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

◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会平成２９年６月会議を開会します。 

  大西議員、沼田議員から遅刻の申し出があります。 

  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（佐々木良一君） 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、６番、立野議員、７番、小松議員

を指名いたします。 

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

◎諸般の報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） それでは、議会運営委員会からご報告申し上げます。 

  所管事務調査報告書。 

  平成29年６月15日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様、議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告い

たします。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成29年６月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成29年６月８日木曜日。 

  ３、出席委員、私、板垣副委員長、越前屋委員、五十嵐委員、髙臣委員、小松委員でござ

います。 

  委員外として、佐々木議長、下道副議長の出席をいただいております。 

  説明員としまして、森副町長に出席いただき、説明をいただきました。 

  結果でございます。洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく、洞爺湖町

議会平成29年６月会議について、本委員会を開催し、議会運営委員会のための所要の協議を

行い、その結果は次のとおりであります。 

  会議日程につきましては、６月15日、６月16日、２日間でございます。 

  審議日程につきましては、裏面のとおりでございますので、ご確認をお願いしたいと思い

ます。 
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  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  本会議の会議期間については、本日から16日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願いいたします。 

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

◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町議会平成29年６月会議に町の行政報告を申し上げます。 

  一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うようありが

たく受納いたしました。 

  一つ目に、金品の寄附でございまして、伊達市西浜町82番地83、虻田ダンススクール会長、

菅原正芳氏でございまして、金額は１万円でございます。 

  （２）として、これも金品の寄附でございまして、ふるさと納税寄附金として、匿名414

件、金額で691万1,000円でございます。 

  二つ目に、伏見橋の復旧並びに町道通行どめの解除についてでございます。 

  平成26年11月７日に崩落した伏見橋の復旧事業につきましては、北海道が事業主体となり、

実施しておりましたが、今般北海道から、橋梁復旧工事の全工程を本年６月27日に完了予定

との報告を受けました。 

  北海道からの報告を受け、現在、一部通行どめとなっている町道成香15号線は、６月29日

に通行どめを解除する予定としております。町道通行どめに当たり、長期間にご協力いただ

いた地域住民の皆様並びに伏見橋の早期復旧にご尽力をいただいた、北海道を初めとする関

係機関、議員各位に感謝を申し上げます。 

  なお、町道の維持管理につきましては、これまで同様、道路パトロールを実施し、道路、

橋梁等の安全確保に努めてまいります。 

  ３番目といたしまして、西いぶり広域連合における廃棄物広域処理施設の共同整備につい

てでございます。 

  西いぶり広域連合における廃棄物広域処理施設の更新に当たり、登別市及び白老町が共同

整備に参加するかどうかの検討を重ねた結果、登別市からは、現在運営しているクリンクル

センターを、登別市、白老町の１市１町により継続して運営する廃棄物処理施設に関する市

の方針案をまとめた旨の報告を５月19日に受けました。西いぶり広域連合の今後の予定とい

たしましては、登別市、白老町の共同整備参加のいかんにかかわらず、７月から８月初旬に

かけて、これから更新する施設に対する新たな規約を盛り込むため、規約変更に向けた協議
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を行い、市町協議会規約変更の事前協議書締結等の手続を経て、各構成市町の９月議会にお

いて、西いぶり広域連合規約の一部変更についての議案を提出する予定となっております。 

  四つ目に、各種事務事業の取り組み状況についてでございます。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取り組み状況について、次のとおり報告をいたし

ます。なお、朗読については省略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育長の行政報告を許します。 

  遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  １、寄附について。 

  このたび、次の方より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うようありがたく受納いたしまし

た。 

  洞爺湖町学校給食センターへの食材の寄附でございます。 

  有珠郡壮瞥町字中洞爺123番地、洞爺湖漁業協同組合様。ワカサギ48キログラム。なお、

いただいたワカサギにつきましては、６月９日、小中学校の給食にから揚げで提供させてい

ただきました。 

  ２、学校環境整備について。 

  このたび、次の事業所から学校環境整備の申し出があり、実施していただきました。 

  伊達市元町71番地21、北紘建設株式会社代表取締役、笹山智市氏。 

  学校環境整備の箇所及び内容につきましては、虻田小学校体育館裏手の空きスペース約

400平米に砂利を敷き詰めていただきまして、駐車場として整備し、また、排水工事一式を

行っていただいたものでございます。 

  ３、公立高等学校配置計画案について。 

  ６月６日、北海道教育委員会は、平成30年度から平成32年度に係る公立高等学校配置計画

案と、平成33年度から平成36年度までの見通しを公表しました。 

  胆振西学区に関しては、昨年度決定の室蘭工業高等学校の平成31年度１学級減について、

検討されていた学科が情報技術科となりました。また、平成32年度に室蘭東翔商高等学校で

１学級減とする案が示されました。 

  見通しに伴う学区の検討事項としては、平成33年度以降、平成36年度までに中卒者が148

人減少することが見込まれることから、４年間で２から３学級相当の調整が必要、欠員の状

況や学校・学科の配置状況を考慮し、室蘭市内や登別市内において定員調整の検討が必要、

また、伊達市内において、欠員の状況や望ましい学校規模を下回る学校があることを考慮し、

再編を含めた早急な定員調整の検討が必要となっています。 

  北海道教育委員会では、７月に第２回目の検討協議会を学区ごとに開催し、その協議内容

なども参考に、９月には計画決定の予定としています。 
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  なお、虻田高等学校が含まれる地域キャンパス校の再編整備に関しては、地域キャンパス

校の再編基準の緩和に向けた新たな人数要件を検討していることから、この検討期間中にお

ける地域キャンパス校の新たな再編整備については行わないとされていますが、本年９月こ

ろに人数要件を含めた再編整備の素案が示され、本年度末を目途に新しい指針ができる見込

みとなっています。 

  ４、各種事務事業の取り組み状況についてでございます。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取り組み状況について、次のとおり報告します。

なお、説明は省略させていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、行政報告を終わります。 

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

◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、一般質問を行います。 

  本日は、６番、立野議員から１番、岡崎議員までの３名を予定しております。 

  初めに、６番、立野議員の質問を許します。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ６番、立野広志でございます。 

  それでは、通告に従って、これから一般質問を行いたいと思います。 

  最初に、通告にもありますように、景観法に基づく洞爺湖町景観条例及び景観計画を制定

し、乱開発を防止し、世界ジオパークにふさわしい、自然と住民の営みが共存する地域の保

全に努めてはどうかということについて質問をさせていただきます。 

  この景観法に基づく景観計画をつくりというようなことについては、私、議会では今回初

めての提案となりますが、ぜひ行政としても、この景観法についてしっかりと学んで、その

上でこの地域の保全のために取り組んでいただければというふうに思います。 

  まず最初に、土地利用の制限等については、平成21年７月31日、洞爺湖準都市計画区域指

定を行っておりますし、23年10月20日に、それ基づく特定用途制限地域の指定も行いました。 

  それらと、この景観法による景観行政団体が行う計画計画との違いということについて、

行政の受けとめについて説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） それでは、まず、今お話がございました景観法、それから、景

観行政団体、それと準都市計画の違いについて説明させていただきます。 

  景観法につきましては、平成16年12月に施行されたものでございまして、目的といたしま

しては、日本の都市や地方における良好な景観の形成を促進するため、景観計画を策定する

などにより、潤いのある豊かな生活環境の創造や個性的な活力ある地域社会を実現するため

につくられたものでございます。 

  その中で、景観行政団体という言葉がございますが、これにつきましては、政令市、中核

都市、それから都道府県は、この政令が定めたときに景観行政団体となってございます。そ
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の他の市町村につきましては、都道府県の知事の同意によりまして、景観行政団体となりま

して、独自の景観条例を制定することができることになっているものであります。 

  景観計画というのは、景観法に基づきまして、景観行政団体が策定するものでございます。

それと相反するというか、違うもので、準都市計画につきましては、都市計画区域の指定が

ない区域であっても相当数の建築物が建築されている、またはこれらの敷地が、造成が現に

行われている、または将来にわたり見込まれる区域で、このまま土地利用や環境の保全をす

ることの措置をしなかった場合に、将来における一帯の都市としての整備、開発、保全に支

障が生じるというおそれがある区域を定めるものでございます。 

  最後に、特定用途制限地域でございますが、これにつきましても、都市計画法に基づくも

のでございまして、いわゆる建物の用途において建築制限をするものでございまして、洞爺

湖町においては、洞爺地区の特性に応じて土地利用が行われるように、特定の用途制限区域

を設定したものであります。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、準都市計画や、あるいは特定用途地域と、景観法に基づく景観計

画等の違いについて簡単に説明いただいたわけですが、もう少しこの点について説明いただ

ければと思うのですが、結局、準都市計画や、その中の特定用途地域の場合の指定の区域、

地域の範囲と、景観法で言う景観計画による地域の指定の範囲と、どちらが広範囲な指定に

つながっていくのかということと。 

  それからもう一つは、その中で行われる開発行為等について、例えばその町の、自治体に

とって、首長にとって、どちらに対して強力な制限がかけられるのかということについて、

おわかりでしたら説明いただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 強制力も含めてという、趣旨が違うことをご理解いただきたい

のですが、都市計画法に伴う開発行為、準都市計画で行う開発行為というのは、都市計画法

というのは、将来的にこの町をどうしていこうか、どういうふうに開発していこうかという

考え方が原点にあります。準都市計画というのは、この地域をどういうふうに、ある程度保

全をしていくのかということで考えるところが原点にあります。 

  また、景観法というのは、全くそのものとも違いまして、この町のこの地域、例えばある

地域について、景観を保全をしたいという考え方のもとに、景観法というのが、その町の、

その地域の特性に合わせたも制定しながら、その地域のこの景観を保全したいという考え方

でつくられているものと認識しているところであります。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私は、実はこの問題といいますか、このことについて提案させていた

だいているのも、洞爺湖町というこの地域が非常に自然にも恵まれ、風光明媚で、同時に、



- 8 - 

そこで住む住民の方々が、そうした自然の享受を受けながら生活をしているという中で、町

外からさまざまな企業や、あるいは投資のための、そうした行為が行われる。そういうもの

に対して、やっぱり町としても、きちんとしたまちづくりの計画を地域ごとに持って、そう

した行為を制限するだけではなくて、逆に言えば、ここの地域はこういうまちづくりを進め

ていくのだというふうに、つくっていく、保全とともに景観をつくり上げていく、そういう

ような町の計画というのはしっかり持つ必要があるということを重視しまして、今回、景観

法に基づく景観団体としての指定を受けて、景観計画をつくるということが大事ではないか

ということを提案させていただくわけでありますけれども、例えば道内でも幾つかの自治体

が、この景観法に基づく景観行政団体となっておりますけれども、それらについての状況に

ついて。まずそれについて説明いただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 北海道内の状況でございますが、北海道内で、ことしの４月１

