります。本当に子供がなかなか産まれない、また定住から離れてしまう、来ても

らいたくてもなかなかその辺の下地が、環境づくりがうまくいっていないところがあるのか

なと思いますし、宣伝が足りないのかなということもあります。その辺のところは、庁舎全

体でいろいろなこと考えながら、１人でもやはり住みやすいまちづくりをしていかなければ

いけないのだろうと思います。この辺の人口ビジョンを見ながら、その辺のところも町長か

ら今後について、町の理想というか、減っていくうちの町の人口について思いを一言頂けれ

ばありがたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今現在の状況で今後の推計でございますけれども、やはり生まれてく

る子供の数が少なく、お年寄りが増えていくということで、高齢化率がこのままでいったら

相当高くなるだろうということが予測されます。そんな中、私どものこの洞爺湖町、風光明

媚な洞爺湖温泉を抱え、そして農業・漁業がある、本当に地域的には素晴らしい場所かなと

いうふうに思っております。 

そんな中、今、政策ではございますけれども、一時期、生産人口を増やそうということで、

洞爺地区のほうに２棟16戸の単身者住宅を造らさせていただきました。結果的に、働く場所

があるのだけれども、他の行政地区のほうから勤めに来ている。開けてみると、そこも16戸

全て、すぐに埋まってしまった。今聞いていましても、若い方が入れる住宅がやはり少ない

なというのが、私どもの町に対する評価というふうに聞いておりました。 

そんな中、今清水の団地、こちらのほうにつきまして、平屋の古い年数のたった公営住宅

がありますけれども、順次政策的に、今そこの受入れを止めております。なおかつ、新しく

そこを退去していった方のところについては、空き家にしておくということで、新年度予算

でも何棟か解体をする予定にしております。そういうことをやりながら、できればその地域

に、これは将来の財源的な問題もございますけれども、単身者住宅を造ることによって、例

えば洞爺地区あるいは温泉地区、そしてこの虻田地区、こちらのほうで雇用に勤めに行って

いただいて、この地域に住んでいただき、生産人口を少しでも増やしていきたいな。それと
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合わせて、やはり観光産業もそうでございますが、今いろいろとお話を承っているところも

ございます。そういうところにも、本当にこれが実になっていけば、生産人口につながるこ

とになるかなと思いますし、今が本当に辛抱どきかなと思っておりますので、それまで私ど

も基盤整備づくりといいましょうか、公営住宅の解体あるいは新しい計画、こういうものを

整備しながら、ここは耐えていかなければならないかなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） いろいろ町のほうでも考えているということでございます。ほかの地

域もしっかり取り組んでいると思います。遅きに失しないように、また負けないようにとい

うことで頑張っていかないと、やはり実際負けてしまうと。私は本当に洞爺湖町という名前、

バリューはやはりほかには負けないところを持っていると思います。町長の言うとおり、ジ

オパークやっていますよと、縄文遺跡も今度は、もう前からやっていますけれども、もっと

大きな名前になりますよとか、洞爺観光、支笏洞爺国立公園と、いろいろなところであるわ

けで、何もないところに何か私ら、視察行ったり、研修行ったり、会派でもしましたけれど

も、ええ、というようなことがいっぱい出てきたりなんかもしますので、ぜひ先を見ていた

だいて、投資するところは投資する、頑張るところは頑張るというふうに言っていたければ、

議会は議論させていただきながら前へ進めることができるのだろうと思いますので、お願い

をしておきたいと思います。 

３番目でございます。ふるさと納税についてということで、私のライフワークみたいもの

で一般質問出ました。決算ですとか予算の委員会でも質問させてもらっていますけれども、

なかなか目標に達してないのではないかなというふうに思うものですから、まず２年と３年

の見込額をちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） ふるさと納税の見込額でございます。令和２年度の決算見込額と

して、3,464件、約7,600万円を見込んでございます。令和３年度につきましては、当初予

算額として4,689件、１億800万円を見込んでいるというような状況でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 私も、決算のとき、予算だった、去年の今です、予算委員会あったと

き。あのとき、私、一部反対あった中で賛成討論させてもらった折には、入湯税の話もあり

ましたが、ふるさと納税のお話をさせてもらったときに、予算委員会の特別委員会ですか、

総括か何かでお話しさせてもらったときに、町長からやはり担当を置いて、しっかり取り組

んでまいるのだというようなお話を頂いて、それは少し、コロナ禍だけれども頑張っていけ

るのだろうなと、そんなお話をさせてもらいながら、賛成意見をさせてもらったと記憶して

います。努力が足りなかったというばかりではないと思いますけれども、何か実績にいって

いないというふうに感じますけれども、その辺の感覚、その辺のところをお聞きしたい。ま

ず、担当職員は置いて頑張ったのですよね。ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 
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○総務課長（高橋謙介君） 本年度におかれましては、担当職員の配置はコロナ対策の影響な

ど様々な要因がありまして、配置はできていないという状況でございます。 

取り組んだ対策の中身につきましては、１点目に、まず寄附サイトを一つから四つに増や

して、受入れ間口を拡大しております。あと２点目には、寄附拡大には、まだ町の商品のす

ばらしさ、よさというものを知ってもらうということが大事でございます。それには、一番

口コミが効果があるというふうに認識しておりますので、そのためにふるさと応援団という

のを創設しまして、町のよさやＰＲなどを全国各地からＳＮＳを通じて発信していただくと

いうことを行ってございます。３点目には、昨年10月に洞爺湖満喫ツアーということを実施

しております。応援団の方々が実際洞爺湖に訪れていただいて、食や景観、アクティビテ

ィーなど、様々な実体験をやっていただいて、そのよさ、すばらしさを改めて感動していた

だいて、その場からＰＲしていただくということも実施しております。そのほか、ジオパー

クと連携した故郷応援団の加入促進、クラウドファンディングなど組織を挙げて取り組んで

きたところでございますが、目標額は達していないというような現状でございます。 

届かなかった分析につきましては、寄附件数は前年度より３割ほど伸びています。件数は

伸びているのですけれども、金額の伸びが５％というような状況でございます。これは例年、

宿泊とか体験、そういった洞爺湖町のほうに来ていただくというようなふるさと納税の返礼

品もございますが、そちらが大体3,000万円程度ございます。そちらがコロナの関係で今年

はかなり落ち込んでいるというような部分が大きな要因ではないかというふうな形で分析し

ているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） そのふるさと納税ですけれども、前年度が7,600万円、この7,600万円

は全道ではどの辺の立ち位置になるのですか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 詳しい順番はこれから発表されるかと思いますけれども、例年、

北海道の中では下のほうの部類にいると認識しております。 

 ○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） そうなのですね。ですから、さっきも言いましたけれども、本当、洞

爺湖町という名前があるので、何かその辺のメリットを使ったところができないのかなと思

いますし、やはりそこで儲けるというとおかしいですが、出れば町の産業というか、その商

品もうるおう。多分、こんなこと言ってももう当たり前のことでしょうと言われます。ふる

さと納税の大事さというのは、もう当然、もう認識され始めているというか認識しています

ので、使えるわけですから、さっき言った子ども支援、給食センターの無料化にもつながる。

増えれば堂々とできるわけです。堂々とできる。いろいろなこと使えるわけですから、やは

りその辺のところは取り組んでもらいたい。 

１億800万円の目標だったのにということですが、件数が増えているけれども１人の単価
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が減っているという話を頂きました。やり方として、許されればです、ここにうちの子供が

どこかにいるのだと、うちの誰かがどこかにいるのだというふうになりのお許しを頂ければ、

ダイレクトでそういったうちの町の趣旨なり、現況などを踏まえて、誰か出すとか、そうい

うことやっていますか。ちょっとやっていたら、ごめんなさい。その辺のところやっていま

すか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 外部のＰＲの部分につきましては、ふるさと納税していただいた

方々、登録、メールアドレス等の登録がされます。そちらの方とか応援団の方々に対しては、

ふるさと納税の商品のみならず町のいろいろな情報を発信して知ってもらうという形で取り

組んでいることはしております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） １回された方、またリピートですか、していただけることで、また出

すということはいいですけれども、新規に、やはりうちの町の出身者、そういった誰彼とい

うふうに行くとか難しいかもしれませんけれども、そういったことのお許しを頂けるのであ

れば、どんどん出すべきだと思う。ダイレクトですから、ある意味一方的ですから、その辺

のところは融通利かせていただければ、ああ、そうかという方もおられるのではないかなと

いうふうに私、思います。されたくても、ちょっとそういったことがあれば、余計背中を押

してもらえる格好で、ではしてみようかと思う人もいるかもしれないので、そういった方々

にもぜひ、どこかの町でしたら学生支援のために自分たちの物産を送ったとか、学生に送っ

たとかってＰＲしてくれと、今回はあれだけれども、懐かしいだろうといって送ったとかと

いう話もありますよね。ああいったことだってＰＲになるわけですから、そういったことで

うちの町の産業、品物がこんなのあるのだということも、うちの町の出身者がどこかに、東

京行ってても分からないかもしれない。そんなことがあれば、ぜひともそういったところも

推し進めてもらいたいなと思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 町の出身者というような部分につきましては、東京虻田会という

ような会のときには、ふるさと納税のＰＲはさせていただいたことがございます。ただ、今

言ったような学生への支援というようなことはこれまでやってきてないという部分でありま

すので、多様なＰＲというのは知ってもらうためには大変重要であると私ども認識してござ

いますので、今後の、今年度以降の取組の中で検討させていただきたいと思っております。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 質問は、私ども先進地というところが、勝手にですけれども、行って

きたことが何回かございますし、それぞれ一般質問した中でもそういったことをご紹介した

会派も幾つもいると思います。ぜひ、研修というのは必要だろうと私は思っています。ぜひ、

担当者をつけて、研修に行かせると。目標を持って、本当にその辺のところを専属的にやっ
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てもらうと。やはり、二股三股ではちょっとなかなか力が入らないし、ちょっと分かりにく

いところも出てくるのではないかと思います。本当、大きな財源の一つになるわけです。１

億円入ったら5000万円、うちの町に入るわけです。そのところの環境ですか、現状維持なら

駄目だし、ほかの町は本当にうちの町よりも上なのですから、うちは下のほうなのですから。

ですから、その辺ところを最低平均値、いや、もっと上いってほしい。やはり誰にしても思

うことなので、その辺の努力を、どうしてもこの場でしたらしておかなければいけないと私

思うのですが、町長、どうでしょう。担当者をつけていただいて、そういった人間、きちん

と先進地、きちんと行かせる。私、前行ったの上士幌ですとか、どこでしたか、何か所か行

きましたよね。白糠も行きましたし、白糠を知らぬかというのですか、それ。本当、いろい

ろなアイデア使ってやっています。ぜひ、本当に、行って、見て、話して、させてください。

どうでしょうか、町長。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほど担当課長も述べておりましたけれども、今年度におきましては

コロナ禍ということもございまして、ふるさと納税のほうに担当職員を置くことができなか

った。これはもう、深くお詫びするところでございますが、新年度におきましては、間違い

なく担当者を置くということで今考えております。そして、今ご紹介頂きました先進地視察、

これも本当に大事だなというふうに思っております。 

町内にはいろいろなお店屋がありまして、ふるさと納税になり得る商品を提供していただ

いております。その中でも、これはと思うような商品が幾つかございます。そこのところに

つきましては、この間も実は担当者と一緒に訪問して、何とかふるさと納税に寄与していた

だけないだろうかと。議員もご承知のとおり、白糠あるいは根室、こちらのほうでは、ふる

さと納税になり得る商品を作るだけで１年の収益がその会社としてあるというふうにも聞い

ております。ぜひ私どもの町でもふるさと納税の返礼品で会社が伸びていく、そういうふう

なものにしていければなと。そういう思いを込めて担当者を置くわけでございますけれども、

ただ担当者１人だけに任せるということではなくて、やはり町を挙げてこのふるさと納税に

しっかりこれから向かっていかなければならないな、そういう覚悟を持って取り組んでまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君）  町長の覚悟を決めてのお話だという話、聞かせていただきました。

私、今回三つの質問させてもらいましたけれども、全部通じるところは子育て支援、給食セ

ンター無料化もそうですし、人口ビジョンと話したの、やはりその辺のところです。住みや

すいまちづくりです。最後はふるさと納税、これ増えれば子供にいくのだというような私、

この思いあります。ぜひ、この辺のところを察知していただきたいなと思いますし、町長の

執行方針の中に、「心豊かに子供を育むまちづくり、子供たちへの支援や子育て環境の改善

は人口減少を抑制する上でも重要な位置づけとなります」と述べてられます。ぜひ、この１
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年、花が咲かないまでも、その下地をしっかりつくといただける格好で取り進めてもらいた

いと思います。 

議会に対しても、いろいろご報告、またご議論させていただければありがたいと思いまし

て、挨拶させてもらって、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、７番千葉議員の質問を終わります。 

ここで休憩といたします。再開を 11 時 10 分といたします。 

                               （午前１０時５５分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時１０分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を続けます。 

次に、８番、今野議員の質問を許します。 

  ８番、今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今野です。一般質問をさせていただきます。 

  今日、この３月８日、国際婦人デーというこの日に、ちょうど私がこのジェンダー平等に

ついての一般質問をできるというのがとても嬉しく思います。このジェンダー平等について

ですが、今回のオリンピック・パラリンピック組織委員会の会長森喜朗氏による、「女性が

多い会議は時間がかかる」などの発言によって、ジェンダー平等問題が大きく報道によって

取り上げられるようになりました。発言を取り消し、お詫びしますと言われましたが、結局

のところ会長を辞任されました。森氏自身は、会長を辞任するほど自分はよくない発言をし

たのだろうかと納得されていないように私には見受けられました。 

町長にお聞きします。この森氏の発言をどのように受け止められましたか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 森東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員長の発言として、

大変不適切な発言をしたなという、今のが率直な意見でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当に不適切と思われます。私の考えではありますが、今回の森喜朗

氏の発言が、もしもこのオリンピック・パラリンピック大会組織委員長でなければ、そこの

会長でなければ、またはその委員会の中での発言でなければ、これほど騒がれることもなく、

「反省します」で済まされていたのではないかと私自身感じます。また、この中で私が一番

残念に思えたのは、その場で笑いがあったという、私、この笑いから一つのことを思い出し

たのです。ある１人の子がいじめられているときに、笑う人がいても、その中にその子をか

ばう人がいない、１人もいなかった。その後、大きくなって、その子はいじめた子より周り

の人が憎かったと言っていたことを、私は一番先に思い出したのです。女性に対して差別を

する、口に出した人も、そこで笑った人も、きっと今のいう悪気がなかった、単なる冗談で
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済ませる、そういった済ませることのできる普通のことだったのではないでしょうか。そこ

にいた人たちにとっては、育児や家事は女性がするもの、女らしく、男らしく、男は一家の

主として家族を養う、そうでなければならないなど、親から子へ、長年と伝えられてきまし

た。それが普通のこと、そうすることが正しい常識として育てられてきた固定観念が幾つも

ある。 

そういった中で、それが男女差別、またはほかのいった差別に気づかない人々がいまだ大

勢いると私は感じています。日本からの避難が出ても会長を辞任しない、また続行するとい

う空気がありましたが、外国からの非難でやっとオリンピック・パラリンピックの組織委員

会長を辞任されたことで、そのことが表れているのではないでしょうか。 

長い間、それほど日本では男女の格差が当たり前のごとく、男性社会の下で行われてきた

ことが分かります。賃金の格差、地位による格差、日本だけと言われる結婚による同姓の強

制、また性の多様性に対する理解なども含まれますが、男性も女性も本気でこれを警鐘し、

社会を変えていく必要があると私は感じています。 

当町においても男女共同参画を掲げております。現在、当町の職員は何名で、そのうち女

性は何名いるのか、また常勤・非常勤、そして役職など何名いて、女性はそのうち何名を占

めているかお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 当町の職員に関する状況でございます。まず、正職員における部

分でございますけれども142人、令和２年４月１日の数字ですけれども142人いまして、女性

が56人。男女比率につきましては、男性60％、女性40％で、非正規職員における男女比率に

つきましては、まず総数で135人ございます。そのうち女性が109人、男性が26人、男女比割

合につきましては、男性が20％、女性が80％ということになってございます。 

あと、管理職における男女比率につきましては、管理職総数でいきますと41名ございます。

そのうち女性が８名、男性が33名、比率に直しますと男性が80％、女性が20％。係長におけ

る男女比率につきましては、総数で28名おりまして、女性が10名、男性が18名、比率につき

ましては男性が65％、女性が35％というような現状でございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 政府は2020年までに、社会のあらゆる分野で指導的地位の女性の割合

30％にしようということで目標を掲げておりました。しかし、現状は１割程度です。実現さ

れなかったので、新たに女性共同参画の計画策定、この30％の割合を2020年代の可能な限り

早期にと10年の幅を持たせて、これを先送りするような形を取っています。取ろうとしてい

ます。前進どころか後進させる、そういった状況です。 

世界各国で、男女平等度を表すジェンダーギャップ指数というものがあります。これは

2018年、153か国中、日本は110位と低い位置でしたが、2019年になると153か国中121位。世

界から見ても後退なのです。これは、人数的には日本でのパーセント率が下がったわけでは
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なくて、各国がそれに対して一生懸命頑張って、そのジェンダー平等を改善していった。そ

の結果、日本はますます順位を落としている。そうですよね、日本がさっき10年も幅を持た

せてまた遅らせようとしている。これは本当に恥ずかしいことです。後からも出てくるので

すけれども、本当に、この世界、半分は女性がいるのですから。この30％、この当町の町職

員の割合でいても、非常勤の約80％を女性が占めています。また、管理職において、課長補

佐が管理職として約20％を占めているものの、課長・部長となると0％になってしまいます。

このような数字をどう捉えるか、またその原因となるものとしてどういうことが考えられる

かお聞きします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 管理職で20％という部分の捉えでございます。女性管理職の登用

につきましては、国において、議員をおっしゃるとおり30％の目標というところが先送りさ

れました。ちょっと実際の状況という形で、内閣府で公表している自治体の割合等を確認し

てみますと、令和２年４月１日現在、全国の市町村における女性の管理職の割合は16.8％、

北海道内の市町村では22％となっております。この数値からしますと、当町の20％という割

合は、全国、全道的な平均から見ても極端に少ないというような部分にはないというふうに

は認識してございますが、課長職・部長職というのは0％ということでありますので、役職

ごとに比較すると少ない状況にあるというふうに考えてございます。 

次の原因の部分についてでございます。これにつきましては、平成27年に女性活躍推進法

という法律に基づきまして、役場庁舎内の特定行動計画というものを作ってございます。女

性職員中心にこちらのほうは計画を策定しているのですけれども、その中で女性管理職の割

合が男性に比べて低いということの要因に、女性職員の全体数がまずは少ないこと、それに

は出産・育児で離職を余儀なくされたことが過去にあったことなどが挙げられておりますの

で、それが主な要因というふうな形で考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） やはり出産・育児というのは、大きなリスクですよね。その原因に

なる、本当の中心にこれが来ているのかもしれないと思うほどです。この少子化、高齢化、

少子高齢化の進展、国内経済活動、この成長化などによって、日本の社会経済の情勢の急

速な変化に対応していくには、女性抜きでは困難。男女共同参画の社会実現は、非常に重

要な課題になっているとあります。 

これを裏づけるような一つの例として、出産率の高い国では、男女の労働時間の差が少

なく、男女が共に家事や育児をする傾向があると言われています。男女が平等なんて当た

り前のことが、1999年にもなって改めて男女共同参画として取り上げられるほど、女性は

様々な場面で性差別の中に置かれていたことが、このコロナ感染の中において、不安定雇

用、家庭生活の定年期、女性を取り巻く状況の厳しさを増すデータが相次いで、次から次

と出されることになりました。産休や、先ほど言いましたように産休・育児、育休、これ
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産休や育休も確実に保証はされていません。一応、ありますよと言っていても、実際にな

かなか取りにくい。また、それを保証している会社も余り少ない。なぜならば、その仕事

をしている女性自身が非雇用またはパート、そういった感じで保証されていない。そうい

ったものも多いからです。誰もがこれを取っていけるわけではありません。また、男性に

とっても、この育休や何かは保証されていますが、まだまだそれに対しての、男性の育休

を取って一緒にやるのだという、職場内での空気、率先して上司が取れよと言わない限り、

なかなか取りづらいというものがあります。当町において、この職場ではどういうふうな、

男性の育休はどのようなくらい取られていますか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 男性職員の育児に参加する休暇等に関してでございますけれども、

休暇という形で、出産したときに取れる休暇と、あと育児休業と２種類ございます。男性職

員、この育児休暇というものについては、ほぼほぼ皆さん取られているというふうになって

ございますが、育児休業になると、過去に１人だけ６か月取ったということがございますが、

それ以外はないという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当にこれが全員取れるような形でやっていけれたらなと思っていま

す。また、女性が多い職の保育士、そして保健師、それから介護士や看護師、ケア労働者で

す。そういった女性の多い労働職、これも本当に待遇の改善が必要と思われるような労働条

件に置かれています。このジェンダー平等を進めるには、伝統的な女性の視点、こういった、

女性はこういう職業だというところだけではなく、まちづくりや産業振興なども含め、全て

の政策や施策について、計画、実施、監視、評価、その全ての段階で、男女の違いなく同じ

成果が挙げられるよう、女性が制度や規則など、決定づける場所に男女と同じ人数で参加で

きるよう、町職員には限らず、これが地域や会社、社会などに参加することが必要となって

います。まず、その段階で、この町内での、この町の職員であって30％の割合の実現、これ

に向かって女性の声を聞き、何をどのように進めるか、具体化が必要です。考えていること

がありましたら、お聞きします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 女性の登用でございます。業務や人材に多様性が求められる中、

女性職員が積極的な登用というのが非常に重要であるというふうに私ども考えてございます。

先ほど申しましたとおり、行動計画というものがこの町にはございます。これに基づきまし

て、これまで女性職員数をまず確保しましょうと。その後、出産・育児で離職しなくてもよ

い職場づくり、環境づくり、そういうものをつくっていきましょうと。あとは、女性職員の

多様な部署への配置というものを進めて、管理職への登用ということを進めてきたという形

でございます。それによりまして、成果といたしましては、平成27年度当初、女性職員の数

が32％だったものが40％で、管理職の割合につきましては、27年度13％であったものが、
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20％まで改善されたという形になってございます。 

今後の取組という部分につきましては、この計画というものが策定５年経過してございま

す。また改めて実情に応じた計画のほうを、女性職員の意見も踏まえながら見直していきた

いというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） どんどんそれを進めていってほしいと思います。また、そこの部署だ

けでなく、全部署に女性がそうやって入り、30％、全職場所に30％が入れる、そういった職

場を願っています。 

次いきます。就学援助制度の改善について伺っていきます。 

新型コロナ感染による経済的な打撃は、多くの人に影響を与えています。その影響は、立

場の弱い人にほど重くのしかかっています。それは、その家庭の子供たちの影響にも及びま

す。現在、洞爺湖町の就学援助の基準はどのようになっていますか。また、申請の期日はど

のようになっていますか。２点、お聞きします。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず１点目のご質問でございますけれども、就学援助の認定の件

でございますけれども、平成30年度までにつきましては、世帯の前年度分の収入金額、これ

を基本として認定してございますが、平成31年度に、これの支給に関する要綱の一部改正を

行いまして、世帯前年分の所得金額、これを基本として認定することとしてございます。 

これまでの認定の判定に用いる収入金額、これにつきましては、経費を差し引く前の金額

ということもございまして、手取り金額となっていないということなど、実情に合ってない

ということもございますことから、所得金額を基本と認定とすることによりまして、これま

で就学援助の認定にならなかった世帯の方、３名程度という形で認識してございますけれど

も、これらの世帯の家庭につきましても認定となってございまして、お子様の学校生活に必

要な費用の一部につきまして、本制度によりまして支援を行っているというところでござい

ます。それと件数なのですけれども、小学校では、令和元年度なのですけれども82世帯、要

保護は７世帯、準要保護75世帯、それと中学におきましては60世帯、要保護７世帯、準要保

護53世帯という状況になってございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今年度の申請数、前年度に比べて変化はありましたか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 令和２年度の、今年度の見込みなのですけれども、小学校で74世

帯、それと中学校で56世帯となってございます。令和元年度と令和２年度の比較なのですけ

れども、小学校については前年比で６世帯の減、それと中学校におきましては４世帯の減と

いう状況になってございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 
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○８番（今野幸子君） これは、子供の数の減に伴いますか。それとも別な原因でありますか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） これにつきましては、今議員おっしゃいますように、子供の減少

に伴います認定者の減というふうに捉えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） この就学援助を受ける要件の中に、保護者の失業、倒産が書かれてお

ります。この失業と倒産だけではなく、この要件の中には休業、もちろんシフト減は、国で

シフト減は失業と認めると言っていますので、そのシフト減も含めてこの要件の中に入れる、

加えるべきと考えますが、いかがですか。休業せざるを得なくて休業し、それによって収入

が途絶えてしまう、この点においては、失業も倒産も同じではないかと思うのです。そうい

うことについての考えはいかがですか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず、今の休業にあった場合の対応ということで、認定の対応、

要は失業者と同じような形での対応としたらどうかというご質問かと思いますけれども、令

和３年度の、仮に令和３年度の就学援助の申込みされた方につきましては、前年、令和２年

中の所得金額が基準なりますけれども、平年の所得金額を比較して減った場合につきまして

は、認定基準に照らし合わせて、基準を満たすことになれば、令和３年度につきましては就

学援助の対象者としまして支援をさせていただくということになるかと思います。それと令

和３年度の就学援助の申込みをされた方で、仮にその認定基準に照らし合わせて基準を満た

さない場合、これにつきましては、令和３年１月以降、さらに所得が減った場合につきまし

ては、先ほどいうような認定者の失業、倒産等により著しく収入状態が悪いと認められる者

に該当するかということにつきましては、これにつきましては実態の把握を行った上で、こ

れは柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（大西 智君） シフト減の件は。質問の中に、シフト減に対して。よろしいですか。 

  今野議員。 

○８番（今野幸子君） ちょっと、今から聞こうと思っていたことがあれなのですけれども。

今言われましたように、特別な事情がある場合、通常は前年の収入によって、今年決まって、

それを受けるかどうか、その基準に照らし合わせて考えられるということなのですが、申請

時の収入の状況で判断をする。これを今度は柔軟な対応をもっと行なってほしい。既に対応

を行っているこの市町村。対応してなかったこの基準の柔軟性です。それを行っていなかっ

た市町村について、現課の状況を鑑みた柔軟な対応を促していただくようお願いしますと書

かれている文言がありますが、この柔軟な対応について考えることとして、今までとある基

準です、その所得に変わったという以外に何かありますか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 現時点におきましては、先ほど議員おっしゃいました収入、要は

休業によって、基本、失業については、失業とか倒産の場合については、要綱としてうたわ
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れていますけれども休業にはないということで、失業それと倒産に準じた形で柔軟に対応し

ていきたいというふうに考えてございます。ご理解いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 柔軟な考え方の中にそれを含めてくれると、とても嬉しいと思います。

その柔軟な考えの中に、様々なことが考えられるのは、例えば町民税の非課税、これに非課

税だけでなくて減免を加える、または国民年金の保険料の全額免除、ここも全額でなくても

減免も加える。青色申請だけでなく白色申請も、その他として固定資産税や減免猶予、生活

福祉資金を受けている人、それから職業安定所なんかに登録している人など、もう現に困窮

している家庭の子供たちが１人でも多く就学資金が受けられるよう、援助が受けられるよう、

要件を広げることが重要だと思います。就学援助を受けられる対象者を増すために、その用

件を広げる考えも、前年度の分は今年いきますよね。なお、今年度でそういった、まだまだ

このコロナは続いていますので、そういった考えはありますか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず、今議員おっしゃいます家庭の諸事情を考慮されるかという

内容かと思いますけれども、重複するかもしれませんけれども、認定基準に照らし合わせて、

認定とならない場合の対応なのですけれども、例えば借金等の返済、それと病院への対応や、

それと子供の進学による支出の増加ですとか、こういったものが各ご家庭の諸事情ではない

かなというふうに捉えてございますけれども、コロナ禍の状況がいつまで続くのか、現時点

におきましても不透明な部分が多いということでございますけれども、今後、保護者から相

談があった場合につきましては、内容を詳しくお聞きしまして、対応できるかどうか検討し

てまいりたいというふうに考えてございますのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ちょっと順番が、ちょっとあれなのですけれども、今聞いたのは、家

庭の諸事情、それも当然なのですが、要件として、もともと要件の中にこういう人も入れる

よという、まず受け皿です。その受け皿の柔軟性をどうするか。その上で、今言われた家庭

の諸事情、それも考慮して考えていく。もちろん病気や、先ほど言われたようにローンだっ

てもう組んでしまったと、もう収入があると思って、こんなことになろうとは思わず家を建

てた、車を買った、いろいろローン買ってしまった。財産あるからそれは受けられませんよ。

そして、そういうふうになると、結局それらを手離す。手離すことによって、その人たちが

今後の仕事に支障が起きたり、住む家がないけれどもローンだけは残った。立ち直るのに時

間がかかっていくわけです。そういった手助けも必要になってくるかと思う。だから、先ほ

ど言われたその諸事情の中には、そういった財産があったとしても、そういう特別な、家庭

での予想外のもの、そういったものを考慮してくれる。ただ、規定の中の基準に当てはまら

なくてもという、その点ではいかがですか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 就学援助でございますけれども、当町には洞爺湖町就学援助の支給
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に関する要綱が定められております。この中で、対象者というところでは、生活保護世帯に

準ずる世帯という定めがございます。その中で、認定者の要件の中には、特別な事情により

著しく生活が困窮していると認められる者というような一文が入ってございます。これらを

また実態等を把握させていただいた上で、十分この点について、該当となるかどうかも含め

て調査をさせていただき、お聞き取りさせていただき、判定、認定についての可否を決めさ

せていただくというような、要綱に基づいた形で進めさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 家庭のそういった状況を本当に見極めていただいて、助けてあげてい

ただきたいと思います。このように、外れた人も、ごめんなさい、これまでの対応は令和２

年度の申請で外れた人への対応、これからの対応となると思うのですが、申請を、例えば遅

れた人、３月５日までですよね、たしか。申請は。期限は。もし、それを都合によって何日

か遅れてしまったと。そういった場合には、どのような対応になりますか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 令和３年度の就学援助関係の申請の期限につきましては、一定の

目安として３月５日という形で対応してございますけども、間に合わなかった場合の対応に

つきましては、年度途中の申請も可能であるということ、それと就学援助の対象者として認

定された場合につきましては、日割りの計算により対象等の費用の一部を支援するという内

容になってございます。会社や個人事業を休業した場合の対応は、先ほどの話になりますけ

ども、相談や申請があった場合はつきましては、先ほども答弁させていただいてございます

けれども、可能な限り柔軟に対応して、お子様の安心した学校生活を送ることができるよう

に努めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今、年度途中でもと言われたのですが、それはどこでもという意味で

すか。随時、そうしたら受けますよというふうに取ってよろしいですか。ありがとうござい

ます。 

やはり急に家庭の収入が減ったということで、子供に影響して、子供が来年まで申込みで

きないとなれば、やはり子供たち、来年まで我慢しなさいよ、あんたはね、今年は大変なの

だからということになってしまうので、それだけは避けたいということで、随時受付しても

らえるということは、本当に助かってよかったと思います。ごめんなさい。 

子供が安心して本当に学べる環境をつくってあげるというのは行政の責任ですから、いっ

ときも子供を放置することなく、子供を来年度まで我慢させない、そういった状況で、本当

に審査を柔軟に見ていっていただきたい。これはもう、念を押して申し上げたいと思ってい

ます。よろしくお願いします。次の……。 

○議長（大西 智君） 次の質問に入りますか。 

○８番（今野幸子君） はい。 
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○議長（大西 智君） それでは、ここで休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

                               （午前１１時４８分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 午前に引き続き、一般質問を続けます。 

  ８番、今野議員。 

○８番（今野幸子君） 初めにちょっと訂正させてください。先ほど国際婦人デー、国際女性

デーに直させてください。 

それでは、自然災害避難対策についてお伺いいたします。毎年のように台風や大雨、大雪、

地震や津波、様々な災害がニュースになっております。防災には、これで絶対大丈夫の絶対

はない。また、これでもかというほど準備をしてもし過ぎることはないと言われています。

自然災害は、何百年また何千年、そういった年月の中での繰り返しで行われる災害もありま

す。 

今回、有珠山噴火における避難区域が変わり、前回も一般質問で伺いましたが、大丈夫と

の声を頂きました。いまだに少し心配です。一面を覆うような降灰、前々回、何年ですか、

昭和52年。そのときの灰はものすごいものでした。あのような灰が降ったら、本当に残って

いる人は大丈夫なのかな。また、前回の噴火では、噴石がもう国道近くまで飛んできて、近

くの畑にあった。そういうことが現実にあります。 

避難地区以外で私のように不安を感じ、避難したい人はどのような対応になりますか。避

難地区外の人への、また食料などの提供は考えておりますか。お聞きします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの避難対象とならない地区への支援についてのご質