日付でございますけれども、17の景観行政団体がある状況にあります。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 実は、この景観法が施行されたのが平成16年12月17日ということで、

景観法が法律として決まる以前までは、全国で500ほどの地方自治体が、自主条例として景

観条例というのを制定してきたそうです。積極に景観の整備や保全に取り組んでいるわけで

すが、ところが自治体単独の条例ということになりますと、景観をめぐる訴訟への対応で

あったり、国からの税や財政上の支援が不十分であったりということで、なかなか限界が

あったというふうに聞いています。 

  その点で、景観を正面から据えた基本的な法整備が平成16年に行われて、景観の意識やそ

の整備、保全の必要性が明確に位置づけられるようになりました。そのことによって、地方

公共団体などに対しては、一定の強制力がこれによって与えられるということになりました

し、計画の見直しを命令することができるというようなことも含めて、景観法というものに

基づく、いわゆる行政独自の景観計画に開発行為を従わせるといいますか、それに合わせる

ような形で規制ができるようになったわけですが、例えばこういったことを、町長自身、景

観法に対する町長の認識というのはどうなのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 景観法の基本理念といたしまして、良好な景観は、地域の自然、歴史、

文化等と人々の生活、経済活動等により形成されるものであることに鑑み、適正な制限にも

とに、これらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られな

ければならないというふうにされておりますが、私ども洞爺湖町といたしましても、その基

本理念にのっとり、良好な景観の形成や促進、さらには施策を進めていかなければならない

というふうに考えております。 

  そんな中で、この地域の景観の保全や活動を進めることにより、魅力的なふるさと、地域
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の創造を生かす方策として、今現在、洞爺湖有珠山ジオパーク等々を推進し、ユネスコの世

界ジオパークネットワークにも、それが認定されている状況下に今現在あろうかなというふ

うに思っております。 

  ただ、私は、今の北海道が平成13年に、北海道景観条例を定め、北海道景観計画を策定し、

洞爺湖町もその一部に指定をされているということ。さらには、洞爺湖町、平成23年から洞

爺湖準都市計画、特定用途制限地域を今現在もしているところでございまして、今まさに洞

爺湖町、特に洞爺地区においては、この準都市計画の用途制限区域に指定しておりますので、

それに伴った開発行為を今現在進めているような状況でございまして、非常に今よい環境下

にあるかなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、町長からお話があった、最後の結論から言えば、道が景観計画を

立てて、その中に洞爺湖町も含まれているということが一つと、それから、洞爺地区のよう

に準都市計画区域を設定して、一定の制限を設けているということによって、多分この洞爺

湖町としては、新たに景観行政団体となることについては余り考えていないというようなこ

とのお話なのかなというふうに私は、今お話を聞いていて、伺ったわけですが、それで間違

いないですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 先ほど町長が申し上げた内容につきましては、現在、洞爺湖町

において、先ほど申し上げましたように、北海道の景観条例の中のかさに入っているので、

その中で、そういうものもあるし、それから洞爺地区においては、準都市計画区域で特定用

途制限区域も設けて、良好に今、管理できる状況だと認識しているというふうに理解してい

ただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） つまり、そういうことなのです。ただ、そういうことで、私も前提と

してはわかるのですが、実は、景観法に基づく景観行政団体に、今、全国的には徐々にふえ

つつあるのです。 

  北海道が例えば、先ほど言いましたように、北海道自身が景観行政団体となっているとい

うお話でしたけれども、その中で、今回、中標津なんかも独自に町として、景観行政団体と

して認定を受けて、従来の道の計画から外れているといいますか、なっているのです。 

  もう一つ言いますと、私、17の市町村が今、独自に景観条例をつくっている、北海道内で、

その自治体をちょっと調べてみましたら、道内の６地区の国立公園指定地域があるわけです

が、その６地区の国立公園指定地域内にある自治体で、この17の自治体のうち幾つ含まれて

いるかということを見ますと、例えば支笏洞爺国立公園、国立公園の網がかかってはいても、

札幌市やニセコ町は、独自に景観条例をつくっているのです。計画計画も持っている。それ

から阿寒国立公園、ここも国立公園の規制がかかってはいるけれども、さらに釧路市、それ

から清里町、中標津町、こういうところは独自に景観条例を設けている。大雪山国立公園、
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ここで言いますと、東川町、美瑛町あるいは富良野町が、やはり同じように国立公園である

のですけれども、景観条例を設けてやっている。釧路湿原国立公園というのがあるのですが、

これは先ほどの阿寒とかぶるのですけれども、釧路市などがこれに入っています。 

  実は、調べてみたら、富士箱根伊豆国立公園、私たちの姉妹都市である箱根町、ここも国

立公園の中にあって、さらに、特別保護区域もあるわけですが、この箱根町も景観法に基づ

く景観条例を制定し、景観計画を策定している。 

  先ほど町長の説明の中では、ここの地域は国立公園の指定を受けている。さらに洞爺地区

は準都市計画区域、あるいは保護区域として指定されているということで、余り積極的にお

考えになっていないようでありますけれども、この景観法に基づく景観行政団体、あるいは

それによる景観計画というのは、もっと広範囲で、さらに地域ごとに特筆といいますか、例

えば具体的に言えば、洞爺地域でいけば、洞爺地域をどんな地域にしていくのかと、どのよ

うにして洞爺地域の景観を守り、まちづくりとして生かしていくのか、月浦地域はどうする

か、あるいは高台地区はどうするのか、いわば旧虻田地区はどのような地域として保全して

いくか。そういうようなことを地域ごとに、ピンポイントで景観計画を立てて、それに基づ

く取り組みといいますか、景観を守るというだけではなくて、景観を住民と一緒につくって

いくという中身なのです。ですから、規制だけではなくて、住民参加でまちづくりを進めて

いく、地域をつくっていくという意味で、非常に新しい実は発想のもとで考えられた法律で

もあるということなのです。 

  ですから、私取り上げたいのは、いろいろな外資系の企業を初め、ここの地域に入ってこ

ようとするそういう中で、建物の高さや色合いや広さや、さまざまな行為そのものもその地

域に合わせた形で進めていく、そういう方向に誘導していく、そのことが洞爺湖町にとって

も大事なのではないかというふうに思うのですが、町長、先ほど言われたのですけれども、

こういうに国立公園内でも、景観法に基づく景観行政団体となり、景観計画を立てていると

いうことについて、どのようにお考えになりますか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 景観法の中で、例えば高さの制限ですとかいろいろあるのですが、そ

の地域の特色に合わせたものを、その地域独自にピンポイントでということでは、それぞれ

が特色を持った、今、北海道では17の団体がそれらに加入されているようですが、例えば武

家屋敷をつくるときに、ここの地域はここだけをピンポイントに武家屋敷としてつくります。

そういうたぐいの考え方の自治体はたくさんあろうかと思います。それはそれで結構なこと

でないかなと私どもも思っております。 

  箱根におきましても、例えばそれぞれの地域で高さが29メートルまでだとか、あるいは13

メートルまで等々の関係もありますでしょうし、特に、湯本あたりには８階建てのホテルが

乱立しているとか、そういうような、そこそこの考え方でしょうから、それはそれで別に私

はいいのではないかなというふうに思うのですが、ちょっと詳しい説明は、担当課長から、

それぞれの町の特色を持った動きについて説明をさせていただきますけれども、特に、洞爺
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のほうにつきましては、今、議員がおっしゃられた外資系の企業が云々の話もありますけれ

ども、私どもは、今、洞爺に合ったようなものを、それを洞爺のほうに万が一話が進むよう

であれば、それらものに合わせたようなものを私どもは要望していかなければならないなと

いうふうに思っておりますし、今、現実に建物の関係だけに特化いたしますと、６階建ての

建物が一つ、それから５階建ての建物が一つ、それと４階建ての建物が１カ所、そして３階

建ての建物が洞爺には２カ所でしたか、あるわけですけれども、それぞれ地域に合ったよう

なものでできたものでありまして、それはそれで結構でないかなというふうに思っておりま

す。 

  とにかく自然を壊さない、自然を大事にしていったまちづくりを、私どもはこの洞爺湖周

辺でしていきたいなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） ちょっと私のほうからも説明させていただきたいと思うのです

が、景観法の基本的な理念としては、その地域の保全と、それからもう一つは、その地域の

特色をあらわして、一定の町並みをつくると、２種類の考え方があると思います。 

  それで、私どもが先ほど説明させていただいているのは、自然公園法、都市計画法、準都

市計画法に伴う規制を設けさせていただいて、いわゆるこの町並みを守ろうという考え方の

ものの説明をさせていただいているところでございますので、今、議員言われるような、そ

の他の市町村の取り組みというのは、この町のこの通りをこのような屋根の色で、この高さ

に合わせた地域をつくろうというところと、今まで説明していることとはちょっと違いがあ

るのかなというふうに考えておりますし、また、そういうものをつくるということになりま

すと、やはり一番、地域の皆さんのいろいろな声をいただき、行政が規制するのではなくて、

皆さんから声をいただきながら、当然土地利用というものに対する規制がかかるわけですか

ら、これは慎重に進めていかなければならない事案だというふうに考えているところであり

ます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 都市計画などと違う点で大きいのは何かというと、景観法による景観

計画や、その計画を立てる段階において、実は住民とか、それからＮＰＯの参加をする仕組

みがあるということなのです。これまではどちらかというと法のもとに、あるいは制度をつ

くって地域に網をかけるというようなやり方なのですけれども、網をかけるかけ方も、ある

いは網の目の細かさや、あるいは範囲、こういったものも、実は住民含めて協議をしながら

取り組んでいくということになっているわけです。 

  景観行政団体に対して、住民やＮＰＯ法人などが計画の素案を添えて、計画の策定とか、

あるいは変更を提案できる、これも法律上認められているのです、提案制度として。さらに、

景観協定ということで、景観区域内の土地の所有者等の合意、当該土地の良好な景観の形成

に関する協定を締結すること等も含めて、また、日常的には、景観協議会というのをつくっ

て、良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うということが必要となってきます。こ
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れも景観法で言えば15条に当たりますが、このようにして、ただ単に地域をこういう形で網