問でございます。自然災害の発生またはそのおそれがある場合、被害等が予想される地域に

は避難勧告あるいは避難指示が発令されることとなりますが、その一方で避難を要しない地

域もございます。しかしながら、議員ご指摘のとおり、避難を要しない地域におきましても、

インフラや交通が分断され、日常生活に支障を来す場合もございます。そのような場合は、

避難を要しない地域においても最寄りの避難所への自主避難や在宅避難という形で、食料を

含む生活関連物資や情報提供など、生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう、災害対策基

本法にも定められておりまして、洞爺湖町におきましても同法に基づき支援することとなり

ます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今避難をさせるか、または家で避難するか、両方の態勢になるという

ことと思うのですけれども、そのときに家に残った人に対してもそういう助成はできるとい
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うふうに取っていいですか。はい、分かりました。 

そういったときに、本当に前回、残った人もいたのです、避難しないで。そういう人が一

番困ったのがやはり買い物できない。店が閉まっている。ちょっと開いたのだけれども、品

物がない。そういった関係で、本当に食料に困っていた人がいたのです。そういうこともあ

りますし、車持っている人は周りで買い物に行った人もおりましたが、ない人もいますので、

もし、避難はぜひともやっていただきたいと思います。避難地区または避難地区外で仕事が

出来なくなったり、収入がなくなることも当然考えられます。そういう中で、避難した人に

は食料当たるけれども、避難してない人に当たらないでは本当に大変なので、ぜひともそこ

に目を配っていただきたい。重ねてお願いいたします。 

今はコロナが感染して、拡大していますが、このコロナ感染症だけではなく、今後別な感

染症対応、それらも含めて、これからその避難所や何かの換気、そういうものも多く考えら

れることではないかと思います。こういったとき、冬の避難所で寒さが心配です。配布され

る毛布の枚数や、またその電気毛布、そういったものの準備はどれほどできているのか。ま

た、毎回避難所に、皆さん四苦八苦しているのが、枕がないのです。ちょっと何か枕になる

ようなものがあれば、せめて少しでも体を楽にしてあげられる方法の一つになるのではない

かと思うのです。その点を、ちょっと毛布や何かのことでお聞きします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 冬期間におけます避難所の暖房と枕についての質問でござい

ます。冬期間における避難所の暖房については、災害によって電気が使えない状況も想定さ

れ、そのような場合は、電気毛布は使えないことも想定されますので、暖房については、電

気を必要としないストーブを活用し、通常の毛布を使っていただくこととしておりますが、

暖房機器が不足する場合は協定を締結している事業所から調達することとしております。ま

た枕につきましては、十分な備蓄がございませんので、避難された皆様にはご指摘のとおり、

衣類など、そういったものを活用して代用していただくなど、一時的な協力を求めていくこ

とになりますが、発災後、速やかに枕など、流通備蓄により用意したいというふうに考えて

ございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 枕、あったのですね、少しは。もう、枕を当たっている人、見たこと

なかったものですから、今のちょっとびっくりした答えが返ってきたなと思ったのですけれ

ども、ぜひそれを、本当に皆さんに当たるように手配していただけたらなと思います。増や

すということは、今度避難なったときまでの間にできますか。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 繰り返しになりますが、避難されてきた皆様には、衣類など

を代用して、衣類などで代用していただくこととして、一時的にそのような、避難開始当初

はそういうような協力を求めていくことになりますが、発災後、速やかに流通備蓄により枕
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を用意したいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 何日か我慢してもらうけれども、準備はできますよというふうに取っ

てよろしいですか。はい、分かりました。よろしくお願いします。 

また、車椅子が必要な人や障害を持っている人への配慮、どのように考えているか、多目

的トイレや何かの準備はできているのか、移動する通路、その幅は、計画しているとは思い

ますけれども、配慮はどのようにされているか。そして阪神淡路大震災、これちょっと後か

らにするか。 

震災や東日本大震災なんかで、性的暴力、これがすごい増えている。災害時にすごい増え

ているということを耳にしました。怖い思いをしたとか、そういった内容が聞かれました。

その調査が長年されていなかったのがようやく調査されて、明るみに出てきて、本当にそれ

が事実だったということが分かりました。今回、ダンボールなどで間仕切りや何かができる

と思います。そのときに、例えばどこに誰、どのような人を入れるかという計画まではして

いないかと思うのですけれども、その中にやはり１人で避難する方もいます。家族だけでな

くて。家族ではなくて、女性だけ、１人だけという、そういう人にとってはやはり、こっち

は女性の部類入れましょう。こっちは男性にしましょうとか、ある程度そういうふうに分け

る。そういった配慮もしていただきたいのですが、それをちょっと今、これからそれを入れ

るかどうかをお聞きします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 避難所の車椅子対応と女性への、避難所における女性の問題

かと思います。 

まず１点目の避難所の車椅子対応につきましては、避難所における車椅子対応について、

車椅子を利用しなければ日常生活が送ることが困難な方につきましては、地域包括支援セン

ターでその対象を把握しているところでございます。そのような方につきましては、災害入

院という形で一時的に病院へ入院していただくほか、設備の整った介護施設を福祉避難所と

して利用させていただくための協定を締結してございまして、平時から医療機関や介護施設

と連携を図っているところでございます。またこれらの対象者以外で一般の避難所で生活を

送ることが著しく困難な方については、福祉避難所に入っていただくこととなっておりまし

て、福祉避難所には多機能トイレが整備されておりますので、避難所において車椅子を利用

されている方へのトイレの対応については対応済みであるというふうに考えております。 

また、避難所の性暴力等々の関係でございます。先ほど議員からのご指摘もありましたよ

うに、町では段ボールベッドやパーテーションを活用し、ある程度プライベート空間を保つ

こととしてございます。また、町職員には、防災研修の折に避難所運営ゲームというものを

職員に体験してもらって、様々な避難所の問題について検討する場を設けております。当然、

家族で避難されてくれば家族単位である程度固まって避難していただいたり、女性１人の場
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合はそういったことにも配慮しながら避難スペースを確保していきたいというふうに考えて

おります。 

以上です。  

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それでは、今言ったように、女性、男性、大体分けていただけるとい

うことですね。家族以外のそういう１人とか２人の専用は、女性は。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 避難所の態勢でございますけども、本当に今回の新型コロナ以前に

ついてはある程度私ども、しっかりと整備を進めてきたかなと思っています。今ご指摘の、

特に女性への配慮の問題については、正直、そこまで考えていなかったというのは確かなと

ころでございます。ただ、これからさらにコロナを含めて整備を進めていくときには、特に

そういう問題、女性への配慮の問題、女性と男性を単純に分けるかどうかというのもちょっ

と分からないのですけれども、これから対策をさらに進めていく上では、保健師であったり、

様々な女性職員の声とか、いろいろな声を聞きながら進めていきたいと思っています。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ある程度分けるということは可能と思われるのです。例えばここに、

中間に家族の人たちを入れるとか、もう完全にここは男性ですよ、女性ですよと、そんな区

切りでなくても、ここは家族が入るから、こっちに女性入れよう、こっちに男性入れようと

いうくらいの分け方は十分可能だと思うので、これはもう即やっていただきたい。そういう

データがたくさん出てきているというのが上がっていますので、特に災害時に多いというこ

とが、政府からも明らかになったということで出されている。だから、これから女性の声を

聞いて考えていきますでは、やれるのかやれないのかが分かりません、それでは。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 先ほども申し上げましたが、本当にその避難するときになって、本

当にそれがしっかりと実行力を持てるものというふうにしなければいけないと思うのです。

それが、そのときに本当にできるかどうかというのも、避難の状況にもよって変わりますの

で、その前段として今おっしゃられたようなことは当然想定しながら進めなければいけない

だろうというふうには思ってございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それを想定して、その場で行ってやってくれるということで、またそ

んな中に、できましたら女性の専用の、授乳室は当然ですけれども、それ以外にも着替える

部屋だとか、そういった幾ら間仕切りがあったからって、その中でまさかちょっとしにくい

ので、そういった部屋１部屋、どこか区切りがあれば非常に助かる。そして、また避難のし

ているときに、何か困ったことがあっても、そこでちょっと保健婦や何かがいてくれれば、

相談に乗ってもらえるとか、そういったスペースがあると非常に助かると思うのですが、そ

れはいかがでしょうか。 
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○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 授乳室や更衣室などにつきましては、今回の間仕切りのほか

に更衣用のテント、全体を覆う、避難所によってはそういう専用のスペースですとか部屋を

確保できない避難所もございますので、そういった備品をこのたび整備してやっていくこと

としてございます。また、保健師についても、避難所を巡回したり、保健師以外にも医療機

関による救護班ですとか、他の市町村の職員の協力も得られながら、そういった相談ですと

か、そういったことも対応していきたいというふうに考えてございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） そういう、本当に、別にそういうテントや何かも設定していただけれ

ばありがたいと本当に思います。また、そのときに本当に、相談もできるような何か態勢、

例えば常時そこに相談する人がいなくても、こういうところに行けば相談できますよ、ここ

に電話すれば相談できますよとか、そういったポスターを貼っていただければ非常にありが

たいと思いますが。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） そういったことにつきましても、今後、様々な関係機関です

とか、町内の保健師、健康福祉センター等々も協議しながら進めていきたいというふうに考

えてございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） よろしくお願いします。 

アレルギーを持つ方への対応、どのようにされるかお聞きします。また、避難所で朝昼晩

と、毎日決まったパターンで繰り返しされる。もう非常に野菜が足りないとか、偏った栄養

になってしまう。そういった中で何か、栄養面のバランスを保つための何か策がありました

らお聞きします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） まず、町のアレルギー対応についてのご質問にお答えさせて

いただきます。町では、災害時など食事の選択肢が少ない場合にも、食物アレルギーを持つ

方に安心して召し上がっていただけるよう、アレルギーを引き起こしやすいとされる特定原

材料等の27品目不使用のアルファ米と言われる非常食で、山菜おこわや炊き込みご飯など数

種類備蓄しているところでございます。また、パンですとかお弁当ばかりで野菜が取れない

というお話ですが、災害が発生し、避難所を開設した初期の段階においては、人や物が十分

そろわないことが想定されるため、町では先ほど申し上げた非常食を備蓄しているところで

ございますが、温かい食事の提供は、災害時の不安な気持ちを和らげる効果も期待されます

ことから、避難が長期化する場合においては炊き出しを提供するなど、避難所における食事

の改善に努めたいと考えてございます。 
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以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当に温かい食事というのはほっとして、一時的にでも不安が取り除

かれる、そういうものだと思うのですけれども、長期化というのは、大体目安、どのくらい

をめどにして長期化と考えたらよろしいですか。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 発災直後、あるいは災害のおそれがある場合に避難所を開設

することになりますが、一般的に避難所を開設してから、初日から３日目までが初動期とさ

れておりまして、避難所内では物が不足したり、人が不足したりすることによって、多少の

混乱が見られる時期でございます。そういったことを考えますと、３日ないし５日は初期の

初動段階と考えて、１週間以上避難を必要とされる場合においては、そういった炊き出し等

の対応も必要になってくるのではないかというふうに思われます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当に嬉しいです。そういうふうにしていただければ。また、このコ

ロナ禍での避難において、例えば発熱した人が出てきた、そういったときに、その人への対

策、またその周りの人に対する対応、ＰＣＲ検査などの対応など、そういった対応について

お聞きしたいのです。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問でございます。避難所内で感染者が発生した

場合の対応につきましては、新型コロナウイルス等を含む感染症防止対策としまして、町で

は昨年８月に洞爺湖町避難所運営マニュアルを改正し、避難所内における感染症対策の徹底

を図ることとしてございます。感染者が発生する場合に備え、避難所では居住スペースのほ

かに感染者等を隔離するための専用の部屋を確保することとしております。また、避難所に

よっては専用スペースを確保することが難しい場合も想定されますことから、そのような場

合に備え、町ではテントも備蓄しているところでございます。 

なお、避難所内において感染者あるいは感染疑いのある方を長期間滞在させておくことは

クラスター発生のリスクを伴うことから、隔離後は速やかに医療関係者の適切な判断を仰ぐ

とともに、北海道と連携し、医療機関及び療養施設等へ搬送することとしております。 

また、ＰＣＲ検査の対象につきましては、保健所など北海道と連携しながらこの点につい

ては実施してきたいというふうに考えてございます。以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ＰＣＲ検査しなければ、実際にその人が感染を発症しているかどうか

分かりませんよね。単なる風邪で発熱を起こしているかもしれません。発熱というその症状

は、まだ疑いの段階です。その疑いの段階では検査はしないということになりますか。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 
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○総務部長（佐野大次君） 避難所におけます体調不良に関しましては、まずその発熱の状況

等を医師等に相談をして、必要に応じてＰＣＲ検査が実施されるということになると考えて

おります。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 先ほどそういった人を別な部屋とかテントとか、そういうことを考え

ているということが言われましたが、例えばテントも別な場所でされるのか、それともみん

ながその避難している場所にそのテントがあるのか。それから、その疑いのままそこにテン

トがあったとします。そのときにその人がトイレ行ったり、また出歩くということもありま

すが、そういった、もし感染していると分かる前の状況で動いている。そういうことで、感

染は広がるリスクというのは大きくなるのではないかと思うのですが、疑っている間です。

ＰＣＲ検査して、はい、病院行きなさいと言われるまでの間、ただそのテントに入れていく、

置いて病院の先生と相談しておくだけの対応ですか。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問でございます。避難所における感染症対策に

ついては、先ほども申し上げましたとおり、マニュアルに定めているように、手洗い、うが

い、手指消毒、マスク着用による咳エチケットの徹底や避難者間のスペースの確保の徹底、

さらには避難所内の定期的な換気や消毒など、あらゆる対策を講じることとしてございます

が、まず発症前のお話になるのですが、ご指摘のとおり避難所内の消毒など行き届かない場

合も想定されますので、不特定多数の方が触る共有部分に触れた場合については、小まめに

消毒を徹底していただくよう呼びかけるとともに、隔離後については、トイレについては町

では簡易トイレを備蓄しておりますので、そのテントと簡易トイレを組み合わせて使ってい

ただくよう、一旦隔離してしまうと一般の方が使うトイレは使用することは非常にリスクを

伴いますので、そういった形で分けてトイレを使っていただくと。また、そのテントをどこ

に置くかというご質問でございますが、なるべく居住スペースではないところに確保したい

というふうに考えてございますが、どうしても状況によっては、ほかにそういったテントを

設置する場所がない施設もございますことも想定されますので、仮に一般居住スペースの中

にそういうテントを設置するにしても、距離を保ったり、パーテーション等々、有効的に活

用して、感染が広がらないよう避難所内で感染症対策を徹底していきたいというふうに考え

てございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 感染する前の状況ではなくて、もしかしたら感染しているかもしれな

い。もう発症しているかもしれないわけです。ＰＣＲ検査しないで、分からないのですから。

そうですよね。疑いでもあるし、かかっていないかもしれない。かかっているかもしれない。

だから本当に、それはもう、疑いはイコールかかっているかもしれないのだ、かかってるぞ

というくらいの気持ちで対応していかなければ、それこそそういうところで集団発生につな
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がりかねないので、もうこれからもう、もう本当にこれでいいのかというくらい計画を立て

ていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 体調不良、特に現段階における発熱に関しましては、当然コロナ

感染症の陽性、そういったところを疑うというところも視野に入れて、そういった一般の避

難所入所者と接触しないような対応というのが当然求められるところでございますので、そ

のような感染症対策につきましては、疑いの段階から万全の対策というのを町として徹底し

ているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今のような対策、本当にこれでもいいのか、それでも多いことはない

と言われていますので、どんどんそれを敷き詰めて、アイデアを出し合って、どうしたらい

いのかというのを、単なる国で出されたマニュアル、ああ、そうか、これこのとおりやれば

いいのだなというだけではなくて、もう個人のアイデア、いいねというアイデア、何ぼでも

取り上げて、少しでも前進していただければと考えています。よろしくお願いします。 

こういった災害は、自然要因の自然災害。そうですね、自然の要因、津波にしても何にし

ても。それともう一つ、災害の中には自然災害とは別に、社会的な要因の災害も含まれてい

ます。その両方を合わせて、本当に災害と言われている、その被害を最小限にするには、自

然災害を最初からぱんと止めるわけにはいきませんので、何を止めるかというと社会要因な

のです。その後の、避難した後の対処だとか、様々なこと。その困難を最小限にすること、

それが、避難を最小限にする、そのことになると思います。 

ここで、先ほども言いましたように、人口の半分は女性です。災害を受けて、その影響は

男性と女性とは違います。その違い、そういった違いを配慮された、それこそ１番目に一般

質問しましたジェンダーの視点から、その災害対象も行われることが防災や減災、それに強

い社会の実現にとって必須です。これは国でも、男女共同参画の防災に挙げられている文面

です。そんな防災対策に取り組んでいかれる、これをもう一度、力強いその防災対策をお聞

きしたいのですが、ありますか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 本当に、今の時代、災害が本当にいつやってくるか分からないと。

本当に、昔、寺田寅彦さんでしたか、災害は忘れた頃にやってくるという話がありましたけ

れども、今は災害は忘れる前にやってくると、毎年様々な災害が出ております。昨年からの

このコロナ問題ということで、私どももしっかりと対策を進めてきてございますが、なかな

か追いついていかないというのが現状でございます。今、議員からも様々な提案や意見も頂

きました。ただ、財源や職員体制上の問題もあって、一遍に整備というのは非常に難しいか

なと。どこまでも、本当にやって、これで終わりだと、当然ないのですが、先ほど申し上げ

た財源とか、体制も考えながら、できるところからしっかりとやらせていただきたいなと思

ってございます。また住民の皆さんにも、私どもしっかりと周知をさせていただいて、日頃
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から災害への意識というのを持っていただけるよう啓発していきたいなと思ってございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当に、ジェンダーにも配慮した防災、災害対策、行われることを重

ねてお願いしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（大西 智君） これで、８番、今野議員の質問を終わります。 

  次に、９番、下道議員の質問を許します。 

  ９番、下道議員。  

○９番（下道英明君） 下道英明でございます。よろしくお願いいたします。後半戦、あと

私含め２人ということですので、集中力を欠くことなくいきたいと思いますので、お願い

いたします。今回の３月会議の一般質問は、行政のデジタル化について、そしてまた教育

行政についての２本の柱で質問させていただきます。新型コロナウイルスへの防止を鑑み、

できるだけ効率的な時間配分で私の一般質問を進めてまいりますので、理事者には簡潔な

ご答弁、期するところでございます。よろしくお願いいたします。 

まず最初に、デジタルの行政化についてでございます。ちょうど昨年９月会議におきま

して、官民データ活用推進基本法が施行され、電子行政分野における取組方針、実行計画

の策定を自治体に求めていると、そういった観点から当町の計画策定の進捗状況、そして

また情報発信の在り方についてを問わさせていただきました。その後、ちょうど９月後半

は、国の内閣というか、総理大臣変わってしまったものですから、がらっと雰囲気が変

わって、その中で菅内閣の中で新しい目玉ということで、デジタル庁の設立が発表されて、

本年の９月に徹底した、この文言の中では徹底した国民目線で社会全体のデジタル化を強

力に推進していく方針が示されたと、そういった観点からいくと、昨年９月の会議でデジ

タル化について一般質問させていただいたのですけれども、今回、がらっと雰囲気が変

わって、すごいスピード感があるような形になってきていますので、そういった点で今回

同じテーマを、ちょっと別な角度からテーマを取り上げたところでございます。 

国レベルの話をしてもどうしようもないのですが、まず課長には宿題と言ったら変です

けれども、行政のデジタル化の中で、市町村レベルでの人と行政の距離を縮める行政サー

ビスという取組ということで、９月のときの答弁の中でちょうどラインの情報発信を速や

かに検討したいと、私の一般質問の中で答弁されていたのですけれども、ちょうどあれか

ら半年たって、またこれだけデジタル化、新しい役所もできるということで、そういった

面ではもっと早く本来だとやってもらいたいと思うのですが、そういった点でまず最初、

ラインでの情報発信の取組というのを、ちょっと進捗状況をお聞きします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） ラインによる情報発信につきましては、昨年10月以降、町内の

セキュリティーの関係、あとは通信環境、そういったものを基本的な部分を確認を行った

上で各課にどういった情報が提供できるかというようなところを依頼してきたところでご

ざいます。現在の状況といたしましては、観光イベント、検診、施設開館状況、ごみ、保
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育、住宅など16項目による情報提供の態勢のほうが整えられてございます。今後、ライン

の公式公開ＩＤというのがラインのほうから付与されることになっているので、それを

待っている状況ということになってございます。付与され次第、町内回覧等で住民に周知

し、サービスを提供していきたいというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 分かりました。もう動いているということで、ラインの公式公開Ｉ

Ｄの付与待ちということですけれども、今の課長のほうから観光イベントだとか、検診だ

とか、施設開館状況とかありましたけれども、情報発信というのもありましたけれども、

この情報発信の具体的なスケジュールというか、内容とスケジュールをもう少し、ちょっ

と一歩進めて説明してください。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 情報の具体的な内容については、検診であれば検診の種類、対

象、料金といったような情報、ごみであれば週日ごとの収集日、保育であれば保育所の案

内とか一時預かりといったような情報がございます。そちらのほうが提供されるというこ

とになってございます。あと、スケジュールにつきましては、ラインのほうにも確認して

いるのですが、現在、他の自治体からもこういったような登録が非常に多くなって時間が

かかっているということでございます。時期はまだ未定ということですが、ＩＤが付与さ

れ次第、速やかに対応してまいりたいと考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 分かりました。ちょうど胆振管内では、昨年９月のときに新聞発表で

室蘭市がやるということで、結局今、もう既に動いているのが室蘭市と苫小牧市と、あと厚

真と安平ということで、２市２町がもう既に、そう、安平ということで、既に２市２町がも

う動いてしまっているという形で、自治体の公式ラインがあって、その中でいろいろな様々

な情報提供されているということなのですけれども、ぜひ早急な情報発信をお願いしたいの

と、今回の一般質問、皆さんの聞いてみると、ワクチンの接種の話題も非常に多く取り上げ

られているので、ワクチンにしても、これからどうなるか紆余曲折あると思うのですけれど

も、その中でラインも使って、使える人はそういうのを使っていくと。そういった点で、で

きるだけデジタル化を進めていけば、行政内部の効率化というのも図られていきますし、そ

れがゆえに情報発信することによって、ただ一方で変化に適応できない方もいらっしゃるの

で、そういう内部効率がよくなれば当然時間的余裕が出てくるから、変化に対応できない

方々にも、やはり効率化での中で直接対話で寄り添いながら、マンツーマンでもいいし、そ

ういった面での情報提供できると思いますので、その点をお願いしたいと思います。 

あと、本年９月１日の始動に向けて、民間の力も大いに取り入れながら、デジタル庁とい

う新しい役所が発足する予定ですけれども、マイナンバーカード、あと運転免許証のデジタ
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ル化ということで、今後２年半のうちにほぼ国民に行き渡ることを目指して今動いているわ

けで、ちょうど今月からですか、保険証とマイナンバーカードの一体化もスタートしている

と。スタート、何か、書類が何かいろいろ来ているみたいなのですけれども、そういう中で

行政手続のデジタル化、具体的にはちょっとマクロ的なのですけれども、国レベルから自治

体への影響というかタイムテーブルはどうなっているか、いま一度お聞きします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 議員おっしゃるとおり、デジタル庁の設置というのが今年９月に

施行される予定となってございます。そのほか、デジタル社会形成基本法の制定、関連法案

の改正など、国全体がデジタル社会に向けて大きく変わろうとしている状況下にございます

ので、当町のデジタル化というのも避けては通れないものという形で認識してございます。

これらの自治体への影響につきましては、本年２月、総務省のほうで示してございますが、

デジタルトランスフォーメーション推進計画、和訳しますとデジタルの進歩が人々の生活を

あらゆる面でよい方向に変化させることを推進する計画というものでございますけれども、

これに基づきまして自治体のほうには組織体制の整備、行政手続のオンライン化、行政情報

システムの標準化、人材の育成と確保、テレワークなど、10項目が2026年３月まで進めてい

くよう求められているような状況でございます。こういった部分の影響がございまして、具

体的な中身につきましては本年夏頃に総務省のほうから示される手順書により実施するとい

うようなことになっているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 今、デジタル庁、駆け足で、デジタル庁の発足の流れというのが理解

した。今年の夏からでしたか、手順書ということで、その後10項目については事前の情報も

ありますけれども、取組を確実なものにするための組織体制の整備だとか、細かいところ出

てきていると思うのですけれども、了解いたしました。ぜひ、そういった指針が出てきた中

で取り組んでいただきたいと思うのですが、これ、国レベルから自治体に対することですけ

れども、ただデジタル化が、デジタル庁云々の前にもう既に各自治体においてはもっと身近

なところで各デジタルについて努力しているところがあると思うのです。特に例えばほかの

自治体では、住民票のもコンビニ交付だとか、あるいは公金のコンビニ払いというのを、大

きい町もそうですけれども、意外と小さな町でも既に実行しているところがあると思うので

す。そういった面で、これから大きなデジタル化の流れが、本当に新しい役所は本当にでき

るという、発足することを考えていけば、この流れというのはもう利用する手はないと思う

のですが、それにしても原点に戻って、今これから、この流れの中で、洞爺湖町ができる範

囲を目指す方向性というのはどこにあるのかお聞きしたいのですが。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） デジタルトランスフォーメーション推進計画、こちらではデジタ

ルを活用し、住民の利便性を向上させるとともに、業務効率化を図って人的資源を行政サー
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ビスの向上につなげるというようなねらいが挙げられてございます。基本的には当町も同じ

ような方向性を目指していくことになりますけれども、デジタル化で便利になる一方、変化

に対応できない方々ということも予想されますので、どのような方々にも公平・公正なサー

ビスが提供できる仕組みを設けるということは基本的な部分なのかなというように思ってご

ざいます。そして、具体的なデジタル化の項目というのは国のほうでは10項目示してござい

ます。現時点でどれをやるかというようなものは特に示してございませんが、税のコンビニ

収納、電子決済の導入、オープンデータの提供など、町として実施しているものも中にはご

ざいます。これから、先ほども言いましたけれども、これから示される手順書というのを

もって、住民ニーズ、本当に必要としているものなのかどうなのか、費用対効果など、そう

いった部分を検討して、町としてできるデジタル化に向け取り組んでまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 了解しました。９月会議でも話しましたけれども、行政デジタルは確

かに初期投資やランニングコストも膨大だということで、ただ、今回は国が本腰を入れてデ

ジタル庁という形になって役所ができて、この流れを利用して手出しのデジタルインフラの

費用がおそらく抑えられてくると思うので、そういった面でこのコロナ禍における新しい生

活様式に合った、先ほどから言っております人と行政を縮める行政サービスに向けて、ぜひ

速やかに、スピード感もって実施していただきたいと思います。 

次に移りたいと思います。次に令和３年度教育執行方針について進ませていただきます。

幼児教育の保育及び教育の推進、学校教育の推進、社会教育の推進についてを伺ってまいり

ます。最初に、新虻田保育所建設計画についてです。これまでの進捗状況については、先般

の経済常任委員会の所管事務調査報告で進捗状況ございました。全体の流れは承知している

ところではございますけれども、補足も含めてお伺いをしてまいりたいと思います。 

まず、（発言する者あり）総務。経済と言いました。すみません、総務です。すみません、

訂正で。総務常任委員会の所管事務調査の形でございます。計画の見直しに至った経過を改

めてまずはお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 計画の見直しに至った経緯についてでございますけれども、国に

おきまして昨年９月以降、ポストコロナ期における新たな学びの在り方としまして、小中学

校の少人数学級実現に向けました動きが活発化してございます。既に決定してございます本

町保育所と入江保育所の統合移築計画のとおり、虻田小学校統合移築先として進めた場合、

少人数学級が本格的に導入されたときに活用すべき空き教室がない状態となること、また校

舎の増築などによりまして、教室を確保する必要に迫られるなど、新たな課題が出てくると

いうことになってございます。このことから、虻田小学校につきましては、学校本来の機能

を維持向上を優先すべきであり、今後の少人数学級の実現に向けた取組を進めるためには空
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き教室を確保することが必要と状況になりましたことから、移転先の見直しをしたという状

況でございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 分かりました。この本町・入江保育所の統合問題というのは、もとも

とは令和元年です、ちょうど2019年に最初に小学校のほうに移るということで方針出された

のですけれども、ちょうどその年の、令和元年の12月のときに、私も一般質問、この問題を

取り上げました。そのときには、こういうふうに、これちょうど議会だよりなのですけれど

も、あと議事録ちょっと読ませていただいたのですが、国立教育政策研究所の事例報告など

を調べ、児童生徒数の減少に伴って発生する余剰教室を社会教育施設などに転用する事例と

いうのは多数あるけれども、保育所への転用事例は少ないと当時申し上げさせていただきま

した。そしてその転用事例が少ない理由として、具体的に小学校と保育所の区画分け、あと

園庭確保の問題、またグラウンドの利用する時間配分など、また財政の問題として学校施設

の整備に以前起債が当てられていた部分の繰上げ償還への財政負担の問題とか、駐車場整備

などの課題など、そういった面で指摘させていただいたのですけれども、そのときに、さら

に保育所を小学校に移転する際の少人数学級の問題だとか、あるいは文科省の指導要領が変

わったときには対応できないのではないかとあのときお話しさせていただき、ちょっとその

ときは教育長もいて、管理課長は別な先輩、ＯＢの方だったのですけれども、そういった面

で考えると、いささか見通しが甘かったのではないかと、そういった思いでいるのですけれ

ども、その点教育長、どう思っているのですか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 令和元年12月会議で、議員から新虻田保育所の移築先については、

虻田小学校の空き教室を活用した案に対しまして、小中一貫教育は他の市町村にはあるもの

の、幼保小一貫教育保育はほかにはない。洞爺湖町独自のものであることから、たくさんの

方から意見を聞きながら取り組んでまいりたいという貴重なご意見を頂きました。私どもと

いたしましても大変心強く感じておりましたが、新虻田保育所施設に係る移転の見直し理由

につきましては、先ほど管理課長が申し上げたとおりでございますけれども、自分としても

大変残念な結果でありましたが、国における小学校の少人数学級編成実現に伴うものであり、

小学校に影響を与えるリスクを回避した結果であるというふうに感じて、認識しております。 

なお、もともとの見直しが甘かったのではないかとのご指摘でございますけれども、当初

計画のメリットといたしましては、就学時にストレスなく学校生活に移行ができること、ま

た同じ施設を活用することにより、教員と保育士等との幼保小の連携した、スムーズな支援

態勢の構築が図れることなど、幼児教育にとって最善な環境が図れるものと判断した結果で

あり、実現に向けた問題についても、学校や建設サイド、財政サイドとも協議、解決を図り

ながら取り進めることとしていたことから、教育委員会といたしましては、その時点では最

善な計画案であったというふうに認識しております。が、しかし、結果といたしまして、計
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画を見直さなければならないこととなったことに対しまして、議員におかれましても何卒ご

理解いただければというふうに思っている次第でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 理解しなければいけないのですよね。あと、２月 10 日に、これ仮称

新虻田保育所建設に係る移転先の見直しについてと、これ回覧、たしか出したと思うのです

けれども、その中で住民説明会の開催ができず、書面でお知らせするとありました。コロナ

禍あっても、やはり十分注意して、工夫して、やはり保護者への説明だとか、地元自治会だ

とか、あるいは自治会連合のなどにも、やはり意見集約、僕はできたのではないかなと思っ

ているのです。 

前回の虻田小学校に保育所移転する際にも、ちょっと議事録、教育委員会の議事録も読ま

せてもらったのですけれども、十分な保育機能を有し、子供たちに安心できる施設であるよ

う、教育現場や保護者の皆様、町民の皆様から十分にご意見を進めてまいりたいと。これ、

保育所のときの、小学校のとき、教育長のほうも話しているのです。また、教育委員の去年

の教育委員との議事録読ませてもらったら、保育所を建設することについての近所の方が反

対するという事例もあると、一部教育委員の方、発言しています。そういった懸念もあった

と。そのときに教育長は、先ほどご説明のとおり、来年、今年のことですね、保護者や町民

の皆様に説明会を予定していますので、同じ期間に近所の方に説明していきたいと述べてい

ます。今回の町内の回覧とちょっと若干整合性と言ったら変だけれども、当然コロナ禍だか

らそこら辺のところは仕方ないのかもしれないのですけれども、ただいろいろな考えを通し

て、やはりこの点についてどのような形で関係者の意見を聞くかということが僕は大事だと

思うのです。そういう面で、その点ももう少し足りなかったのではないかなと思うのですけ

れども、その点、教育長、どう思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

〇教育長（皆見 亨君） 今年の２月10日の町内会回覧におきまして、移転先の見直しについ

てはお知らせをさせていただきました。今、議員がお話しいただきましたとおり、本来であ

れば住民説明会を開催する予定でございましたけれども、コロナ禍の中で感染拡大を防ぐた

めということで、書面をもって町民の皆様にはお知らせをしたところでございます。このよ

うな形になったことに対しましては、私も大変反省をしているところでございまして、もっ

と別の方法もなかったのかなということで考えてはおりましたけれども、その当時としては

やはり最善な対応であったというふうに思っております。 

なお、回覧で町民の皆様に周知した結果でございますけれども、異議並びに意見を頂いた

ケースは１件もございませんでした。おおむね町民の皆様にはご理解いただいたというふう

に私としては認識しているところでございます。また、保育所の現場に対しましては、所長

会からございましたので、所長会において計画変更、見直しについては説明をさせていただ

き、そのときにも特にご意見はなく、保育所職員としては認めるというようなお話もいただ

きましたので、現場了解の下にこういった形で進めさせていただいたというところでござい



－106－ 

ます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 今の答弁、分かりました。次いきます。 

新たな建設予定地の選定理由はいろいろ聞いていると思いますけれども、やはりこの本会

議の中でもきちんと残していきたいと思いますので、今回の新虻田保育施設に係る選定理由

について、いま一度お伺いをいたします。  

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 新たな建設予定地の選定理由についてでございますけれども、統