をかけて、後はそのとおりやってくださいよというのではなくて、それをどう生かしていく

のか、これは本当に、今、八反田部長がお答えになっているけれども、本来なら担当は企画

であり、あるいはほかの部署、町全体の地域に対する考え方、まちづくりという観点から考

えていかなければならない。ただ規制のため、何かの行為するための届け出のため、許認可

のためのものではないのだというあたりを、やはりしっかりと私は認識する必要があるのか

なと思うのです。 

  いずれにしても、町長は、ほかの地域、国立公園内で、ほかの自治体が景観計画を持って

いることに対しては、それはそこそこの考え方があるからなのだというようなお答えをされ

ましたけれども、では、洞爺湖町のそこそこの考え方はどうなのだと。まちづくり総合計画

というのは今回、第２期で出されていますけれども、その中で、この地域はこういう方向で

まちづくりを進めていきますよ、この地域はどうしますよというような、もうちょっと明確

な位置づけがあるのかということで私見ているのですけれども、非常に大ざっぱで、はっき

り言えば、どこでも書いてあるような、そういう内容で、本当にこの町独自のまちづくりの

構想というふうに私はなっていないのではないかと思うのです。そういう意味でも、この景

観法に基づく景観行政団体となりながら、この景観計画をつくるために、住民参加のもとで

地域ごとに取り組んでいくことが大事だと思います。 

  あわせて言えば、準都市計画とかというのは非常に範囲が狭いのです。もっと景観法に基

づく区域設定というのは、むしろ洞爺湖町の行政全体にまたがる、そういう区域を設けるこ

ともできるのです。その中で、どういう地域をつくっていくのかということが協議されてい

くわけです。ですから、その点、多分、景観法というもの自体も、行政の中ではほとんど議

論されたことがなかったのではないかと思うのです。むしろこの機会に、そういうことにつ

いても改めて検討いただきたいというふうにまず思うわけですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 今のご質問でございますが、改めてうちの町の状況を説明させ

ていただきたいと思いますが、先ほど国立公園のお話があったかと思います。議員もご承知

のとおり、洞爺湖周辺においては、景観の規制として、自然公園法がございまして、支笏洞

爺国立公園の計画書に基づきまして、この洞爺湖管理区域として、地域の基本方針を定めて、

その地域の特性に合わせて規制されているというふうに理解しているところであります。特

別保護地区や特別地区、普通地区と３段階に分かれて規制もされている状況でございまして、

洞爺温泉市街地や洞爺地区市街地においては、特定地域の特定公園としまして、かなり緩和

されていて、弾力性を持った国立公園法ではないかと私どもも思っているところでございま

すし、また、本町虻田地区におきましても、今まで話がございませんでしたが、都市計画区

域が敷かれてございまして、その地域を９種類に分けて、その地域の特性に合わせた高さ制

限、それから建ぺい率、容積率も定めているところであります。 

  また、洞爺地区におきましては、先ほどから申し上げましたような都市計画区域が定めら
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れているところでございまして、基本的な一定の地域に合わせた規制というものはでき上

がっているところでございますが、今後は北海道とも密に連携して、適正な景観環境につい

ては取り組んでいきたいと考えてございますが、先ほど言いました北海道景観条例に基づく

制限、もしくは考え方が、この町に必要かどうかということは、道内の景観行政団体の取り

組み状況を参考にして、勉強させていただきたいというところで考えているところでござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、洞爺湖町の景観等々の関係については、担当課長のほうから述べ

たとおりなのですが、景観に関してのことで、今、担当部長が答弁していただいております

けれども、本来的には、洞爺湖温泉のあり方、あるいは洞爺地区のあり方、本町の地区のあ

り方、これまちづくり総合計画の中に載ってきますので、一つのポジションではなく、町全

体のプロジェクトの中で協議をしながら、審議会にお諮りしているというところでございま

して、その辺は、議員先生方も皆さんご承知のことだというふうに思っておりますけれども、

私どもは、あくまでもまちづくりの基本は、まちづくり総合計画、そしてその中に、さらに

行財政改革推進協議会または審議会、こういうものを行いながらまちづくりを進めていると

いうことでございまして、さらには、いろいろな各種委員会等々で、地域住民の皆様のご意

見を拝聴しているというふうな行政運営をしているところでございまして、全部が全部、行

政だけで決めているわけではないということをしっかりご理解していただきたいなというふ

うに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 先ほど国立公園の話や、その中で、地域を分けて具体的に決めている

のだという話もありましたけれども、例えばニセコなども、支笏洞爺国立公園の中にあって、

そして、古くから景観条例として、町が独自に条例をつくっていたところですが、北海道の

景観条例も含めて、国立公園法と、それから、いわゆる景観法に基づく景観条例の整合性を

とるために、改めて条例改正なんかもやりながら整合性をとるということで取り組んでいま

す。 

  いずれにしても、道が景観法に基づく景観条例や北海道の景観まちづくりをつくったから、

では、自分たちの町はつくらなくていいということで廃止したかというと、そうではなくて、

むしろそれをさらに生かして、独自の景観条例を町としてつくっているのです。ですから、

道の条例というのは非常に、実は北海道は、全道的にまたがっていますから、内容的にいう

と、それほど厳しく規定できない、それぞれの市町村の事情等含めてありますから、そうい

う非常に緩やかな中身なのです。それから比べますと、行政自治体、自治体ごとにつくって

いるものは、地域ごとに強目に、そういった内容について規定することができるというよう

な点でも、私はやっぱり検討の余地があるのではないのかなというふうに思います。 

  そして、景観まちづくりといいますか、こういった形でそれぞれの自治体で取り組むこと

によって、法律上も地域の特性に応じた柔軟な取り組みが可能となっておりますし、住民の
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地域への満足感とか愛着の高まり、あるいは交流人口の増加など、さまざまな効果が期待で

きるというふうに言われています。こういう意味でいうと、私が今回取り上げたことで、ど

うも検討するという話すら出てこないなということを感じるのですけれども、ぜひこれは多

分、これまで検討した結果として、長い間検討してこうなったという話ではないと思います

から、これからの地域づくり、特に、まちづくり総合計画や、その具体的な実行の中でも、

この景観法に基づく景観まちづくりというものを検討の中に含めていく必要があるのかなと

いうふうに思います。 

  それともう一つ、ここの地域は、ユネスコが認定した世界ジオパークの地域でもあります。

これは洞爺湖町だけではなくて、壮瞥、豊浦、伊達など行政区をまたがった地域として認定

を受けたわけであります。この地域の景観を、世界ジオパークとしての景観をどう保全して

いくのか、あるいはどう活用していくのとかということを考えたときに、景観法に基づく景

観行政団体というのは、広域的にまたがって網をかけることができるというふうにもなって

いますので、洞爺湖町から壮瞥町や伊達市や豊浦町などにも働きかけをしながら、ジオパー

クとしてふさわしい地域の景観づくりをぜひ取り組んでいく方向で検討していただければと

いうふうに思うのですが、その点では、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 先ほど１点目の、ニセコ町のお話もあったことから、今後、検

討していただけないかというお話があったかと思います。実は、ニセコ町が準都市計画を敷

いた年は平成21年度で、また、景観計画を策定したのも平成21年度でございます。その当時、

洞爺湖町では何をしていたかといいますと、先ほどから議論がありました、準都市計画の範

囲や高さ制限またはいろいろな議論を、都市計画策定委員会において、地域の皆さん、代表

の方々が集まっていただいて、議論をしていただいた経過がございます。その中で、範囲も

この範囲がいいかどうかも含めて議論していただいたわけなのですが、その中で、準都市計

画の特定用途のことも検討する中で、もう１点は、景観についても議論された経過が議事録

のほうで記載されてございまして、確認してございます。 

  その中では、やはり景観地区や都市計画法に基づく景観地区とか、景観条例の制定という

のは、余りに規制をかけ過ぎても魅力のない町になるのではないかという心配とか、または、

市街地としての商業活動に影響を及ぼす懸念があるというような意見もありまして、この当

時、同じニセコ町と進んでいるときには、この景観に関係する規制は制定されなかったとい

う経緯もございますので、そのときに、ニセコ町と同じ時期に同じような議論をうちの町も

していたということだけは報告させていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 武川ジオパーク推進室長。 

○ジオパーク推進室長（武川正人君） ジオパークの推進協議会は、１市３町による任意の協

議会で設置しているものでございます。協議会は、世界ジオパークネットワークのガイドラ

インに沿った活動を、地域特性と地域資源を生かしながら推進していく、そういうことに
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なってございます。このため、世界ジオパークの４年に一度の再認定審査を活動の節目とし

て、地球科学系の学識顧問を設置して、活動の助言を求める、そういうような体制になって

ございます。 

  ユネスコジオパーク認定地として、地域の美しい景観を保つことは大変重要と考えている

ところでございますけれども、景観に関するルールづくりは、さまざまな政策分野に及ぶ高

度なテーマということで認識してございます。ジオパーク推進協議会の主な活動目的と組織

構成を考えますと、一足飛びに論議をする場としては、テーマ性の難しさもございまして、

ちょっと難しいのかなというふうに考えているのが現状でございます。現状においては、ジ

オパーク活動を１市３町連携しながら、世界ジオパーク認定のブランドを維持するための、

７月に行きます再認定審査に集中していきたいというふうに事務局としては考えているとこ

ろでございます。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今のご質問の関連でございますけれども、今現在、伊達市、洞爺

湖町、留寿都村をまたぐ区域におきまして、外資系の企業が大規模風力発電施設の建設計画

を進めておりますが、この事業に対して、多くの近隣住民の方々が不安や疑問を抱いている

中で、環境影響評価法に基づく手続が着々と進められている状況となってございます。 

  当町といたしましても、行政域を越えて隣接する市町とともに景観保全に努める観点から、

先日、北海道に対して意見書の提出を行ったところでございます。 

  意見書の中身といたしましては、６項目ございますが、低周波音の人体に対する影響、騒

音及び低周波音の調査、野生動植物生態系への影響、水環境に対する影響、景観に対する影

響、住民対応ということで提案してございます。 

  以上、６項目について、意見の提出を行ったところでございますけれども、景観に関する

部分におきましては、当町は、ユネスコ世界ジオパークに認定された町であり、国内外から

多くの観光客が訪れる風光明媚な国内有数の観光地であり、風車が林立する景色に眺望が変

化してしまうことに対して、観光事業者への影響を懸念する声が多く寄せられていることか

ら、事前のフォトモンタージュ作成や、その評価に当たって、広く住民意見を取り入れた上

で評価することなどを求める趣旨の意見書を提出したところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 何か風車に対する意見までつけ加えていただきましたけれども、私、

市街地のことばかり言っているわけではないです。例えば美瑛町、美瑛の場合は、十勝岳の

火山活動などによる、あの地域がそれに隣接した場所でもあります。そこでは、山岳景観区

域というを定めているのです。町のほうでいえば、丘の町景観区域というふうに、大きく分

ければ二つの地域を定めている。山岳景観区域にはどういう特徴を持たせているかというと、

要は、人の手が入らない十勝岳の麓や、あるいは地域として、山林を保護、管理されていた

けれども、現在は、こういう点では、豊かな自然環境を享受することができると。ほぼ国有

林または保安林となっているけれども、美瑛町の象徴的な景観要素として、町内のさまざま



- 16 - 

な場所から、いわゆる十勝岳を望むとき、十勝岳連峰は大雪山国立公園としても保護されて

いる。しかし、この地域の豊かな自然環境を今後も保全していくために景観区域として定め

るということなのです。具体的にはいろいろ書いてあるのですけれども、何をするかという

のは。 

  例えば、ここで言えば、洞爺湖有珠山ジオパークについても、それとその周辺の、いわゆ

る自然景観、こういうものがあって、世界ジオパークに認定されているのだと。そこを保全

するために、単に住民が住んでいるところだけではなくて、その地域から望める範囲を、山

並みであったり、あるいは海岸線であったり、そういったものも景観区域として指定して、

住民と一緒になって保全するということなのです。そういうことができるということなので

す。だから行政を越えて、当然海岸線とか山とかといった行政を越えます。そういうところ

と協力し合って景観区域を指定し、その保全のために取り組んでいく。いわば、積極的な取

り組み、あれがある、これがあるからもういいというのではなくて、本当に地域にあって、

住民がどう残していきたいのかということを協議し合って、そういう中から、その町、地域

ごとに景観をつくっていくということなのです。そういうようなまちづくりこそ私は必要な

のだろうと思うのです。そんなことを、余りこればかりやっていると時間なくなりますけれ

ども、ぜひ検討いただきたいと、まず。きょうこうやって提案しているのですけれども、ま

だ中身をよく理解されていないなという気もしますし、私の説明も十分ではないと思います

が、ぜひ行政内でも改めてこのことについて検討していただければというふうに思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員からご提言いただきました内容等々、我々といたしましても、

今まで踏み込んだことのないようなところまで踏み込んでいただいたなというふうな部分が

ございます。また、参考になる部分も非常に多々あったなというふうに思っておりますので、

その辺につきましては、協議会内部で十分協議し、検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員、次の質問に入りますか。 

○６番（立野広志君） はい、入ります。 

○議長（佐々木良一君） それでは、その質問に入る前に、休憩をしたいと思います。 

  11時５分まで休憩といたします。 

（午前１０時５６分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時０５分） 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志一君） それでは、２点目の質問に移ります。 
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  ２件目は、メルトタワー、これは広域ごみ処理施設ですが、この更新に対する洞爺湖町の

対応についてということでお聞きしたいと思います。 

  ご存知のように広域連合は、一つの行政自治体ということで、これにかかわって、構成自

治体のいわゆる議会として、それに参画している町長に対する質問ということで受けとめて

いただきたいと思うのですが、2013年の３月議会でも、この西いぶり広域連合の覚書無効確

認請求事件の訴訟行為とか、これに対する副連合長としての対応、認識について質問をいた

しました。 

  その中では、平成25年度から平成33年度までに、毎年約２億2,000万円の赤字が出るとい

う見込みであること。そして、累積して29億円になるということ。また、当町にとっても莫

大な負担となるにもかかわらず、この覚書に対して、連合長からも連合会からも事前の相談

もなかったというふうに、当時、町長は述べております。残念ながらありませんでしたとい

う、そういう答弁でありました。 

  今、施設の更新の方針が打ち出されておりますが、これまでの問題をこのまま不問にした

のでは、同じ過ちを繰り返しかねないというふうに思います。ところが広域連合からは、こ

れまでの対応についての反省も、あるいは課題も明確する文書類はいまだ公表されておりま

せん。構成自治体の町として、洞爺湖町民に対して新たな負担を強いていることへの原因や

問題、そして、再発防止のための対応などを示すべきではないかというふうに思います。 

  その点で、一つ目には、この間の特例委託費として、本来なら負担しなくてもよい負担が

長年にわたって当町に対して行われたわけですが、この全体の金額と、当町におけるその中

の負担額について、まず説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 議員ご指摘のとおり、現在稼働しております西いぶり広域連合の

広域ごみ処理施設メルトタワー21では、施設の設計施工業者を相手に、契約締結時の見積も

りを大幅に超える保守管理費を支出しなければ性能保証事項を満たすことができないこと等

により、補修費等の想定外の費用負担が生じていることなどをめぐりまして、現在、訴訟が

継続されている状況となってございます。 

  特例委託費につきましては、平成25年度より発生しており、金額といたしましては、広域

全体で、平成25年の決算額から、平成28年につきましては決算見込みになりますけれども、

この４年間合わせまして14億6,980万円となってございます。洞爺湖町分といたしましては、

この４年間で１億2,340万9,473円となっており、この追加費用につきましては、訴訟の行方

が確定するまでの間、特例委託費という名目で構成自治体が負担している状況となってござ

います。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今お話になりましたが、洞爺湖町だけでも１億2,341万円ほどになる

わけです。これは28年度決算、これは見込みということですから、29年度からさらに33年度

までの、いわゆる契約期間になると、大体同じぐらいの期間ですから、この２倍、総額にす
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れば２億5,000万円ぐらいの負担になるということで間違いないでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 広域のほうから聞いてございます見込みでいきますと、広域の負

担等を考慮しますと、今、議員おっしゃいましたとおり、残り年数を考えたときには倍以上

の金額になるということで認識してございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 広域連合設立当時の資料を一生懸命探して、私ようやく見つけたので

すが、広域連合設立のための第３回西いぶり地域廃棄物広域処理市町村議会連絡会というの

が平成12年１月12日に行われたのです。室蘭市議会の第１会議室だったようですが、実はこ

のとき、私、ここの議会連絡会の委員のメンバーの１人なのです。ちょうど常任委員会の副

委員長ということもありまして、所管副委員長が参加するということもあって、委員長と一

緒に参加させていただいたので、その中身を、資料をいただいて覚えていたのですが、その

中で、これから広域連合をつくるぞというときに、広域連合とは何ぞやという実は説明が

あったのです。 

  その広域連合の特色というのは、資料４という中に書いてありました。広域的な行政ニー

ズに柔軟かつ複合的に対応できるとか、広域的な調整をより実施しやすい仕組みにしている

とか、いろいろあるのですが、４番目に、より民主的な仕組みを採用していますと書いてい

るのです。どういうことかというと、広域連合の長と議員は、いわゆる当て職は認められず、

直接または間接の選挙により選出されますというふうに書いて、実際どうなのだとなると、

実際は、広域連合の連合長は、ずっと同じ町の首長がされているという状況で、これは明ら

かに当て職ではないかというような状況なのですが。 

  いずれしても、当時から広域連合の運営のあり方についても、いろいろ私は疑問を呈して

いたわけですが、そういう中で、機種の選定から建設、稼働、それが１年足らずでトラブル

が頻発しているという実は新聞記事がその後出ました。これは北海道新聞なのですが、建設

された施設がなぜ能力を発揮できないのか、誤算の背景に横たわる問題を検証するとして、

北海道新聞が連載記事を掲載いたしました。 

  そのタイトルだけ紹介しますと、タイトルとして、一つは、焼却炉のトラブルによる機能

停止などの説明もなく、議会も蚊帳の外にと。焼却できずにあふれ出したごみによる周辺住

宅街に悪臭。次のタイトルは、ずさんなデータ、不調に拍車をかけたのが、燃やされるごみ

の熱量不足。熱量が低く、溶融炉の温度低下のため、灯油を追いだきしていると。メーカー

側は、まだ若い技術で、初期トラブルはやめを得ないと言い、未熟なシステムであることは

露呈したと。 

  そしてまた、そういうような、当時から実はそういう新聞記事が出されていて、機種選定

も本当にこれでよかったのかと思えるような、そういう状況でもありました。 

  現在、メルトタワー21の延命化が方針化されたわけですけれども、その検討報告書の47

ページを見ても明らかなのですが、全国の自治体の焼却処理において、平成23年度段階で、
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メルトタワーのようなキルン式ガス化溶融炉を採用している件数はゼロと。つまり、今の広

域連合が採用している焼却炉は、23年以降はどこもつくられていないということなのです。

結局、こういうものなのだということなのです。 

  このように、焼却炉の選定、建設、稼働、あるいは議会や住民への情報開示の不備などの

状況に対して、当時からあったわけですけれども、この点についてどのように町長はお考え

なのかということを伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 現在、稼働してございます機種の選定、建設、稼働につきまして

は、当時の西いぶり広域連合において、西いぶり地域廃棄物広域処理技術評価委員会の答申

に基づきまして進めたものでございまして、手続的には適切であったものと認識してござい

ます。 

  しかし、選定した機種が結果として、当初の見積もりでプラントメーカーが想定していた

補修の工程や部材などでは能力を発揮できないものであったことが問題であることから、現

在、訴訟が継続している状況となっております。 

  また、訴訟に至った経過などにつきましては、西いぶり広域連合議会において、既に報告、

説明が行われているものと承知をしております。今後におきましても、適時に西いぶり広域

連合議会におきまして、経過や結果の報告が行われるものと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、答弁いただいたように、新たな今度は更新のために焼却炉を含め

た施設の更新を行うということが決まりました。その際、では、どんな機種にするのかとい

うことは当然議論されるわけです。だから、過去の機種の選定方法、これをしっかり総括す

る必要がある。検証して、今回のような事態を繰り返さないようにしなくてはいけないので

す。そのことが大事だというふうに思うわけです。 

  先ほど紹介した新聞記事のコピーを、実際に新聞記事とあったのだということを見せて、

こういうふうに新聞記事、これは2004年２月25日ですので、覚えていない方も多いかと思い

ます。ずっと北海道新聞は、誤算という大きな見出しをつけて連載をしているのです。非常

に中身、それぞれ関係者の取材もして、よくまとめているので私はとっていたのですが、現

在の機種、この機種については、当時から専門家の間からは、特に他のメーカーなどから非

常に不安視されていた機種でもあるということなのです。このことも新聞の記事の中に実は

書いてあるのです。 

  実際には、まだこれは確立したものではないのです。海外では、ドイツ、シーメンス社か

ら溶融炉の技術を導入するというふうに企業はなっているようですが、当時、約6,000億円

とされた国内ごみ処理市場で受注拡大を目指していたと。ところがこれはもう製造中止に

なっているのです、この手の機種は。それぐらい実は信頼性のないものであるにもかかわら

ず、確かに今言われたように、手続は適正に行われたということなのかもしれませんけれど

も、その辺の問題点をしっかりと認識する必要あるかなと思います。 
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  もう一つ、前広域連合長の一存で覚書を取り交わしました。そのために我が町洞爺湖町と