合移築先の決定している虻田小学校を見直すに当たり、ポストコロナ期における学びの在り

方を踏まえた新虻田保育所建設の基本方針ということで、さきの全員協議会でもお示しをさ

せていただいてございますけれども、これを策定して検討を進めてございまして、健康福祉

センター、それと地域交流センター、それと虻田読書の家、さらにはみんなの森公園に囲ま

れた町有地を新たな統合移築先の候補地として選定をしてございます。 

候補地としての選定した理由についてでございますけれども、保育園舎、園庭、駐車場な

ど一定の面積が確保できる可能性が高いこと、また候補地は比較的静かな場所で、日当たり

もよく、緑も多く、保育環境として良好であることから、統合移築先として選定をしてござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） これまで全協の中でも説明されたことですし、あと教育委員の議事録

の中にも同じような文言出ていたのでそれは分かるのですけれども、今回このみんなの森公

園についてなのですけれども、僕もちょっとよく詳細について知らなったのですが、いろい

ろな自治会関係の方から言わせると、姉妹都市箱根町との歴史的な関係もあるということで、

特に自治会同士の絆の中でできあがってきたというか、ところがあるということで、そうい

った点で、新保育所の建設計画を示していく中で、せっかくみんなの森公園つくっていった

中で、もう既にその当時の人たちですから鬼門に入られている方もいらっしゃると思うので

すけれども、この計画がもう当然立ち上がっていく、もういっているわけですから、そうい

った点で箱根町ですとか、そういったところとの、何ていうんだろう、仁義を切るといった

ら変だけれども、せっかくやってくれた人というか、それと今一生懸命みんなの森公園をつ

くっていった方たちに対しても、やはりを示していく点でどういった、知らしめるというか、

お知らせをするというか、そういったこと考えているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 今年度は基本計画を策定を予定してございますけれども、姉妹都

市箱根町への交流が、相当な歴史があると認識してございます。現に教育委員会の事業とし

ましても、中学校生徒による交流事業、これにつきましても50年以上続いているということ

から、その点につきましては、今後議員おっしゃいますように、丁寧に対応してまいりたい
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なというふうに思ってございます。 

なお、今回の保育所の建設候補地としましては、みんなの森公園にも囲まれていることか

ら、幼児にとっても緑に囲まれた閑静な場所で最適な場所と考えてございます。周辺の樹木

や岩など、歴史なる財産を生かして、幼児たちにもよりよい保育を提供できるよう考えてご

ざいますので、その点ご理解いただければと思います。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 僕は何もこの場所が悪いと言っているわけではなくて、あくまでも選

定経過をやはりちょっとオープンにしていくということが大事だと思っていて、それで今回

ちょっと一般質問で取り上げているのですけれども、その中で教育委員の議事録にも去年の

中で、このたびこの資料が議会や保護者の説明会等との資料の基になると思いますが、新た

な統合先の候補地の選定についてということでしょう。なぜその場所を選んだかということ

について、金額的に安く済みそうだからということだけではなく、今まで我々が学校に併設

するということで決めたことへの関わりを持たせるという意味で、やはり小学校の近くで、

保育所と小学校の連携が深めることができるのか、さわやか地域交流センター、読書の家が

あって、また今の言ったこの三つの施設がある、そこで保育所を造るという利点を強く述べ

ていかなければいけないと、非常に前向きな教育委員の方のあったと思うのですけれども、

こういった中でもう一度あえて聞かせていただくのですが、本当にこの場所でいいのか、さ

らに僕は否定してるわけではないのだけれども、この場所でいいのか改めてもう一度聞かせ

てください。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 候補地として選定した理由につきましては、子供たちが安心・安全

に保育できる環境を整備することを第一に考えておりまして、移転先につきましては、比較

的静かな場所で日当たりもよく、保育環境として良好であり、特に保育児の午睡、これが最

適にできる場所だというふうに考えてもおります。また有珠山噴火の避難対象外区域である

こと、それと土砂災害警戒区域外、また土砂災害特定警戒区域外であること、さらには津波

災害浸水区域外であることなどから、統合移築先につきましては、みんなの森公園内とした

ところでございますので、ご理解頂ければというふうに思います。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 了解です。 

次です。開設までのスケジュールについていま一度お伺いをいたします。どうぞ。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず、令和３年度の予算案としたしまして、ご提案をさせていた

だきますけれども、基本計画を策定しまして、令和３年度に策定を出しまして、人の動線を

考慮した施設の配置など基本的な計画をまとめることとしてございます。また、令和４年度

につきましては基本設計業務、また令和５年度につきましては建設に係る実施設計業務を予

定してございます。令和６年度につきましては建設工事を令和７年度までの２か年の計画で
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予定をしてございます。令和８年度につきましては、新虻田保育所の利用開始ということで、

こういった形でのスケジュールで現在のところ開設までを予定してございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） このスケジュールについても、教育委員会の議事録の中では令和８年

度利用開始はちょっと遅いのではないかと指摘ございました。さらに虻田小学校の改修で説

明したように、開設時期を同じ年度に予定したほうが、保護者の方も安心するのではないか

と、そこまで言及して教育委員の議事録の中では述べております。そういった点で、開設ま

でのスケジュールについて、期間を短縮することが可能かどうかお伺いしていきたいと思い

ます。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 子供たちを安心・安全に保育できる環境を整備することを第一に考

えなければならないというようなことから、保護者の皆様からのご意見はもちろんのこと、

現場の保育所職員の意見を聞いた上で、建築関係職員とも協議をしていかなければならない

というふうに考えており、令和３年度に予定してございます基本計画につきまして、しっか

りとしたものを策定していかなければならないというふうに認識しているところでございま

す。その後、基本設計や実施設計となりますけれども、関係課とも十分協議をした上で、前

倒しできるところは前倒しをし、安心・安全な保育を提供できるよう努めていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） とにかく努めていきたいということなのですけれども、今回、議会冒

頭の総務常任委員会の所管の中で、最後こういうふうに総務の委員会の皆さんの調査結果、

開設までのスケジュールでは、令和３年度から始まり、利用開始から開始が令和８年度との

報告を受けたと。二つの保育所の差し迫った状況から、５年後の開設では遅すぎると言わざ

るを得ないと。委員からの指摘があったように、計画を見直し期間の短縮を図り、早急に開

設する必要があると言っております。私も、この総務常任委員会の意思に対して、非常に賛

成するところなので、ぜひ、答弁の中ではありましたけれども、できるだけ前倒しできるよ

うなスピードを持って、いろいろあるのでしょうけれども、やはりいろいろな教育委員や

様々な意見を集約すると、やはり一歩前に進まなければいけないという道筋にできていると

思うのです。そういった点で、やはり進んでいただきたいと思います。この点はここで。答

弁要りません。 

それで次、進みます。老朽化が進む虻田中学校の施設についてです。虻田中学校の施設は、

耐震化工事や部分修繕工事も何度も行っていますが、令和３年度はどのように考えているか

お伺いします。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 虻田中学校の今後の考え方、今年度の考え方なのですけれども、
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まず校舎につきましては、昭和42年から50年にかけて建設されてございまして、建築後53年

ほど経過してございます。これまでに耐震化工事、それと外壁の修繕工事を実施するなど、

施設の破損、修繕状況を確認をしまして、生徒の安全確保を図っているという状況でござい

ます。 

令和３年度につきましては、２年生教室の外壁改修を予定してございますが、ご承知のと

おり老朽化が進んでございます。このことから、現在の施設を利用するとした場合につきま

しては、町内の各小中学校の施設の状況を踏まえまして、今後町部局とも協議しながら、学

校施設長寿命化計画によりまして、年次的な改修を進めてまいりたいと現在考えているとこ

ろでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 令和３年度は２年生教室の外壁改修を中心にということで、学校施設

長寿命化計画によって進めていくということです。教育行政執行方針で老朽化が進む虻田中

学校の施設について、今後の方向性を関係機関や北海道教育委員会との協議を引き続き進め

ますとありますけれども、今年度はどのように考えているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 今ご質問の件でございますけれども、虻田高等学校への移転につ

きまして、これまでも北海道教育委員会との協議を重ねてございます。課題は多くあります

けれども、制度上は問題ないという回答を頂いておりますけれども、虻田高等学校への移転

につきましては想像以上に課題が多く、またその課題につきましても大変高い状況となって

ございます。これまでも、そして現在もなのですけれども、虻田高等学校と課題解決に向け

て話合いを行っておりますけれども、虻田高等学校側への過度の負担は避けなければならず、

一方で虻田中学校の校舎につきましては老朽化が著しいという状況でございますことから、

少しでも早い段階で解決をしなければならない問題と認識をしてございます。このことから

北海道教育委員会、それと虻田高等学校等と引き続き協議を重ねていきたいと考えてござい

ますので、その点ご理解いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 本当に今年、来年は、今後、教育委員会、非常に大きな問題というか、

保育所の問題あったり、虻中の問題あったり、先ほど千葉議員ほうからも、７番議員からも

あった給食センターについてとか、ちょっと非常にもう、本当にこの教育関係のインフラ整

備というのは大変だと思うのです。特に虻田高校についても、今あったように協議している

と。ちょうど先週、僕も校長先生と懇談させていただいたのですけれども、非常にハードル

が高いと。やはり道立と町との関係でいくと、なかなか移転する云々というのは非常に難し

いとのあるので、よく考えると本当に保育所の問題と中学校のと、いろいろな問題あります

ので、そこら辺ところを、本当正念場だと思うので、ただスピード感を持って、先ほどのデ

ジタルではないのですけれども、スピード感持って、ぜひ、コロナ禍とか大変だろうけれど

も、進めていただきたいと思います。 
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次、移ります。最後の質問のほうに入らせていただきます。 

入江高砂貝塚公園の貝塚館の供用開始に向けての情報発信の体験学習などの利活用につい

てです。何か今回、僕、一般質問すると、総務常任委員会の所管事務調査とかなり被っち

ゃっていてあれっと思ったのですけれども、今回、進捗状況です、進捗状況は所管事務調査

報告にもありましたけども補足を含めて、改めて令和３年度の事業はどのような状況かをお

伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。  

○社会教育課長（角田隆志君） 入江高砂貝塚につきましては、平成27年度から令和２年度ま

で６か年にわたりまして、国庫補助事業として実施してまいりました。いわゆるハードに力

を注いでやってまいりました。具体的には、高砂貝塚を中心としまして、植栽や園路の設置、

小川、貝塚や墓などの復元整備を行っております。また、貝塚館の増築や展示改修、入江貝

塚の一部について整備を行っております。 

  令和３年度におきましては、執行方針にも載せてありますとおり、整備が終了した高砂貝

塚公園や入江高砂貝塚館の供用開始に向けまして、情報の発信や体験学習などの利活用、い

わゆるソフト事業に重点を置いて、事業に取り組んでまいります。また、入江高砂貝塚館の

既存棟における屋上防水工事や、入江貝塚公園のトイレの洋式化及び外壁補修、縄文ロード

の整備などを国庫補助事業の対象とならなかった補修工事などを予定してございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） トイレ等とか何かあるのでしょうけれども、もうちょっと突っ込んで、

具体的な事業内容というのをもう一度、もっとちょっと細かく教えてください。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。  

○社会教育課長（角田隆志君） 今後の活用方針といたしましては、入江高砂貝塚館を総合開

設、情報発信の場、入江貝塚公園を暮らしに触れる空間、高砂貝塚公園を自然と触れ合い縄

文のたたずまいを体感できる場として位置づけ、それぞれのテーマに合わせた活用方法を実

施してまいります。 

まず、情報発信におきましては、リニューアルいたしました入江高砂貝塚館を中心といた

しまして、入江遺跡の価値や内容を伝えるための動画などを編集して、ユーチューブで流し

たり、町広報への掲載、またガイドブックの作成など、電子媒体あるいは紙媒体での情報の

発信を行ってまいります。 

また、体験学習につきましては、土器作りや勾玉作りなどの縄文時代の道具作り、貝塚館

で実施するほか、高砂貝塚公園におきましては水生生物などの観察会の実施や植樹などの体

験事業、入江貝塚公園におきましては縄文祭りなどのイベントや竪穴住居の復元体験を行う

など、３か所の施設における活用と情報発信に努めてまいります。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  



－111－ 

○９番（下道英明君） 大体流れは分かりました。とにかく情報、今回、それと北海道北東北

縄文遺跡群の中でやはり新たな動きが出てくると思うのですけども、伊達であったり洞爺湖

町であったり、いろいろな遺跡群があるのですが、そういった点で、それは点と点だと思う

のですけれども、やはり北海道北東北縄文遺跡群という面として捉えたときに、今、どのよ

うな形で計画を進めていくのかいま一度お聞きします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。  

○社会教育課長（角田隆志君） 四道県の組織といたしましては、四道県及び構成資産を持つ

14市町から構成されます縄文遺跡群世界遺産登録推進本部というものがございまして、世界

遺産登録に係るイベントや情報発信を行っているところでございます。現在、ユーチューブ

で縄文遺跡群世界遺産登録推進フォーラムをオンラインで行っておりまして、その中で入江

高砂貝塚の紹介もしているところでございます。 

また、当町におきましては、これまでも道内構成資産の学芸員を招いて世界遺産講座を実

施してまいりました。逆に、当町の学芸員が行って講演をすることもございます。こうした

連携については、今後も継続して実施してまいります。 

世界遺産登録となりますと注目度も上がるということが予想されますので、道内の構成資

産を持つ町も加盟しております北海道縄文の町連絡会、これらとも連携を図りましてイベン

トや情報の発信を行ってまいりたいと考えてございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） ぜひ、この世界遺産に向けて取り組んでもらいたいのと、当町は縄文

サミットでしたか、開催していますので、そういった、やはり過去の歴史もあるので、それ

と当然ジオパークに関してはもう一つのサイトにもなっているということで、非常に先ほど

来いろいろな、これから観光について１番議員のほうでお話あると思いますけれども、縄文

遺跡群、そしてジオパークとか、本当にこれが連携している、リンクしているので、ぜひそ

の点を踏まえて積極的に、もう社会教育課が観光振興課と対張るぐらいの力でやっていただ

きたいと思うのですけれども、あとはただ一方で、官だけ動いてもどうしようもないと。や

はり民が大事だと。残念ながら、伊達はしっかりした組織もあります。洞爺湖町もあるので

すけれども、ただその中で、やはり規模がどんどんどんどん狭められている、団体の。そう

いう意味では、地域住民への啓発活動というのは、今後、今年に関してはどういうふうに考

えているのか、そのお考えをお聞きします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。  

○社会教育課長（角田隆志君） 今、議員おっしゃいますとおり、当町におきましても虻田ふ

れないの会という支援団体がございます。年々高齢化はされておりますけれども、ガイドで

すとかそれから縄文まつり等で主体的な役割を担っていただいております。今後もそういっ

た団体、地域の方々と連携してやはり盛り上げていかなければならないというふうに考えて

おりますが、まず将来も見据えて考えていきますと、まず学校教育というのは外せないだろ
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うというふうに考えております。毎年小学校６年生対象に学芸員が縄文についての授業を土

偶や土器作りなどの体験を交えながら行っているところでございます。その中には世界遺産

についても触れておりますので、今後もそういった学習については継続して実施してまいり

たいと思っております。 

また、地域の方たちを対象として、引き続き講習ですとか体験講座なども実施してまいり

ますが、今後は講座イベントをはじめ、専門的な研究大会ですとか、そういった誘致にも努

めていきたいというふうに考えております。こういった地域の方々が参画できるようなもの

を洞爺湖町で開催できるよう、今後も努めてまいりたいと考えてございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。  

○９番（下道英明君） 今ありましたように、やはりこの縄文遺跡群のＰＲというのは本当に

大変重要だと思います。町長の町政執行方針の中にもポストコロナ禍を見据えた新しい観光

スタイルの確立を目指すと述べております。新しい観光スタイルとは何なのでしょうかと思

っていろいろ考えていたのですけれども、いろいろな文言を見ていくと、行間を読んでいく

と、恐らくですけれども、この縄文遺跡群のＰＲを推進して、観光振興にも力を入れていく、

そういった面での新しい観光スタイルなのかなと思うのですが、結びになりますけれども、

町長の方から新しい観光スタイル町政執行方針の中で述べたものを具体的にお示していただ

きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいまおっしゃっていただきました新しい観光スタイル、いわゆる