してはも、先ほどのような多大な負担を強いることになったわけであります。このことにつ

いて、町長はどのように認識されているでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 当時の広域連合長とプラントメーカーとの間で取り交わされた覚

書につきましては、副連合長並びに広域連合議会の委員会等に対しましても報告がないまま

取り交わされたことにつきまして、大変遺憾に思っているところでございます。そもそも損

害賠償責任請求や司法請求の権利を放棄するのであれば、地方自治法上も議決を要する案件

となりますことから、今回のような覚書の取り交わしにつきましては無効であるという認識

してございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） この覚書を無効だという主張なのですが、広域連合が何を理由して、

この覚書は無効だと言っているかというと、これも新聞記事の中でも、これは2014年３月25

日の室蘭民放社の新聞ですが、性能保証責任などの終了を確認する内容の覚書は、締結過程

で錯誤があり、無効なのだと言っている。なぜ無効かというのは、錯誤があったから無効な

のだと言っているのです。だけれども、それではないでしょう。地方自治法の96条の関係で

いうどうなりますか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今、ご質問ありました地方自治法上の96条の関係でございます。 

  地方自治法上では、96条におきまして、普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議

決しなければならないという項目がございまして、その１項10号の中で、法律もしくはこれ

に基づく政令または条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること、これに

ついては議決を要するということが定められておりますことから、この観点から、この覚書

は無効であるということで認識してございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そうなのですよね、覚書を結ぶときに錯誤があったなんていう話では

ないのです。覚書を結ぶこと自体が、事前に議会の同意がないのです。議会の同意を得てい

ないのです。だから地方自治法に違反しているのです。そのことを全面に出さないで、覚書

を結んだときに、こんなに実は赤字が出ているのだということを知らなかったというような

ことを全面に出して、無効だ無効だと言っているわけです。これは違うのでしょうと、町長、

どう思いますか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） それらの関係については、本来、やはり副連合長、あるいはそれぞれ

の自治体のほうに、しかるべき連絡があって、それからやるべき問題であった。まずは、そ

の前に議会に議決をもらわなければならないということが前提だったのではないかなと。当

時の広域連合長のほうで、そういうふうなことに至った、それも連合長と広域連合の当時の



- 21 - 

事務局長の間、２人だけ知らなかったというところがやはり問題だったのではないかなとい

うふうに思っております。 

今現在、広域連合の中におきましては、そういうものについては、ガラス張りにしましょ

うと、透明にしましょうと、誰でもわかるようにしましょうというふうなのが、構成自治体

の一致した意見でありますので、今後できるであろう問題については、そういうことをしっ

かり検証しながら、やはりやるべきだなと、我々もそれには声を出していきたいというふう

に考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、町長が言われたように、地方自治法の96条、先ほど説明いただい

たように、議会の議決を要しなければならない要件という中に、今回のような、いわゆる権

利放棄等についても定められているわけです。ですから、本来、広域連合の事務方というの

は、私たちから見れば事務のプロが派遣されて、そしてやっていることだと思っているので

す。ところが実際には、そういう内容ではないと、なかったと、今回はということなのです。

ここの点が何か隠されたままといいますか、表に出されないまま、当時、覚書を結んだこと、

当時の赤字の状況について十分な説明がなかったと。だから覚書が無効なのだと、そういう

言い方ばかりが新聞の報道でも出てくるし、連合側の発言としても出てくるわけです。これ

は違うだろうと、法律違反なのだと、もともとが。そのことをしっかりと副連合長としても、

要は、今の広域連合側にただしていかなくてはいけない。これは、広域連合の運営の問題な

のです。運営上の問題。まさに連合長の名による一方的な行為といいますか、そういうこと

のあらわれなのです。これが許されてきたのです、今まで広域連合の中で。だから、このま

までは同じ過ちをまた繰り返しかねないのではないかというふうに実は指摘をしたいと思う

のです。 

  メルトタワーをめぐるこれまでの一連の問題や教訓、そして今後に向けた考え方を、まず

新しく施設を更新する前に、これまでの経過について、住民にきちんと、洞爺湖町なら洞爺

湖町の町民に説明をする、あるいは情報を開示する、このことをまず第一に私はやるべきだ

と、きちんと節目をつけると。そして次、そうならないような方策として、私たちはこう考

えていますということを、町長自身の姿勢といいますか、方針をしっかりと住民に示してい

ただきたいと。将来において、33年まで３億円近い負担を町民がするわけですから、そのこ

とをしっかりと、今、町民に示していく必要があるのではないかと思うのですが、いかがで

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ご指摘いただきました、これまでの経過や今後の方向性につきま

しては、広域連合と協議の上、住民周知の時期や方法等について議論してまいりたいと考え

てございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 済みません。広域連合と協議してではなくて、広域連合に参画してい
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る構成自治体の首長として、その自治体の住民に対して説明をしてほしいと、これまでの経

過や今後の方向について、教訓とすべきことを含めて。その責任は首長にあるのではないで

すかということを言っているのです。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町も実は西いぶり広域連合の構成員の一つでございます。そ

この中で、私ども以外の構成団体もございます。そこら辺でやはりしっかり協議しながら、

足並みをそろえた歩調をとらなければならないというふうに思っております。広域連合も一

つの自治体でございます。私どもの町は参画はしておりますけれども、本体は、広域連合の

一つの自治体でございますので、そこと、あるいは構成市町村と十分協議をしながら、その

中で、地域においてどういうふうに説明していくか、あるいは周知をするか、そこら辺を

しっかり協議してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 広域連合の構成団体の一つだと、足並みをそろえてと、こういうお話

なのですけれども、私が言いたいのは、構成メンバーであったとしても、一つ一つの自治体

が集まった団体なわけです。その一つ一つの自治体には住民がおり、住民のいわゆる生活に

も責任を持っている首長が参画もしているわけです。自治体としての自主性とか、あるいは

独自性というのは当然あるわけです。うちの町としては、広域連合にこれまで参画して、こ

ういう点での不十分さがあったと、だから今後こういうふうにならないように、こういう形

で参画していきますよと、あるいはこのことを広域連合側にも述べていきますよと、こうい

う自主的な姿勢が私は必要だと思うのです。広域連合任せではなくて、あくまでも私が聞い

ているのは、この洞爺湖町の町長としてどう考えているのだということを言っているので、

そのことをぜひお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 広域連合の協議会の会議の中では、今、問題となっております延命化、

更新化、あるいはこれらの今までの裁判経緯をどういうふうな方向で示していくか等々につ

いても、それなりに私どもの町として発言をさせていただいております。 

  特に、延命化、更新化については、今までの教訓から、今までこの機械を使っていても、

既に、当初決められた金額以上のものを出していると。それで、それを何とか更新の方向で

進もう。これは私どもの町が一番声を上げたのではないかな、そういうふうに自負をしてお

ります。 

  ただ、これからの流れ等については、やはり広域連合の構成メンバーの一員として、そし

て、今まだ裁判が継続中でございます。それらのものを見きわめた上で、さらには構成各団

体と協議しながら進めてまいりたいなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） これまでですら、広域連合側から、例えば地域の住民、構成団体の住

民に説明をしなければならないということで、例えば広域連合独自に、例えばこれまでの経
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過を含めた、要は反省文といいますか、教訓、こういったものが全住民に知らされるような

形で何かとられたかというと、ないではないですか。だからこそ私は、構成自体の一つとし

て、この洞爺湖町は洞爺湖町として独自に住民に向けて、そういった中身について、これま

での過ち、そして、これを二度と繰り返さないための手法や手だて、広域連合としてのある

べき姿、こういったものを住民に示していくべきだと、私は繰り返し言いたいわけです。そ

のことについて、広域連合の構成団体の一つとして、ほかの町村、市などがどういう態度に

出るかではなくて、この町としてはこうなのだということを、やはり自主的にというか、自

発的に、町長がお考えになって、住民への説明をされることを改めて私は求めたいと思いま

すし、今後の課題としても、一般廃棄物の焼却、そして処分に関して、町民とかけ離れたと

ころで議論されているというふうに思います。 

  自分たちにはかかわりのないもののような認識さえ持っている方がいるようですが、本来、

ごみの問題というのは発生源で処理するというのが原則なのです。町民にとって身近な問題

であり、この発生源での分別や減量化を徹底することなしに、このごみ問題というのは解決

できません。町民にとっても、広域連合任せでの対応ではなくて、ごみ問題を住民の関心か

ら遠ざけて、分別や減量化の努力さえ、今の状況でいえば広域連合任せになって、努力さえ

そぐものになりかねない。だからこそ、ごみの問題をもっと行政が町民に現状を知らせて、

ともに考えていく対応が必要なのだと思うのです。ごみの減量化対策や広域連合による処理

の現状や課題、今後に向けた教訓などを町長みずからが住民に語ることもそうですし、広報

や、あるいはさまざまな情報媒体を活用して知らせることが大事だと思うのですが、改めて

このことを求めたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ご指摘ございましたごみの減量化対策につきましては、議員ご指

摘のとおり、住民の協力なしには始まらない問題でございます。そのために私どもも住民の

皆様方に、ごみの減量化への意識を高めていただくことを目的に年次計画を立てまして、昨

年の12月より広報紙にて、ごみの減量化に関する特集記事を連載させていただいております。 

  広域連合による処理の現状や課題、今後に向けた教訓などにつきましても、西いぶり広域

連合の構成市町の一員として、住民周知を図る時期等を目定めた上で、情報提供の中身の充

実に努めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは３番目、３件目の質問に移りたいと思います。 

  ３件目は、ここに書いておりますように、伊達市が主体となって建設する火葬場共同整備

に参画するとしていますけれども、事前説明では、想定される料金が極めて高額だと。今後、

一部事務組合で協議されるということになるわけですが、当町の対応としてはということで、

３点にわたって質問を用意しました。 

  最初に、昨年12月14日開催の我が町の議会全員協議会において、火葬場共同整備について、

伊達の職員の方においでいただいて説明を伺いました。その中で、使用料についての質問を
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した際、この新施設の組合に加入している場合、１体につき３万7,000円だと。組合外であ

れば2.2倍になるのです、８万3,000円を見込んでいるというふうに言われました。 

  現在、例えば伊達市民にしても、１体当たり8,000円ですし、洞爺湖町の火葬場の料金の

場合は、町民の料金２万円ということですから、はるかに高額な利用料となっています。こ

れ、何を根拠にして、３万7,000円という金額がはじき出されているのか、その辺について

確認されたのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） まず、昨年12月の全員協議会におきまして話題となりました、火

葬料１体３万7,000円でございますが、この金額につきましては、想定として火葬炉３基、

待合室３室程度を備えた同規模施設の維持管理経費を参考に、現行の伊達市火葬場での年間

の取り扱い件数を、広域化分の推定を行って数値に置きかえた中で、あくまでもこのくらい

の火葬料を設定すれば、受益者負担により年間の維持経費を賄うことができる目安の金額と

して示された数値でございます。 

  なお、想定料金の設定根拠でございますが、現在の伊達市火葬場の規模と同じ、先ほども

言いましたけれども、火葬炉３基、待合室３室で、平成10年度以降に整備されました道内に

あります４施設の年間の維持管理経費、これは委託費、光熱水費、燃料費等でございますけ

れども、合計額から平均値を出しまして、約2,300万円程度になるということを想定した金

額を、まずもって分母といたしまして、伊達市火葬場の平均火葬件数を年間620件と想定し

て、仮の利用料を算出したものでございます。 

  なお、火葬料につきましても、あくまでもこれからの協議により決めることになると考え

ておりまして、12月の全員協議会におきましても、伊達市担当者から説明がありましたとお

り、今後、基本計画や実施設計が進捗し、施設規模や内容、ランニングなど、協議に必要な

資料がそろった段階で、施設利用者にどのくらいの負担をお願いするのか、また、構成市町

において助成を行うかなど、行政事務組合構成市町による検討・協議を行い、またさらに議

会での協議などをいただいた中で、利用料金や施設規模等の詳細を詰めていくことになると

考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 実際に想定料金として幾らになるのですかと聞いたら、先ほどのよう

な金額になりました。それは、今言われたように、年間2,300万円の経費がかかって、620体

は利用するということになれば、そういう金額ですというふうになっているのですが、例え

ば、そういう考え方自体が、これは何か部内でそういう協議なり、話し合いをした結果とし

て、想定の金額が出たのか、あるいは説明に来た職員の方々の、いわゆる個人的な見解とい

いますか、見識で述べられたのか、どちらなのですか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） この数字の算出根拠につきましては、多分、以前室蘭市が主導に

なっておりました広域での火葬場共同の調査・研究時に示された数字を参考にしているとい
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うことでございまして、多分そのときの数値として、どれだけの正確性があるかどうか、あ

と、議員おっしゃいますよう、このような形での推計値でいいのかというのがありますけれ

ども、その辺については、私ども詳しくは中身を把握はしておりませんけれども、伊達市事

務局の中では、ある程度検討した中での数値と考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 済みません、時間がなくなってきたので。全道の火葬場の使用料金と

いうのをインターネットで調べてみました。そうすると、火葬の使用料を無料としている札

幌市、小樽市、江別市などがある一方で、有料でも２万5,000円の砂川市、これは最も高額

になっています。多くは１万円前後の料金になっています。想定火葬料金が１体につき３万

7,000円というのは全く無謀な料金だと言わざるを得ません。 

  実は、年間2,300万円かかると言っている維持費なのですが、結局施設の中身も、建物そ

のものの中身がまだ何も決まっていない中で、この維持費だけは想定で出てくるというのも

おかしな話で。 

  そしてもう一つ、伊達の市議会では一切説明されていないのだそうです。私どもの議会に

来て担当の方が説明しただけで、ほかの町村、豊浦でも聞きました。そうしたら、金額は言

わなかったというふうに言っています。ですから、これははっきり言えば金額だけが先走り

しているという状況と言わざるを得ません。 

  そもそも公共施設にかかわる使用料の算出にはルールがある。それは皆さんご存じだと思

います。地方自治法の解釈でも、必要経費を上回ってはならないということで、各施設の性

格に応じた受益者負担率を乗じて算出することになっているのだそうです。民間施設の場合

は、例えば火葬炉の標準的な使用料の設定の仕方でいうと、かかる費用に対して受益者負担

は25％、公費負担は75％というのが一般的な料金の設定の仕方なのだそうです。 

  そういうことからいっても、かかる費用を全額、要はご遺体の数で割り算をして出してし

まうなんていうのはとんでもない話だと思うのです。そういうようなやり方で、これから火

葬場の検討が始まっていくのかというと、非常に私はぞっとします。だからこそ、今、この

施設の規模や内容、あるいは利用料の決定に際して、町側からしっかりと、その辺は、これ

までの行き過ぎたといいますか、説明も、それこそしっかりとしたところで決められてもい

ないのに、先走りして説明してみたり、そんなようなことはすべきではないし、事前に町民

への説明や合意を図りながら、この施設をつくっていくということをしっかりと確約できる

かどうか、そのことを改めて確認したいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 伊達のほうから来て、全員協議会でお話をしたときも、料金の協議

はこれからだと。ただ、３万7,000円という数字が出ておりますけれども、あくまでも単純

に維持管理費、道内の似たような施設の平均をとって出した数字、そして、予想される利用

件数で割ったというだけの数字でございます。 

  先ほどから議員もおっしゃっているように、伊達は今8,000円ということです。それがい
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きなり３万7,000円ということは、伊達市自体もなかなかそれは相当説明しないとできない

ことでしょうし、各町村もそうだというふうに思います。 

  ですからこれは、スタートに立っただけの段階であって、そういった綿密な協議は当然こ

れからですし、やはり余り不合理でないような形で議論していかないとならないということ

でございますので、今後、一部事務組合ですから、これも。そういった考え方で議論に参加

していきたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） まさにそのとおりでして、今後この施設の内容については、私たちの

議会が直接かかわるということではなくて、さっき広域連合の話ししましたが、今度は一部

事務組合です。一部事務組合の中に議会があって、そこの中で議論されるということになる

だけに、私が言えるのは今ぐらいしかないのかもしれません。だからこそ、施設の規模だっ

て９億5,000万円と、何を根拠にして９億5,000万円と言っているのだと。積算根拠も何も示

していないではないですか。そして、施設の中身も全然示していないわけです。ただ、今言

われる待合室が３室、火葬炉が三つですみたいな話です。そのほかに外構工事とかいろいろ

あるのかもしれません。そういうことも一切ない中で、とにかく金額と負担だけが先走りし

て出てくると。 

  こういうような形で、今度一部事務組合に任せられたら、私は断じて、そんな非民主的と

いいますか、全く住民からかけ離れた部分でそういったことを議論しないでほしいと。一部

事務組合で議論をするのであるにしても、その中身はしっかりと、それぞれの自治体、洞爺

湖町の町民に内容を知らせて、やはり住民の合意を得ながら進めていくということが大事で

はないのか、そのことを町長としてもしっかりと肝に銘じて取り組んでいく姿勢にあるのか

どうか、改めて伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） この火葬場問題ですが、以前から室蘭市、そして伊達市、壮瞥町でい

ろいろ協議がありました。西いぶり広域連合の中でも話があった。そのときに私どもの町の

スタンスとしては、私ども洞爺湖町は、距離が余りにもあり過ぎる。さらには、隣接する隣

の町も、そちらのほうから室蘭のほうまで行くとなれば、相当数の距離になるということで、

なかなか今現状、私どもは持っている施設があるので、加入はしづらいという話をしており

ました。 

  その結果、広域、三つの地域でやるというふうなことで、いろいろ協議がなされていたよ

うですが、どうも先に進んでいかないということから、伊達市と壮瞥町は、その協議から離

脱をしたいと。そして、１市１町で火葬場を建設していきたいというふうな内容で離脱した

というふうに記憶しております。その後、１市１町でいろいろ協議していたとは思うのです

が、その間の話については、残念ながら私ども当初から参加の意思表明をしておりませんで

したので、踏み込んでいなかったという部分がございます。 

  しかし、たしか去年の８月でしたか、１市３町で何とかできないだろうかというお話があ
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りました。そのときに、私どもの町のスタンスとしては、即答はしておりません。ただ、考

え方をお聞きしたという状況でございまして、そのときに、たしか１体当たりの手数料が３

万7,000円くらいというお話が出てまいりました。そのときに、私どもの町として言わせて

いただいたのは、先ほど副町長が答えたように、３万7,000円はちょっと高いのでないで

しょうかと。今現在、私どもの町は、町内の方は１体２万円をいただいている現状ですと。

さらには、伊達市の市民の方々が伊達市で火葬する場合に、１体8,000円となっていたと、

その辺の差の問題はどうなのでしょうかねという問題提起を私どもの町のほうから提示させ

ていただいておりました。その後、料金等々については、十分これらは検討しなければなら

ないねという話の中で、今現在に至っておりまして、その後の経過、あるいはその後変わっ

たのか変わっていないのか、そういう話はまだ残念ながら私どもの町のほうにも来ておりま

せん。 

  ただ、これからあるであろう協議会または幹事会、そちらのほうにおきましては、私ども

の町の考え方をしっかり述べさせていただきたいなというふうに思っておりますし、先ほど

来出ておりますが、道内各地の料金体系を見ると、一番高いところで、今、議員おっしゃっ

ていただいた２万5,000円、そして平均すると大体１万5,000円から１万8,000円くらいが１

体当たりの火葬料なのかなというふうなこともあります。そんなことも加えて、これから協

議に入るのだろうなというふうに思っております。突然３万7,000円という話には恐らくな

らないのではないかなというふうに思いますが、そのときには、今まで述べたようなことを

念頭に置きながら、洞爺湖町の考え方を示していきたいなというふうに思っております。 

  ただ、私どもの町の今の現状を見ますと、年間火葬される過程で、伊達市のほうに約半分

近く火葬でお願いしている部分があります。残りの半分が地元ということで、私どものほう

としては、今ある火葬場を何とか延命化し、地域の住民の方々にご利用していただけるよう

なものを延ばしていきたい。いよいよのときには、また、何年先になるかわかりませんけれ

ども、また皆さんとご協議をさせていただきたいというふうに思いますが、ただ、これもこ

れからの市町協議会の中の話になってくると思うのですが、仮に料金が設定された場合に、

私どものそれぞれの年間１家庭当たりの所得が相当低いという状況があります。そんなこと

から、それらをどういうふうにすくい上げていくのかというのも、これは私どもの町の考え

方ですが、協議をしていかなければならないなというふうに思っております。ですから、仮

に行政が何ぼか負担をするのか、そして、個人の金額が何ぼになるのか、それはこれから洞

爺湖町として考えていかなければならない問題だろう。 

  ただ、そのときに、一部事務組合となりますので、他の団体との整合性をしっかりとって

いかなければならないなというふうに思いますので、そのときには、議員各位と十分協議を

していかなければならないなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 一言だけ言います。伊達が主導となって、これをたたき台として進め