私どもの町には今まで有珠、洞爺湖、ジオパーク、これが2009年に世界認定になっておりま

す。そして昨年、この北海道北東北縄文遺跡群も、コロナ禍ではありましたけれども、世界

の審査員がこちらのほうにもお見えになって、その活動状況あるいは施設の状況等々も調べ

ていったと。恐らく、今年、今年というか令和３年度中には、その可否の決定が下されるで

あろうということが今言われているようでございます。もし本当にこれが決定になりますと、

私どもの地域は小さい行政面積の中ではございますが、世界遺産が二つある地域というふう

なことになります。これは大きくやはりアピールできる好材料かなというふうにも思ってお

ります。 

そんな中、昭和24年に国立公園指定になりました支笏洞爺国立公園、これはもう誰もが風

光明媚とも称えていただける場所かな、さらには2008年にここで北海道洞爺湖サミットが開

催された。知名度におきましても相当やはり日本国内では広がってきているなという感じが

いたします。 

そんな中、やはり一番肝心なのは、このジオパークにしましても、あるいは縄文遺跡群に

しましても、この地域に住む方々が、俺たちはすばらしい遺産の中に住まわさせていただい

ているのだと、住んでいるのだという自負をやはり大きく持っていただくことが一番肝要か

なというふうにも思っております。そのためには、やはりそれぞれの所管のところで地域に
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出向いて、そして地域の皆さんによくその状況をこれからも話をしながら、また一緒に行動、

参加していただくイベント等を繰り返していくことは必要なのかな。 

今、ジオパークにつきましては、議員もご承知だと思いますけれども、空中散歩あるいは

水中散歩、これらもやらさせていただきました。この間、改めて漁師の方のところに、この

水中散歩を見ていただきまして、虻田の舞浜が一体どうなっているのだ、今現在こうなって

いる、こういうお魚が住んでいる、あるいはウニもいる、アワビもいる、これをもっともっ

とやはり資源として自分たちは守っていかなければならない。こういう自覚を持っていただ

く。その意味でも、やはりよい教材にもなるのかな。 

合わせてこの北海道北東北縄文遺跡群につきましては、今から約5000年前、あるいはもっ

と古い時代からここで人々が生活を、生計を立てていたのだと。北海道の中でも古い時代、

これから、この時代から人が住んでいたのだということはやはりそれなりにいい地域だった

のだということを、やはり国内だけでなくて海外の方にも知らしめていく必要があるだろう。

特に縄文遺跡群につきましては、世界中でいろいろなところで、先住民族という方々がそれ

ぞれの立場で今活動をされておるようでございます。私どもも世界遺産登録になった暁には、

やはりそちらの方々とも連携をし、そして地域の文化等々をやはり語り合っていく、語りつ

ないでいく、そういうこともやはり必要なのではないだろうかというふうにも思っておりま

して、私どもの町には、今、世界遺産が今度二つになるやもしれん。 

胆振総合振興局におきまして、胆振古代遺産と言われているものがございます。そこには

ウポポイ、それから鵡川の恐竜でしたか、それと室蘭の炭鉄港でしたか、こういうものも含

まさっておりますが、その一番上のほうに、やはり世界ジオパークあるいは北海道北東北縄

文遺跡群、これらを振興局を中心として、今修学旅行の大きな教材にしていこうというふう

なことで、以前は東北のほうからたくさんの修学旅行生に来ていただいておりました。それ

を何とかまた呼び戻そうという運動を令和３年度から始めていくというふうなことが胆振総

合振興局の大きな柱となっているように聞いております。そちらのほうにもぜひ私どものジ

オパークあるいは縄文遺跡群、これも一緒に参加をさせてくれということでお願いをしてい

るところでございます。 

また先日、洞爺湖温泉観光協会長といろいろ懇談をさせていただきました。近々またこの

縄文遺跡群、いわゆる世界遺産登録になるやも、その折には観光産業の一つとして何とか連

携できないか。このコロナ禍がある程度収束が見込まれてくると、当然東北のほうに、今旅

客誘致を考えているようでございます。その折にも、ぜひこのジオパークと縄文遺跡群、こ

ちらのほうも一緒に担当を連れて行ってほしいということでお願いしておりまして、とにも

かくにも、やはり大きな観光資源の一つとしてこれから活用してまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） ありがとうございました。以上で、私の一般質問を終わります。あり

がとうございます。 
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○議長（大西 智君） これで、９番下道議員の質問を終わります。 

再開を２時 45 分といたします。 

                               （午後 ２時３０分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時４５分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 休憩前に戻り、引き続き、一般質問を続けます。 

次に、１番、越前谷議員の質問を許します。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） １番、越前谷でございます。 

  通告いたしました案件について、これから質問させていただきます。 

 この５日の日と今日の日で大体自分の聞きたいところは先ほども町長も答弁されております

から、しかしながら別な角度から理事者の見解を求めていきたいと思います。できるだけ大

局的に考えておりますが、いろいろ案件上、細いことも聞く場合もあろうかと思いますので、

その点、あらかじめお許しを頂きたいと思います。 

まず最初に、洞爺湖町のワクチン接種態勢と接種後の検証について伺っておきたいなと思

います。このコロナウイルスは、日本で初めて新型コロナウイルスの感染が確認されたのは、

令和２年の１月15日でございます。現在の令和３年３月７日現在で、国内におきましても44

万621人の感染者、それから死亡者は1,065名にも達しているわけであります。ごめんなさい、

死者は8,276名に達しているわけでございます。北海道におきましても、１万9,472名の感染

者が出ております。それと併せて、死者が69万、失礼、693名の死者が出ているということ

であります。医療従事者の方々が一生懸命努力をされているわけであります。そういった

方々に、この場をかりて改めて敬意と感謝とお礼を申し上げたいなと思います。 

学者の方々に言わせると、この新型コロナウイルスの活動が高まるのは、気温が５度から

15度ということでございます。そういたしますと、考えてみると、これから５月中旬前後に

また感染者が増えるのではないか、それから秋になりますと、10月の中旬前後がこの５度か

ら15度の気温状況になるわけでありますから、感染者が増えるのではないかと、こういうこ

とでございまして、いずれにせよ世界的にもこのコロナウイルスの猛威は一向に衰えており

ません。ウイルスには国境がないのであります。ウイルスには国境がない。このことをしっ

かり私どもが忘れてはならないし、認識を深めなければならないだろうなと思います。 

今、全国的にも大きなこの懸念の話題になっておるのは、変異株の発症率が非常に増えて

きているということであります。今、日本の国、国内におきましても250名を超える方々が

変異株に感染をしているということであります。北海道におきましても、約12例のこの変異

株に感染しているということが明らかになってまいりました。私どもは、いろいろと感染防

止対策は一生懸命、行政はもちろんのこと、住民の方々の努力もあって感染者が抑えられて
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きますけれども、そこへ来て、そこへ来てワクチンの接種ということになってきました。こ

れは感染抑止力になるのと、また感染者を出さない、あるいはまた移さないという、そうい

うワクチンの効果というものを期待をしたいところでありますけれども、しかし、そこそこ

の学者に言わせると、この通告に書いてありますように、これから長期的な、長期的な検証

もしていかなければならないだろうと、こういうことを含めて質問をこれからさせていただ

きたいなと思います。 

５日の日の一般質問では、ワクチン接種の方々は３名の方々が質問されておりますので、

私は押さえ程度になろうかと思いますけれども、行政側の取り組む等々をもう一度、お聞か

せ願えればなと思います。このワクチン接種は、令和３年の２月17日、中旬から医療従事者

の方々に接種開始をされたわけであります。いろいろ、先日の洞爺湖町の接種態勢の確立に

向けてのアンケートにも触れておりますが、やはりこのワクチンの接種というのは自由意志

によるということは間違いないだろうと思います。いかにこの安心・安全に接種に取り組む

かということであります。 

洞爺湖町においては、虻田地区と洞爺地区に別れるということでございまして、２か所の

病院で接種態勢ということになるのではないかなと思うのですが、ただ私は心配なのは、そ

こで心配なのは、接種する場所が決まりました。だけれども、接種を受ける方々の交通機関

といいましょうか、そういったものがどのような考え方でいるのかということを、５日の日

も何人かの方が伺ったら、行政が対応するという答弁であります。その行政の対応する、ど

ういう対応策を現時点で考えているのか伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 移動手段、交通方法という形のご質問でございます。

接種会場までの送迎につきましては、接種日時の予約受付を健康福祉センターで行う際に、

接種会場までの移動手段について確認を行います。基本的には各自で自家用車を使用し、

会場まで来ていただき、移動手段がない方につきましては、３密対策も考慮して実施をし

ていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） ちょっと余り、理解できるかできないかというのは、個人の価値感

の問題ですから、そういう取組方をするのだろうなと思うのですが、そこで、例えば医療従

事者に対しての接種というのは、順番制はどうこうというのは、十分理解できます。ところ

が、医療従事者の方々の接種が終わりまして、そして65歳以上の今度高齢者にいく、あるい

はまた、疾患だとかある方々の接種も始まる。それで心配なのは、今の国が発表している、

国の発表しているワクチンが、個数が本当に私どものこの町にも順序よく入荷されるのかな

というのは、現時点で不透明なところがあるのではないのかなと思うのです。だとすれば、

高齢者の接種に入った場合に、どの地区とかどの方から先にやるのかと、希望したけれども

一向にワクチン不足から接種できないのはどういうことなのだと、こういう環境に陥るので
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はないかなということが私は一番心配しているのです。昨日も発表になりました、大体80％

近い方々が接種するとか、どちらかといったら接種を希望するとか、そういった方々が大体

80％ぐらいだと。だとすれば、ワクチンの個数からいって、現時点の個数からいけば、なか

なか行政が思っているような接種をできる環境にはないのではないか、不公平さが生まれる

のではないか。この辺を懸念、危惧をするのですけれども、その辺の見解というものを、簡

単で結構ですからお願いできますか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 先日もちょっとお話しさせていただきましたけれども、本当に私ど

もの町へのワクチンの供給量というのが非常に限定的になっております。当初は私どもも４

月からしっかりとしたワクチンの供給があって、スムーズに、出来るだけスムーズに皆様、

特に高齢者の方々から始めていきますけれども、スムーズに接種ができるような態勢を組も

うということで進めてきたのですが、ここにきて国からもう連日のように変わってきて、全

然入ってくるめどが立たないというような状況になっています。それで、私どもの態勢も、

当然それに合わせて変えていかなければいけないということになりますと、高齢者の方々が

今3,600人くらいおられますけれども、一遍に皆さんに、いついつからいつまでの間に接種

できますよと、ちょっとそういうご案内もまた考え直さなければいけないかなと思ってござ

います。ということは、やはりまずは限定的に、例えば年齢で区切るとか、高齢者の中でも

年齢で区切るとか、または福祉施設、多くの方が入所している福祉施設からいくとか、その

辺を改めて今見直さなければいけないという状況になっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） そういう環境になっているだろうなというのは、私は十分理解でき

ます。その程度、答弁できないのだろうなということは理解できます。 

それで、先ほど送迎の関係も行政側もやるということなのですが、やはりやるにしても密

にならないような送迎の在り方というのは重要視しなければならない。これはやはり、何か

住民の方々でもワクチンしたら、接種したらもう感染しないのだ、大丈夫なのだという、そ

ういう意識にならないのかなというのが心配なのです。全国的にもそうです。そういう声が

非常に高い。だからその辺をどう、それこそ行政のほうで接種をされた方々に注意事項とし

て、例えば書面化して渡すとか、そういう方法を取らなければならない。ワクチンしたらも

う大丈夫なのだと、もう若い方々でも、まあ若い方々たちのというのはあれでしょうけれど

も、一般の方々でも、もうどこどこ行ってもいいな、どこどこでこうやってもいいな、ああ

やってもいいなというような、そういう環境になることだけは絶対に抑えなければならない

と思うのです。接種したから安心だと。これも昔はこの新型コロナウイルスが今、感染状況

が非常に低迷しているかのようですが、先ほど申し上げたように気温が５度から15度の間に

活発化になるということなのです。それで、昨日の学者の話を聞いていると、新型コロナウ

イルスがある程度収束できるのは来年の冬越えたところである程度収束なるのではないかな

と、これも期待度だと思うのですけども、期待度というよりも専門家だから、やはり根拠が
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あっての発言だと思いますけれども、そういうことも聞きますけれども、やはり少なからず

や、何度も言いますがワクチンを打ったからもう心配ないぞと、そういう意識にならないよ

うな対策、対応を行政はやはりしっかりと取らなければならないのではないかなという気が

してならないのです。 

もう一度伺いますけれども、この接種態勢をするのに、スタッフとしてどの程度必要なの

か、そしてスタッフが必要ならば、この間、副町長の答弁の中では一部それこそ委託すると

か、委託するかの答弁もなされた、自分はそういう受け止め方しているのです。全国的に、

これはお医者さんとかそういう医療従事者は別にして、いろいろな受付だとか案内だとか、

送迎だとか等々含めて、今、コロナウイルスで非常に企業の雇用不安がつながっているわけ

でありますから、雇用不安がつながっているわけでありますから、そういった企業に委託す

るというそういう自治体も中にはあるわけでありますけれども、洞爺湖町は一部ということ

の取扱いも考えているようでありますから、その辺は期待をしたいなと思うのです。 

それで、いろいろ５日の日、いろいろな方が聞いていますから前に進みますけれども、接

種した後に、接種を終えた後に自己管理とやはり行政の管理というものも必要ではないのか

なと、調査管理というのは必要ではないのかなという気がするのです。接種した自己管理は、

自分の考え方で管理をしていくのでしょうけれども、行政もやはり調査管理というのは徹底

をしていかなければならないのではないかなという気がするのですけれども、その辺はどの

ような見解をお持ちでしょうか 。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの接種後の健康管理というご質問でございま

す。厚生労働省では、薬事承認したことで安全性を確認したと判断することに加え、現在、

先行接種が行われております。厚生労働省の調査結果の公表内容を参考にしてもらえるよう、

住民の皆さんへ周知を行ってまいりたいと思います。 

副反応の部分の経過観察ということでございますが、現在、接種後につきましては、接種

会場で15分から30分程度のその会場での経過観察を行う予定としております。その後、ご自

宅等に戻っていただいた後の観察ということにつきましては、現在、厚生労働省のほうから

は、日数などについては何も示されておりません。ですが、しっかりとご自身の体調管理を

していただき、仮に体調に異変が感じられた際、または不安なことがあった際におきまして

は、ふだんおかかりいただいている医療機関ですとか、またはそういうような形ではなくて

どうしたらいいかわからないという場合がございましたら、健康福祉センターさわやかのほ

うまでご相談をいただけるような周知を行っていきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、センター長が言った、後半の方でさわやか別館のほうにご連絡、

何か異常が発生した場合、やはりそういう態勢というのは当然なことなのですが、ある程度

は学者等々に言わせると、私はこれ本当そうなのではないかなと思っているのですけれども、
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接種したら４日間は体温を測って健康調査をするというのが大事だという学者もいるのです。  

それはやはり考えてみると、何もなくてよかったなと。何かあったら大変なことですから、

しっかりと、どのような方法で連絡を取るのかどうなのかということも行政はしっかりとし

て文章化にして接種をされた方々に、こういった場合ここに連絡してください、電話番号も

書いて全部渡すという、そういう手法は当然取らなければならないだろうと思うのです。 

それで、昨今の新聞紙上では、もう60代の方々が接種後に、これ脳梗塞のようであります

けれども、亡くなっています、接種後。これは疾患もあったようでありますけれども、くも

膜下出血で、脳梗塞といいますか、くも膜下出血で亡くなっています。接種との因果関係は、

今、田村厚生大臣からの指示もありまして調査している状況のようですけれども、そういう

死者も出ている。それから、20代の女性も、これは基礎疾患は不明だということであります

けれども、この方もいわゆる、よく自分、急性の重い副反応ということで、アナフィラキシ

ーと言うらしいのですけれども、そういった蕁麻疹も出た、口の中にも出たり、そういった

方々が出まして、即座に現場であったわけですから、15分、30分いただけですから、即座に

その医者が対応したら治ったということでありますけれども、やはり帰ってからそういう、

場合によっては症状も出ないとも限りませんから、そういった自己管理等、行政あたりもし

っかりと接種態勢の後の管理をしてあげるというのが、私は優しい行政の姿ではないのかな

という気がしてなりません。だから、そういうことを徹底的にやっていただきたいなと思い

ますけれども、こういう亡くなったとか、あるいはこういう症状が出たとか、そういったこ

とは逐一自治体にも連絡あるものなのでしょうか。どうですか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの、逐一実際に情報が、副反応の情報がとい

う部分なのですけれども、申し訳ございません。私も報道の中でまず知りまして、そういう

状況にございます。現在、国のほうといたしましては、先ほど議員もおっしゃっておりまし

たとおり、調査中という状況でなってございます。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 補足で説明させていただきます。現在副反応に対する正式な通知