るというようなことに決してならないように、ぜひ構成団体の長としても取り組んでいただ
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きたいと、そのことを最後に述べまして、質問を終わります。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、立野議員の一般質問を終わります。 

  ここで、昼食休憩といたします。 

  再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５２分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

（午後 １時００分） 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  次に、五十嵐議員の質問を許します。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 今回は、質問を１件だけ用意させていただいております。 

  世界情勢が大変不安定な状況になっているというふうに感じているのは私だけではないと

思います。いわゆる先進国といいますか、Ｇ７の中でも三つの国のリーダーが交代をしてお

ります。かつての結束や協調が揺らいでいるのではないでしょうか。イギリスのＥＵからの

離脱、米国のＴＰＰやパリ協定からの撤退など、ある意味国民の選択の結果なのかもしれま

せんが、一国至上主義と言ったらいいのでしょうか、そんな傾向が強くなっているという指

摘も見られるところでございます。 

  そんな中、日本の周辺の国においては、皆さんご存知のことの繰り返しで恐縮ですが、大

統領が弾劾され、新体制となって、今まで築いてきた努力の結果である両国間の政治的継続

性みたいなものがちょっと危ぶまれているような状況もございますし、また、その近辺の国

では、自国の防衛であると、権利であると称して、弾道ミサイルの実験を頻繁に繰り返して

いるという国もあります。まさに日本において、国のかじ取りがとっても重要な時代を迎え

ているのかなということが言えると思います。外交、防衛ということでございますので、こ

の件につきましては、国に対応を委ねるところが多々あるわけでございますけれども、やは

り平和というものが第一でございますので、平和を第一として、国民の命を守ってもらえる

努力を願うところでございます。 

  今回の質問は、以上のような状況に鑑みて、地方の自治体においても、こういった状況下

において、そろそろ対応について真剣に考えていかなければならないのではないかなという

思いがいたしましたので、ここに質問事項として挙げておりますけれども、有事における対

応ということで、まず質問をするものでございます。 

  実は、この質問を通告するのは、７日の日に通告をさせていただきましたが、何とその後、

発行された、10日、11日と土日かかったせいか、12日に広報が手元に届きました。目を通し

ていきましたら、何と１項目めの質問にありますＪアラートについての解説といいますか、

説明の文章が入っておりました。行政としても取りかかり出したのだなという思いはいたし

ましたし、タイミング的に、逆にちょうどよかったかなというふうに思っておりますので、
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この広報の中身も踏まえた中で、早速１番目の質問に入ってまいりたいと思います。 

  １番目の質問は、有事の発生時に、国はＪアラート、全国瞬時警報システムを活用するこ

ととなっておりますが、その概要についてということでございます。確かに広報で案内をさ

れておりますけれども、なかなか理解できない部分が多いのかなというふうにも思っており

ます。まず、簡単といいますか、手順といいますか、時系列と言ったらいいのでしょうか、

どんなときに、どこからどんな内容で情報が送られてきて、そして、このことをどのように

して町民に伝えるのかという流れに沿って、まず、概要を説明していただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） Ｊアラートとは、全国瞬時警報システムとして、消防庁から

発信された武力攻撃事態などに関する国民保護情報や、気象庁が発表する緊急地震速報など、

即時に対応が必要とされる緊急情報を人工衛星を通じて、洞爺湖町の防災行政無線を自動的

に起動させ、サイレンやチャイムに続いて、音声により放送するシステムでございます。 

  こちらのＪアラートが放送する緊急情報の種類といたしましては、国民保護関連情報とい

たしまして、弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報。

また、緊急地震速報といたしましては、震度４以上の地震速報。津波情報につきましては、

津波警報、大津波警報。火山情報につきましては、噴火警報、噴火速報、こういった情報が

Ｊアラートから自動的に放送されるシステムでございます。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 順次質問していきますので、その先のこともちょっとお伺いした

かったのですが、まず、概要ということで承っておりますが、今お話しされたことは、この

広報にもほぼ記載されておりますが、確認をいたします。対象の情報は全部で25種類あって、

Ｊアラートに接続して流されるサイレン、チャイム等は３種類あるというふうに聞いており

ますが、もしそれが間違っているかどうかちょっと確認したいことと。サイレンの３種類に

ついては、どこで切り分けているのか、もしわかれば教えていただけますでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） サイレン、チャイムの種類ということでございます。まず、

地震速報につきましては、チャイム、上りチャイムから放送がスタートされます。その後、

音声による放送がされることとなっております。また、火山情報ですとか津波情報につきま

しては、いわゆる消防サイレンのようなサイレンが吹鳴された後、放送がされることとなっ

ております。また、国民保護関連情報につきましては、放送の前に、こちらもサイレンがつ

くのですけれども、こちらのサイレンにつきましては、国民保護の特別なサイレンとして放

送されることとなっておりまして、音声放送の前につくのは、サイレン、チャイムの３種類

となってございます。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ３種類あるということで理解をいたしました。 

  Ｊアラートに関する広報の中身についても、ミサイルの落下を想定した内容になっており
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ます。その中で、国民保護ポータルサイト、これが、何かサイレンの音を確認できますとい

うことを言われているようです。また、首相官邸ホームページという記載があって、この

マークをかざすと情報がとれるのだと思いますが、最近の方はいろいろわかるのでしょうけ

れども、なかなかお年寄りにはわかりにくいのかなというふうに思ったので、これも確認み

たいな形になりますが、ポータルサイトと首相官邸ホームページ、これの使い方といいます

か、どんなふうに町民にとって役に立つのか教えていただけますでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 今回、６月の広報で掲載しております国民保護のポータルサ

イトでございます。こちらにつきましては、武力攻撃やテロなどから身を守るために開設さ

れている情報でございまして、こちらのポータルサイトのほうを開きますと、今回の弾道ミ

サイルの落下時の行動、そういったものも載ってございます。こちらにつきましては、音声

についても、携帯電話からも聞くことも可能なのですけれども、その音声情報を入手して、

直接携帯電話からも聞くことが可能となっているサイトでございます。 

  首相官邸のホームページにつきましても、こちらはサイトとして、どちらも情報提供のサ

イトとなっておりまして、こちらは、ミサイル落下時、政府の対応状況、そういったところ

について、政府がどのような対応をしているかという情報も即時に流れるサイトとしてなっ

ておりまして、そういったものを広報で紹介してございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） このように一つずつ聞き出したら切りがないと言った失礼ですけれ

ども、これで大丈夫だというふうにはきっと思っていらっしゃらないと思いますし、広報に、

まずはこういう形でお知らせをして、今後、私この後にも提案といいますか、お話しさせて

いただきますけれども、とりあえずはこういう形で、まず知っていただくということから始

まりまして、進めていくのだろうというふうに思っておりますけれども、逆に言いますと、

これだけでは恐らく不十分だというふうに思いますし、お年寄りや、幾らポータルサイトだ、

ホームページだといっても、ＩＴが不得手な人たちにとっては、何やらさっぱりわからない

なというようなことになろうかというふうに思いますので、今後のことについては、次以降

の質問にかかわってきますけれども、これで十分だとは思ってはいらっしゃらないなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） こちら今回、広報につきましては、Ｊアラートの概要と弾道

ミサイル落下時の行動についてお知らせしております。町として、こういった有事の際には、

町民、また、訪れている観光客も含めた、洞爺湖町にいらっしゃる方に、いかに正確な情報、

それも早急に情報提供できるかというところが第一に考えておりますので、そういった情報

提供の体制を今後ともしっかり対応していきたいと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） わかりました。また後で、この内容についてちょっとかかわりがあ
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りますので、後の質問のほうでまた確認をさせていただきます。 

  それと、この広報の中の回覧に、Ｊアラートシステムを通じた防災行政無線の放送のお知

らせということで、７月５日に、訓練の日時ということで、これも回覧で回ってまいりまし

た。これは、こういう放送が流れるのかなということなのですが、内容についてもし、簡単

で結構ですので、説明ができたらお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 今回、７月５日に実施します回覧ですけれども、洞爺湖町の

Ｊアラート放送につきましては、北海道等が実施する、また、国が実施する訓練に合わせま

して、Ｊアラートを自動的に起動させる訓練を実施しております。今回、７月５日につきま

しては、そのＪアラートを自動的に起動させる訓練として、音声放送も含めて、地震速報に

関する情報提供をする訓練を実施することとしております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） それで、Ｊアラートと町内の防災行政無線が連動して、サイレンな

り、こういうアナウンスの内容なりが連動して流れることになるということだと思うのです

が、これは全く自動的に流れるのであって、町がワンクッション置いて、新たなメッセージ

を追加して流すという形ではなく、自動的に音声も全て連動して流れるというふうに理解し

てよろしいのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） このＪアラートの放送につきましては、消防庁のほうから、

どのような放送をするかというものが事前に送られてきまして、それを自動放送することに

なっております。先ほどの３種類のチャイム、サイレンも含めて、音声につきましても自動

に放送されるということになっております。職員が勤務時間中、休日も含めまして24時間、

不在の際にも自動的に放送されるシステムとなってございます。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 多分そうだと思ったのですが、逆に、伝える内容にもよるのかもし

れませんが、むしろ地域性があったりして、どこどこにとかと、もっと具体的に流せるので

あれば、これ自動だとちょっと困るかななんていうのが、発生しないのかと、逆に余計な心

配をしてしまったのですが、入り込んで独自の言葉というのか、独自の中身をつけ加えるよ

うなことはできるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） こちらのＪアラートの放送につきましては、消防庁からの自

動放送となっております。また、洞爺湖町に独自でそういった情報を伝えなければいけない

ような内容、事態が発生した際には、洞爺湖町の防災行政無線として、洞爺湖町の防災担当

職員がその情報を伝えることとなりますので、洞爺湖町として単独で放送をすることも可能

となっております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 
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○３番（五十嵐篤雄君） これちょっと実験、訓練があるということですので、その推移等を