はございませんけれども、厚生労働省のホームページで現在の調査の途中経過も含めて、最

新の情報を常に更新している状況でございまして、町といたしましても、現段階ではその情

報で副反応の状況を確認しているというところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、総務部長が答弁したというのは行政側の、何ていうのかな、そ

ういう厚生省から連絡は分かるのだろうけれども、やはり一般の住民の方々も熟知できるよ

うな方法論というのは取らないと、それから、自分みたいなガラケーの人はさっぱり分から

ない、そういうの。だから、そういった方々の、自分以外にも何人もいるのではないかと思

います。自分は特別だと思うのですが、そういうホームページだから分かるとか、厚生省か

ら来ているからというのは、それは行政側のいいような答弁であって、自分には的確な情報
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と伝わらない、そういう答弁というのは。 

だから、いずれにせよ、それからもう一つ伺っておきたいのは、伺うのと、それと何と言

いましょうか、我々は認識を深めなければならないのは、今のアメリカから来ているファイ

ザーのワクチンですけれども、これは変異株には効果が薄いということのようです。効果が

薄い。効果がないという人もいる。だから、そういったことも含めると、いかに接種後の、

接種後の調査管理というのはいかに大切かということを理解していただきたい。そういった

理解した上で、住民の方々の健康と生命を守るためにしっかりとした対策を講じていただき   

たい。かように思うのですが、副町長でもよろしいです、どんなものでしょうか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） やはり町としましても、本当に一大イベントと、イベントといいま

すか、一大の事業になります。これ、本当に、議員おっしゃられるようにも、安心・安全に

進めることが第一優先だと思ってございます。そのためにも、しっかりした、しっかりとし

た経過観察等を実施していきたいと思ってございます。その窓口としては当然健康福祉セン

ターでございますけれども、係つけの医者のほうにも相談態勢もお願いしたりとか、できる

だけの対応をしていきたいと思ってございます。 

それから、今、厚生労働省のほうでホームページで逐一更新しているという話でございま

すけれども、正式な文書として私どものほうに国・北海道から、なかなかアナフィラキシー

とか、また、くも膜下の死亡例については因果関係について、今、厚生労働省のほうで調査

中というふうに聞いてございますので、その辺も含めて、正式な通知が一切来ていない中で、

私どもも勝手にこうですよ、こうですよと、なかなか言いづらいところも正直ございます。

その辺はしっかりと厚生労働省が発表するものを、できるだけ迅速に正確に伝えるよう、頑

張っていきたいと思っているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 副町長答弁したように、ぜひ、そういう態勢の確立構築をお願いし

たいなと思います。 

最後になりますが、この質問で最後になりますが、全員協議会の場でも申し上げたわけで

ありますが、やはりいろいろな情報というのは、最大限開示をして、そして情報共有をし

合って、いろいろ目標に向かうとか、あるいは住民の方々の接種後の健康管理などを一丸と

なって、行政も議会もなく、みんなで守ってこの危機的状況から打破すると、そういうこと

をぜひお願いをして、次の質問に入らせていただきたいなと思います。 

次の質問は、「資源を活かした洞爺湖観光をめざして」ということで通告をさせてもらっ

たのですが、実は聞こうと思ったのが、先ほど９番議員が質問してくださいまして、町長も

長々と丁寧に答弁してくれたもので、私はどこから攻めればいいのかなという、そういう思

いでいるわけでありますが、ただ私は、やはり町政の執行方針の中で、９番議員も申し上げ

ておりましたが、ポストコロナ時代を見据えた新しい観光スタイルの確立を目指すのだとい

うことが明確に乗ってるわけで、いよいよここに分かってくれたかなと思っています。 
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私は以前からそのいろいろな資源を生かすべきだ、いろいろなこれからちょっと触れさせ

てもらいますけれども、そういったことからいけば、私は今回の執行方針の観光スタイルを

こうするのだということに対しては同感であります。ぜひ、そのようなことで努力をしてい

ただきたいなと思いますが、そこで、その理念と、そして資源の運用についてこれから何点

か質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいなと思います。 

実は、令和２年の９月会議でも質問させていただきましたが、コロナ禍での総合的洞爺湖

観光の戦略の質疑をさせていただきました。いろいろ町長のほうでも、いろいろと方向性を

見出してくれたわけでありますが、何と言っても私どもは一日も早く、この新型コロナウイ

ルスの収束を願っているところでありまして、一日も早く幕開けになるように期待をしてい

るところであります。 

これからの観光産業を確立するとか、洞爺湖観光を前進させていくためには、何度も今ま

で申し上げてきておりますが、私は町長と含めて３人の理事者に同じ質問してきているので

すが、洞爺湖観光を前進させていくためには、官民一体となって前進させていかなければな

らないのだという、そういうことが私は以前から申し上げてまいりました。 

そこで伺います。行政側と観光協会との、決して遮断状態でないと思っています、私は。

遮断状態でないと思っています。しかし、いろいろ私も有珠山噴火で２回も経験しまして、

洞爺湖観光が打撃を受けたときに、もう何本の要望書が出ただろうか。要望出る、陳情合戦

はやる、要望やる、またあそこ言えば陳情だと、そういううねりの中で今日の洞爺湖観光が

維持をされていると言っても過言ではないのかなと思っているのです。 

そこで伺いますが、やはり観光協会と行政とのこの融合性というのは、極めて重要だなと

思っています。融合性というのは極めて重要だなと思っています。そこで伺います。コロナ

禍での観光協会の今日の意気込みというのはどういう意気込みなのか伺っておきたいなと思

います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 観光協会のほうとは常に連携を今現在取らさせていただいているとい

うふうに思っております。今、観光客の方が全然洞爺湖温泉に来れない状況、また、海外の

インバウンドのお客様も来れない状況が続いておりますけれども、それによってホテル、そ

して土産店、あるいは飲食店のほうにおきましても、本当にひどい大打撃を受けていると。

そんな中、観光協会役員を中心として、皆でこの場を乗り切ろう、そういう思いで皆さんい

らっしゃる。そして、役員の中では、もうちょっとで先が見えてきたら、いつかきっとまた、

お客様に来ていただける、そういう態勢づくりだけはみんなでそれぞれやっていこうという

ことで一生懸命動いていただいております。本当に、お客様が来てくれない、それは非常に

残念なことではありますけれども、来ていただいたときにこういうふうに対応しよう、そし

てそれの受け皿として、自分たちでできること、ある業者は海外のいつも行っているお客様

といつもメールのやり取りをしていると。あるいはある方は、旅行会社関係といまだに連絡

を取っている。ある方々は、自分たち観光業者は一生懸命やると。この場を何とか耐え忍ぶ、
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行政としてできることをやはりやってもらいたい。 

そのための基盤整備として、一つには温泉大通り線の歩道のカラー舗装化、これは今も工

事進めておりまして、昨年、今年で一応完成する予定でございますけれども、これも地元の

声として、インターロッキング、がらがらのところを洞爺湖温泉、やはりスーツケースを

持って訪れる観光客の方が非常に多い。そのがらがらを何とかストレスなく引っ張っていく。

そのための基盤整備を何としても行政のほうでお願いしたい。それから、来ていただいたお

客様が、ああよかったね、綺麗だねと言われるような、今花、花で町を飾るという取組をさ

せていただいておりますけれども、これもぜひやってほしい。そしておかげさまで公園のト

イレは、ほとんどが洋式化になりました。ようやっと中島に、今まで古い建物、森林博物館

があったわけでございますけれども、中島湖の森博物館が、今年度ようやっと完成する。そ

して一番何と言っても声が上がっていたのが、ＪＲ洞爺駅の駅舎内構内のエレベーター。こ

れもいよいよ令和３年度中には完成するという運びになりました。また、もう一つ大事なこ

とは、以前から要望がありました温泉街の信号機 、この設置、これも今公安委員会のほう

と相当詰めさせていただいて、公安委員会では令和２年度で、珍小島付近に横断歩道をつけ

ると。それに伴って、町で、下のほうの公園に接続する道路を設置する、あるいは土現のほ

うではその国道、道道付近の中学校の下のほうの歩道の部分をさらに草取りをしていただく、

そういう、できることをきちんと基盤整備をやっていこうと。それと同時に、今度これが収

束の方向が見えてきた暁には、何としてもやはり打って出よう、みんなで旅客誘致をやろう、

そういう今、打合せを何回かさせていただいております。観光協会とやはり旅館組合と一体

となって、行政のほうも洞爺湖にまたお客様を呼び戻すのだ、それがひいては洞爺のほうに

も普及してくるだろうし、あるいは本町のほうにおいても経済効果が生まれるだろう、そう

いうふうに認識しております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 洞爺観光協会の意気込みも分かったわけでありますけれども、自分

の耳には余り届かないのです。それで伺いました。自分の耳悪いせいか届かないのだと思っ

たわけであります。今、北海道の新しい観光スタイルを躍動するのだというのは、私も本当

に、まさにそれでなければだめだなと思っているのですが、やはりそこそこの町でも、いろ

いろとやはり戦略を考えています。これだけ観光産業の大きな打撃を受けているわけであり

ますから、全国的に。 

そこでこれから伺っておきたいと思うのですが、いわゆる環境省が、前回の９月の議会で

も会議でも申し上げたかと思うのですが、今年度中に日高山脈を国立公園に格上げするとい

うことであります。ご存知のように、今まで国定公園だと、道管理でありまして、今度、国

の管理下に置かれると、いろいろ整備だ、そういう運営等とも含めて、国も積極的になって

くるだろうなと。この日高山脈というのは、日高山脈であるとか、アポイ岳であるとか、あ

るいは黄金道路であるとか、そういったところがこれから、それから襟裳岬であるとか、そ

ういったところを精力的に国立公園として頑張っていくのだ、こういうことが今マスコミで
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も報道をされるようになってきたわけであります。私は、心配なのは、白老にはウポポイで

きた。それから、鵡川には鵡川竜がある。そしてこのウポポイも含めて、それから襟裳岬等

も含めて、黄金道路も含めて、国立公園に昇格されたならば、観光客の流れがそっちに行く

のではないかなという懸念をするわけです。何とか歯どめをしなければならない。 

それからもう一つは、北海道が観光列車を取得して買って、そして無償で八つの道北の、

八つの路線に対応するということなのです。観光列車です。道費も使って。国費ももちろん

使って。それ、そういう環境になってきて、本当にＪＲそのものも異例の、道北に力を入れ

ようとしている。そういったところにやはり観光客の流れは進んでこないのかな。だとする

ならば、洞爺湖観光としても、何らかの手当てをしながら、何らかの資源を大きく生かしな

がら、洞爺湖観光を躍進をさせていかなければならない。 

私は以前から申し上げておりますように、躍動させるためには自然環境と食だなと思って

いるのです。その食を、というのはいわゆる自然環境と食というのは、伸びる要素はあると

思うのです。そういう連動性の強化を図っていかなければならないだろうと。さっき、午前

中の質問の中で、ふるさと納税の返礼品のことで質問された７番議員もおりますけれども、

洞爺湖町のいわゆる名物、ブランド品といったら、何なのですか。    

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） ふるさと納税で今人気のある返礼品といたしましては、１番目が

とうきび。２番目が鮭、イクラが２番目、３番目というような順位になっております。多い

数ということでございます。ホタテは４番目以降という形でなっております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 分かりました。今、総務課長が答弁してくれました。後で、後ほど

いろいろまた質問することがあろうかと思いますけれども、こういった、かつては洞爺湖町

の、洞爺湖町というよりも、自分来たのは虻田町でありました。虻田町の名物といったら何

なのと言ったら、某お菓子と言いました。これが来たらやはり相当なブランド品、名物にな

って、それから私も田舎に行ったら、洞爺湖温泉で働いてくれる女中さん方は、女中さんと

言ったら失礼ですね、やはり、方々が帰ってくるのを待って、そうすると某お菓子を持って

きて、はい、食べなさい、あげるよというのだったらそれを喜んだ、そういう虻田町時代は、

ブランド品といったら某お菓子かなと思っていたのですけれども、今、その辺がブランド品

といったら出てこなかったのはちょっと残念だなと思うのですが、洞爺湖観光を躍動させて

いくためには、地元の農産物であるとか、漁産物の利用してもらうような環境を整えなかっ

たら、これは駄目です。私は、これだけ自然環境、すばらしい自然環境がある。洞爺湖町で

は素晴らしい農産物もある。漁産物もある。それがこの町で活用されない、連動性がない。

遮断されている。これでは、幾ら知恵を出して洞爺湖観光を躍進をしようではないかといっ

ても、そこそこ無理なところがあるのではないかなという気がするのです。そういう、これ

からいろいろ述べさせていただきますけれども、農業もしかりです。潜在している資源を生
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かした洞爺湖観光をどうやって躍動させていくのか。私どもは即何かといったら上を見る。

だけれども、困ったときやピンチのときには足元を見れと。必ずや足元にチャンスのヒント

があるのだぞということは、私は子供の頃に学んだことがあるのですが、まさにそのとおり

だな、そういう時代だなと思っております。 

そこで伺います。いかにこれから現在の洞爺湖観光と連動性を強化を図る、そういう資源

というのは、先ほど９番議員も申し上げておりますように、洞爺湖有珠山ジオパーク、それ

から北海道北東北の縄文遺跡、それと忘れてはならないのは、洞爺地区のあの風光明媚な資

源をどう生かしていくのかと。今年は、明日、あさってでしょうか、明日ですか、景観条例

の制定になるでしょう。それから、明日、申し上げたいと思いますから申し上げませんけれ

ども、そういう洞爺地区であるとか、風光明媚ないろいろな自然の資源があります。これか

ら、今までのジオパークの先頭に立ってやってきてくれた武川経済部参与からいろいろと展

望を聞きたいなと思うのですが、いわゆる洞爺湖有珠山ジオパークであるとか、あるいは北

海道の北東北縄文遺跡群を生かした洞爺湖観光をよみがえらさなければならない、こういう

時代になっているし、現在のこれだけ経済環境が冷え込んでいる今日の観光の在り方を見る

と、今までのような観光を継続するというのだったらそういう伸びしろはない。新たな資源

も一体となってやっていかなければならない。 

それから、町長、もう一つ、私は以前から何度も何度も申し上げてきているのですが、洞

爺湖観光というのは、観光地というのは、観光産業を従事しているとか、観光産業の経営者

の方々だけのものではありません。洞爺湖町全体の、住民全体の洞爺湖観光でなければなら

ないと思いますし、だとするならば、そういった方々のご意見を伺うという、今回は新しい

観光スタイルをつくるのですから、そして一般の住民の方々の目線から見た現在の洞爺湖観

光はここにある、こうある、それを一歩これから前進していくためには、こういったことも

必要ではないですかというような、そういう住民のご意見をいただくような、何ていったら

いいでしょうか、検討委員会でもいい、何も結論を出すということではありません。そうい

う住民の意見も聞きながら、一つの洞爺湖、新しい観光スタイルをつくり上げていくという、

その努力を求めたいと思うのですが、町長はどういう考え方持っているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 議員のほうからご指摘いただきました、新しい、いわゆる洞爺湖観光

づくりといいましょうか、いう面の中で、いろいろな方、各世代層、いろいろな考え方があ

ると思います。例えば例を挙げると、花火は嫌いだ、あるいはこういうところをもっと伸ば

してもらいたい、そういう発想はなかなか私も今までは固定観念といいましょうか、観光協

会あるいは旅館組合、ＮＰＯ、いろいろな各種団体がありますけれども、各種団体の声を聞

いていた。ただ、新しい方々、何もテーブルも、何もないようなざっくばらんな話を、ぜひ

私どももお伺いをさせていただいて、それをまちづくりの中に生かしていきたいなというふ

うに思っております。それは何とか令和３年度中にはやっていきたいなというふうにも思っ

ております。 
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また、今おっしゃっていただいた、洞爺ジオパークの関係、こっちのほうはいろいろうち

の担当、室長も考え方持ってまして、洞爺の、特に水辺、キャンプ場から親水公園までのこ

の水辺、ここも今、クラウドファンディングを利用しながら、何とか再整備をしようと、そ

して憩いの場にしていこうと。さらには、縄文遺跡群、今、課長も非常に燃えておりますの

で、新しいまた観光スタイルといいましょうか、そういうことで、いろいろな方面に出かけ

てＰＲをするのだというふうに意気込みで頑張っておりますので、ちょっと、私の後、私は

若い人の意見を聞く会をぜひ立ち上げていきたい。室長と課長のほうからは、ちょっと意気

込みを聞いてもらっていただけませんでしょうか。 

○議長（大西 智君） 武川経済部参与。 

○経済部参与（武川正人君） ジオパークを活用した観光振興の切り口でございます。現在、

根底にある時代性というのは大きく、議員お話しているように変わってきております。2011

年の東日本大震災発生後、絆という言葉、注目が集まりました。男女、親子、家庭の絆が強

まり、観光振興の核となる旅を含む行動も、愛情を育む場を求める思考へと高まりを見せて

います。 

また今回の世界規模のコロナウイルスの蔓延によって、今までの常識が激変し、多くの都

市住民が自然回帰、人間性回復、安全・安心の生き方、暮らし方を求める行動へと舵を切り、

東京からの転出者増加が現象として見られるようになっています。これは、身近な水・空

気・自然は存在して当たり前で無限と思っていたものが、 実は人間の命を育む限りのある

大切なものという気づきによるものだというふうに専門家が分析しています。 

このように、国内外で生き方、暮らし方思考の大きく変化した中、日本が誇る国立公園に

位置するユネスコ世界ジオパーク認定地の存在感は、格段に増すものというふうに私は考え

ています。 

これからの具体的な新しいスタイル、ジオパーク的に考えたスタイルです。これは、成果

と最終の目標にするのは、感動から生まれる共感賛同を得るということでございます。これ

は来訪、あるいは現地商品、物産購入資金調達、これらが共感と賛同を得た中で、広く国民

の皆さんに指示していただく。これはふるさと納税、クラウドファンディングはまさにそう

いう取組で、今回試行的に産官連携の下でやりました。本当に、多くの知らない人から、釘

１本でもお力になりたいということで最終的には130万円ぐらいでしたけれども、皆さんご

寄附を寄せていただきました。これは、全国もう43のジオパークで既に競争が始まっている

取組でございます。 

当面は国内向けの強化というのが一番に考えなければいけないというふうに思っています。

アフターコロナ後を見据えて、往来ができない今だからこそ現地から様々な媒体を使って感

動されるもの、こと、これをどういうふうに発信していけるかというところは重要だと思っ

ています。これは既にもう、こちらへ来る期待感であるとか、洞爺湖町に対するイメージを、

よいイメージを持ってもらうというこの機関、とても重要なことだろうと思います。幸いな

ことに、平成26年からいろいろな企画を国に事業提案して採択を受けて、今年度も予算を認
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めていただいて、1,000万円を使って基盤整備を、私のところは既に26年から少しずつ進め

てきました。 

具体的な方法論としては三つ考えています。一つは、知られていない地域の宝の発掘と磨

き上げ。ジオパークは科学的な根拠に基づいてそれを裏づけるという特徴的なことがござい

ます。空中撮影、それから空中撮影を道内一流の技術者の方に協力をいただいて、空中撮影

の版権を持っている、著作権を持っている、データ自体６時間半、水中撮影も6時間半ほど

のデータ、蓄積してございます。これらは、静止画として抜いてポスター含めたものにも使

えますし、動画利用については、森林博物館、中島の博物館の映像にも提供しております。

これから経費をかけないで、自分ところでどんどんそういう素材を外に向けて発信していく

ということがとても重要だと思っています。 

それから、磨き上げという点では、価値の高い低利用の資源、これは財田の散策路の再生

備ですけれども、やはりこれは国の補助金等をあてにするだけでなくて、新たな資金調達の

手段というのを考えていかないと、継続的に、町単独では到底出来かねるということでござ

います。 

二つ目が周遊の動機づけと現地案内機能の充実というふうに考えてます。これは、サミッ

トの関係で、もうかなり老朽化というのか、中の展示含めて、古かったものを恵み展の会場

として、今年度はこの映像も流すように、国から大型のテレビモニター、それらについても

購入する許可を頂いて、会場は大幅にリニューアルしてございます。動画の活用についても、

ポスターサイズの大きな写真にスマホを照らすと、動画がＱＲコードで流れるというように、

何十本もの仕掛けをしてございます。それから、広域性という意味ではマップ、広域マップ、

これは１市３町の、これもうちの職員、数少ないですけれども、スタッフ少ないですけれど

も、技術的には自分たちでマップを作る、あるいはいろいろな仕掛けを作る技術持っている

者おりますので、火山編、町歩き編、歴史文化という３通りのパターン、これも版権も、地

図版権を含めて私どもで持っていますので、今までのように業者に出すときに、その版権種

類は一切かからないような仕掛けで作っております。それから、３密にならないようにとい

うことでビーコンの埋め込み、これはよく雪崩のときにどこに埋まっているかと反応するや

つなのですけれども、スタンプラリー的にやるやつは、そのビーコンの反応で、どこどこを

周遊したということで、拠点の施設に行っていただければ何かプレゼントするというような

仕掛けで、新聞にも流れておりましたけれども、そういう仕掛けで新しい取組しています。 

最後が、デジタルとアナログを駆使した新たな発信力、４Ｋの動画活用、先ほど町長言い

ましたように、漁協にも２月24日に出向いて見ていただいています。それからＳＮＳ、お金

をかけないでも500人のふるさと応援団の組織、編制しましたので、うちからの情報は、そ

ういう末端の枝から飛んでいくというような仕掛けです。 

それから、アナログという意味では、先ほど議員お話されたように、全てがデジタルで理

解を得られないということで、前から宿題になっておりました絵葉書、それから切手の販売、

これ何とか郵便局から取り付けましたので、切手、郵便ポスト、それから郵便車両、切手に
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ついては、今年の５月の中旬には発行予定になっていますし、ポスト、それから郵便車両に

ついては、この３月中に全てスタートすることになっています。 

それから、水中大木、出ました。その冊子も明日、明後日、その不思議の謎解き編という

ことで冊子が出来上がってくることになっています。本当に追い風として、北海道が高速道

路降りたところにウエルカム看板を設置していただける、伊達と洞爺湖インター出たところ

３台、これは北海道のところでも、なかなか構造的に重量があって難しいということを言わ

れていたのですけれども、長年の町長、先頭に立って要望活動して、これが実現したという

ことで、先日も全国のジオパークの関係者で話題になったものでございます。 

それから、郵便局との全面協力、本当に国立公園含めて、今、法改正も合わせて追い風に

なっている部分が非常にありますので、これらを含めて私のところの課だけでなくて、連携

しながらやっていきたいと思います。 

それから、アフターコロナの最後、海外とのつながりということで、既に町長、中国にも

何度も行っています。れいちょうユネスコジオパークという、これ日本で考えられないよう

な巨大な、炭鉱氏が830万人、それから話題になって、この間も新聞に大きく出ておりまし

た。道内の企業が、来れないならこちらからコマーシャルをかけるということで、かいこう

しが204万人おります。ここから今北海道のほうに向けて、直通の飛行機が飛ぶということ

で、向こうは姉妹提携の動きに非常に積極的で、アフターコロナ後には総客に関係して、私

たちは全面的に協力するというような言葉も頂いてますし、先日は観光振興課を通して、イ

タリアのトスカーナ地方のジオパークが洞爺湖温泉含めて非常に興味があるので連絡を取り

たいということもきておりますので、ピンチのときは非常にチャンスも、うちはもう本当に

底力があると思っていますので、そういうことで頑張っていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。  

○社会教育課長（角田隆志君） 世界遺産につきましては、人類全体にとって価値のある遺産

の保護・保存をすることを目的としておりますけれども、ジオパークにつきましては自然と

人間との共生及び持続可能な開発を実現するということで、一見相反するものでありますけ

れども、いずれにしてもこの地に訪れた方々に価値を知っていただくことが保護にもつなが

っていくと私は考えております。そうなれば、持続的に多くの方に知っていただくためにＰ

Ｒをしていく必要があるのだと思います。 

縄文遺跡群がこの世界遺産に登録されますと、ジオパークと併せまして世界に誇る文化と

地質の遺産がこの地に存在するということになるわけでございます。このコロナ禍におきま

して、ターゲットとなる旅行形態につきましては、一つには修学旅行など知的好奇心を持っ

た旅行客であろうというふうに考えることから、観光客の滞在時間を長くすることで宿泊者

を増加させることが重要だと思っております。 

ということで、今後は観光協会、あるいは旅館組合など、観光業者や観光振興課と連携を

図りながら、そういった情報発信をして集客の増加を図っていきたいというふうに考えてご
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ざいます。また、昨年、文化観光振興法というのも法律も施行されました。こういった文化

についての理解を深めることを目的とする観光、これについてもしっかり取り進めていきた

いというふうに考えてございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） いろいろと有珠山ジオパーク、これはやはり大いにこれからの洞爺

湖観光に生かすことが重要だろうなと思います。これはやはり、ジオパークというのは、減

災教育にもなりますし、それから今、社会教育課長が述べられておりますように、この北海

道の北東北の縄文遺跡群、これは何とか、今ユネスコの審議会のほうに答申なさるでしょう。

そういう、できることならばというよりも、大丈夫かなと思っています。したがって、私は

日本の国の中に世界遺跡が、世界遺産が、遺跡でなくて世界遺産が二つもあるようなところ

というのは、そうやたらないのではないかと。例えば、島原あたりはどうなのかといったら、

島原あたりは何か脱落したということのようでございますから、だとすれば、やはり世界遺

産である洞爺湖有珠山ジオパーク、それから北海道北東北縄文遺跡群、これ、世界遺産にな

るでしょう。期待しています。 

併せて、やはり今回、新築された中島の湖の森の博物館、こういったこともやはり線と線

結ぶ、前に申し上げましたが、松本清張の言う点と点を結び合えば、よその町に負けないよ

うな資源が出てくるだろうと。それから、そういう観光地になれるだろうと、かように思っ

ております。 

やはり何と言っても、この洞爺湖町の経済の土台というのは、観光産業を土台とした経済

の発展を考えていかなければならない。ところが、有珠山噴火２回ありまして、その後、職

住分離のような、そういうこの国の指導もありまして、都市機能が成り立たないような状態

になってきている。都市機能が危まれている状態にあるのではないかなと思います。いわゆ

る危機的状況に私は洞爺湖温泉はあるのではないかなと思っております。都市機能が成り立

たないということは、いわゆるこの雇用の場も消える、雇用の場を消えるということは、人

口減少に拍車をかけるということであります。ですから、みんなで、全町民挙げて、これか

らの洞爺湖観光を躍動させる環境づくりにみんなで汗を流さなければならないだろうなと

思っているのです。 

やはり今、今日の新聞の中でも、こんな記事が載っておりました。この体験型観光協会連

携ということで、これも自然と食、食品開発、この某航空会社と同社子会社、それから北海

道の旅行会社の３者によって、いわゆるこの道内の自然や農林水産業を生かして、アウトド

ア体験ツアーなどを商品づくりするのだということが記事に載っておりました。ここで聞き

ますが、月浦のキャンプ場に、去年は何人来て、前年対比はどのくらいなのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 田仁観光振興課長。 

○観光振興課長（田仁孝志君） 大変申し訳ございません。ちょっとキャンプ場の数字のほう

は、現在把握していませんでした。 
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○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君）  やはりアウトドアなのです。それと、やはり、近年人気のキャンプ

を組み合わせた、そういうツアーをつくっていきたい。それから川下り、それから乗馬、こ

れも月浦に乗馬ってあるのではなかったかな。だとすれば、いろいろなこの商品を開発をす

るという、こういった某航空会社であるとか、子会社であるとか、そういったところにも、

北海道の旅行会社も入ってるわけでありますけれども、そういったところに積極的に営業活

動するという、そういう姿勢でなければならないだろうなと思っております。 

それからもう一つ、最後になってきましたが、町長から総論聞きますから。いわゆるこの

インバウンドが戻ってくるためには、来るということは例えば１年ぐらいで収束宣言したと

してでも、３年から５年がかかるのではないですか。だとすれば、いかに、以前から申し上

げておりますが、国内外の観光客を誘致する、その抜本的検討に、やはりどうしたならばイ

ンバウンドも来てくれる、あるいは国内外の、国内の、国内外でなくて、国内の観光客も来

ていただけるような、そういう知恵というものをやはりみんなで何で考えなくてはならない。

だから町長、行政とか観光協会だけの問題ではないのです。みんなで、みんなで立ち上がる

ことが私は極めて重要だなと思っております。 

そこで、道東のほうでも、こういうことを考えている。道東観光回復へ３市が連携という

ことで、合同キャンペーン、道東を周遊する観光客を道東のほうに取り寄せるのだというこ

とで、呼び寄せるのだと、獲得を目指して、帯広と釧路と網走が４月から６月にかけて道民

向けのテレビ放送であるとか、あるいはまた新聞広告であるとか、こういったことを努力を、

努力というよりも実施をするということであります。なぜ、三つの市が連携をするかという

と、連携することによって、一つの町でそういう映像化図るにすれば、お金がどんとかかる。

３市でやったら、３分の１で済むと。こういう手法をやっぱり自治体関係で連携を取ってや

ろうとしているのです。 

洞爺湖町も令和２年の10月の補正予算で観光ＰＲ事業ということで1,500万円あれしてい

ますけれども、やはり町長、４月だけやればいいというのではなくて、５月も６月も、場合

によっては秋も冬もという、なぜこれを言うかというと、北海道のすばらしさというのは、

我々住んでいるからそう気がつかないのですけども、四季があるという、四つの。春、夏、

秋、冬。この春、夏、秋、冬のこのすばらしい自然環境というものを全国にＰＲするという、

そういう事業を、やはりやっていただきたいなと思うのです。いわゆる、我々気がつかない、

北海道にいれば。冬になったら寒いよな、春になったら桜が咲いたな、夏あったのかな、秋、

もうなっちゃったなというようなもので、この春、夏、秋、冬の、そういう映像を全国に放

映すると。以前からは私は主張されているのですが、冬期観光、どうあるべきなのかという

ことも、やはり洞爺湖観光前進させていくためには考えなければならない。夏は、軌道に乗

ると、そこそこ観光客が来るだろうけれども、冬が落ちる。冬が落ちないような冬期観光と

いうものを、積極的にやはり考える必要性があるのではないか。 

先日、某高台のファームが、冬の大地の体験ということで報道されておりました。すばら
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しいなと思いました。このファームは、大阪方面に野菜を提供している、そういった方々、

ただ野菜を食べてもらうのではなくて、どういうところでこの野菜が収穫されているのかと

いう、そういったことも体験してもらおうではないかということで、冬の成香に来てもらっ

た。もう子供たちははしゃいで、雪の中でもだるまになるように、雪だるまになるようには

しゃいで、すばらしい体験をしたということが引率されている方々のコメントに載っている

のです。やはり、こういう、内地にはない、やはり北の大地、春、夏、秋、冬の、そういっ

た映像を町長、ぜひ、ぜひ、流していただきたいなと思うのです。いわゆる、先ほど申し上

げましたが、何といってももう一度原点に返って、もう一度原点に返って、住民参加型の洞

爺湖観光をぜひ前進をしていただきたいと思うのですが、町長、いかがでしょうか。17分、

話して結構ですから。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖周辺、先ほど来お話出ております世界ジオパーク、そして北海

道北東北縄文遺跡群、この二つが本当に世界遺産登録になりますと、本当に小さい面積の町

ではありますけれども、自然遺産が二つもある。これはやはりアピールしていかなければな

らないだろうというふうに思っております。また、今までの概念、というか、それだけでな

くて、今議員おっしゃっていただきました、原点を見つめ直して、そして洞爺湖観光にさら

に磨きをかけていこう、いわゆる基盤整備はある程度整ってきたかなというふうに思ってお

ります。あとは、それをどう生かしていくか。それには、やはり地元の皆さんの力を借りて、

そして皆さんと一緒に洞爺湖観光を盛り上げていく。こういうことには、全身全霊をかけて

やはり取り組んでいかなければならないだろう。そのためには、ジオパークの課だけでなく、

あるいは教育委員会だけでなくて、毎年やっていたのですが、残念ながら令和２年度はでき

ませんでしたけれども、防災・減災、これとジオパークは皆、職員皆がやはり知ってもらい

たいという思いで、今回はこの縄文遺跡群も入ってきますので、これらを職員研修といいま

しょうか、職員にもう一度勉強していただいて、新たに勉強していただいて、それを各自治

会のほうに、地域担当職員として職員が戻って、そこに話を下ろしていただいております。

こういうことをさらに粘り強く続けながら、町民の皆さんが一緒に行動してもらえれるよう

な、そういう施策、こういうものをぜひとも構築していきたいなというふうに考えておりま

す。そのためには、議員皆様方のお力添えを心からお願いするところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君）  先ほど、９番議員の答弁には随分時間かけて言ったから、私の答弁

にも時間をかけていただけるのかなと思ったら、そうでもなかったのですが、いずれにせよ

町長、やはりみんなで立ち上がらなければならない。これは、みんなで、観光産業の方々だ

けに任せるとか、行政だけで任せるということではなくて、全町民が一丸となって、やはり

洞爺湖観光を大きく躍動させる、そして都市機能を維持できるような洞爺湖温泉にする、そ

のことによって雇用が生まれる、人口減少につながらない、こういったことをしっかりと、

それこそみんなで汗を流して頑張っていこうではありませんか。よろしくお願いします。 
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終わります。 

○議長（大西 智君） これで、１番越前谷議員の質問を終わります。 

  一般質問は、これで終了いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ４時０２分） 
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