見たいと思いますし、必ずや検証していただいて、聞こえる、聞こえないから始まるかもし

れませんけれども、その辺の確認をきちっとしていただきたいなということで、次の質問に

移りたいと思います。 

  実は、新聞記事での話なのですが、北海道が６月１日付で、弾道ミサイルの可能性に対し

て注意喚起をするように要請があったということでございます。 

  ２番目の質問は、今申し上げましたけれども、北海道は、住民への注意喚起を徹底するよ

うに要請したというふうになっていますけれども、具体的にどんな内容だったのか、まずお

教えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 北海道から当町が受けた要請につきましては、消防庁国民保

護防災部防災課が各都道府県宛の、弾道ミサイル落下時の行動についてということで、文書

が発文されております。また、北海道がその文書を受けまして、各市町村に対して送付した

４月21日付の文書で要請を受けております。 

  その内容につきましては、ホームページや広報紙による住民周知への幅広い広報の実施、

Ｊアラート及びエムネットにかかわる関連機器の点検等の徹底を図るとともに、休日、夜間

を含む、緊急時における相互の情報収集体制の万全を期すよう要請を受けているところでご

ざいます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） そういう意味では、広報に載ったＪアラートに関する概要説明等も、

要請を受けたからということではないのでしょうけれども、その一環であるというふうに理

解をすればいいのかなというふうに思います。そういう要請を受けたからではなくて、やは

り世界の状況を見た中で、当町としても先んじて、こういう不安を払拭するためにも、こう

いった対応を進んでやっていかなければいけないのかなというふうに思っておりますけれど

も、かといって過度に危機感をあおるようなことがあってもいけないというふうに思います

が、やはり近くの国でこういった行動がなされているということを真剣に考えて、身の安全

というものをしっかり確保していかなければいけないということで、こういった周知といい

ますか、広報というのは大変必要だと思いますけれども、今後、このような、まず、注意喚

起という意味では、いろいろな方策があって、後で訓練とかという話をしてまいりますが、

まず、その辺を含めても構いませんが、町民の皆さんに意識づけと言ったらいいのでしょう

か、どういう形で、先ほど言いましたように、危機感をあおるという意味ではなくて、こう

いう状況をしっかり認識してもらうという意味での意識づけについて、どのように考えてい

らっしゃるか、お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 今回の広報掲載につきましては、北海道からの要請を受け、

掲載したものでございます。また、当町も含めました、こちらの行動につきましては、ミサ
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イル落下時の行動として、こちらを住民向けの広報として、周知させていただいているとこ

ろでございます。今後の訓練のお話は後ほどということもございましたけれども、今回、広

報において、そういう情報を提供させていただいたというところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） これからもちょっと具体的に、より周知をしていくということが、

そういう意味では必要なのかなというふうに考えております。 

  では、一歩先に進みまして、３番目の質問のほうに入ってまいりますが、もう話がＪア

ラートの中で、地震とかいろいろな災害というふうにもなっていますけれども、既にもうこ

こまで話が進んでいますので、ミサイルを想定した質疑でいいと思うのですが、町として、

具体的な対応策の準備はできているのかどうかということの質問であります。 

  決してこれはあってはならないことだとは思いますが、制御不能な形で行われた場合には、

私どもはどうしようもないことでもあります。ミサイルの発射が攻撃であれ実験であれ、落

下する可能性があるのであれば、町民の安全の確保というのが大変重要になってきますし、

まずそれが最優先事項になってくるのだと思います。まして、災害でも瞬時の対応というこ

とも当然ありますが、比較的に時間的に余裕とまでは言いませんが、時間がとれるという状

況であれば、いろいろな対応が考えられるわけですが、事ミサイルの落下に関しましては、

短時間での対応ということが必要になってきますので、避難の場所とか確保というのにきっ

と頭を痛めるのではないかなというふうに思いますが、この対策の準備について、町民の

方々に対して、どのように行動してもらうのかというような計画はできているのかどうかも

含めて、対応策についての準備状況についてお伺いをいたします。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） ミサイル落下時の行動につきましては、今回の６月号広報に

おきまして、Ｊアラートが放送された際には、まず屋外にいる場合につきましては、できる

限り頑丈な建物や地下に避難する。また、建物がない場合につきましては、物陰に身を隠す

か地面に伏せて頭部を守る行動をとる。また、屋内にいる場合においても、窓から離れるか

窓のない部屋に移動するということで、そういったミサイルによるＪアラートが鳴った際の

行動についてお知らせをしているところでございます。 

  また、個別の避難計画があるかどうかというご質問だったかと思いますけれども、国民保

護の計画におきましては、さまざまな災害、また、ミサイルに関しましても、落下した際に、

どこがその場所になるかという特定も含めて、現段階では、そういった個別の避難計画とい

うのは、現在、洞爺湖町としては持っていないところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） それで、先ほどもちょっとお話ししたので重複するかもしれません

が、道の要請の中に、これは新聞の情報でございますが、髙橋はるみ知事も、全道一斉の秋

の防災訓練などを活用して、それを意識した訓練をやらなければならないのではないかなど

と述べていらっしゃるようですけれども、計画はまだないかもしれませんが、当町において
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も、それにあわせた計画を、今の段階で返事できないかもしれませんが、やっぱりやらなけ

ればいけないのかなというふうに考えていらっしゃるかどうか。 

  それと、本州の特に日本海側の地域にあっては、地域性といいますか、暴発しそうな国に

近いということもあって、積極的に訓練なんかを始めた地域もあるようですし、また、予定

をしているような地域もあるようでございます。秋田県ですとか新潟県燕市なんかは、そん

な計画を立てているようでございます。 

  そういうことも含めて、訓練をやるかどうかということもありますが、そのためにも、そ

ういった他の地域での訓練の状況なんかも非常に参考になろうかと思いますので、その辺の、

まだかもしれませんが、そのことをやっているような他町村の状況をもしご存知でしたら

ちょっと教えていただきたいということと。多分そこまではいっていないと思いますが、こ

ういった訓練に対して、国や道からの指導なり、できたら、お金がかかるようなことであれ

ば、財政的な措置とかも含めて、支援の可能性があるのかどうか、この辺もわかればお答え

いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 洞爺湖町における訓練の実施の可能性と、全国の訓練の実施

状況に関する質問ですけれども、初めに、全国の訓練の実施状況について回答させていただ

きます。 

  本年３月17日に秋田県において、弾道ミサイルによる避難訓練が全国で初めて開催された

ところでございます。５月には青森県むつ市、こちらは市の単独で実施しているミサイル訓

練でございます。その後、今月に入りまして、山口県、山形県、広島県、12日には、今お話

のございました新潟県燕市、また、12日は福岡県吉富町、こちら、全国で７回、ミサイルの

訓練が行われているところでございます。 

  訓練の実施につきましては、国、県、市町村、市と町が連携した訓練として実施されてい

るところでございますけれども、５月の青森県むつ市の訓練につきましては、市町村が単独

で開催しているところでございます。なお、むつ市に確認したところ、むつ市におきまして

は、自衛隊施設等があるというところから、国との連携を待たずに単独で訓練を実施したと

いうことでございます。 

  また、洞爺湖町での単独での訓練開催ということになりますけれども、現段階では、当町

の弾道ミサイルの訓練を単独で実施するという予定はございません。また、この訓練につき

ましては、Ｊアラートのミサイルの放送内容が、サイレンが14秒間吹鳴した後に、音声で、

ミサイル発射情報、○○国からミサイルが発射された模様です。頑丈な建物や地下に避難し

てくださいという放送が実際に流れるようになっております。訓練における放送につきまし

ては、当町においては、外国人観光客が多く訪れておりますので、日本語がわからずに、ミ

サイルという単語のみを理解して、混乱を招く可能性もございます。外国人観光客にとって

は、訓練のための放送とはいえ、サイレンとミサイルという単語のみが伝わってしまうこと

になるため、現在のところ当町においては、単独での開催は予定していないところでござい
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ます。 

  また、北海道における訓練につきましては、現在、北海道危機対策局危機対策課にその実

施内容を確認しているところでございますけれども、開催の時期、また、開催の内容につい

ては、今後、検討されるということになっておりますので、当町の訓練におきましては、北

海道の実施する訓練と連携した訓練ができないか、そういった部分も含めて、当町のそう

いった観光地の事情も含めて、今後しっかり調整してまいりたいと考えているところでござ

います。 

  また、そういった訓練の際の支援のお話でございますけれども、先ほどもございましたと

おり、国、また、都道府県が連携している訓練として実施すれば、主催者として訓練に参加

いただけるということになっておりますので、実施の際には、そういった国、北海道の支援

を受けたいと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） うまく説明をしていただきました。単独ではやらなくても私も構わ

ないと思いますが、道や国と一緒にやるときに、うまくと言ったら変ですが、地域の特殊性、

今言った外国人観光客の対応とかというのもありましたので、その辺も加味しながら、この

町の特色をしっかり考慮した訓練を部分的に行えればいいのかななんて思っておりますし、

また、単独ではないにしても、実際のことも考えた中では、先ほどご案内のあった、先に訓

練をやった地域の情報なんかもしっかり確認をしていただいて、役に立つようにしていただ

ければいいのかなというふうに思います。 

  それでは、最後の４番目の質問に移ってまいります。 

  国民保護に関する町の条例に基づいた具体的な対応は可能か、また、課題はないかという

ことでございますが、実は、この国民保護に関する当町の条例は二つございまして、169条

で、洞爺湖町国民保護協議会条例と170条の洞爺湖町国民保護対策本部及び洞爺湖町緊急対

処事態対策本部条例の２本がありますが、これは、具体的な行動を細かく規定したものでは

なくて、これは、恐らくこういう事案が発生したときに立ち上げる組織を条例化したものだ

というふうに認識をしているわけでございまして、実際の行動計画については、恐らく防災

計画と同じように、洞爺湖町国民保護計画の中に具体的に織り込まれているのかなというふ

うに思いますので、国民保護計画の中での、ちょっとしたら質問になってしまうのかなとい

うことでございますけれども、まず、せっかく条例というものがあるわけなので、この条例

が機能するというか、協議会並びに対策本部の設置がされるという条例でありますけれども、

聞くまでもないのかもしれませんが、一応確認のために、協議会は25名以内とかとなってい

ますけれども、この協議会というのは、どんな人を想定しているのかということと、それぞ

れどんな状況のときに設置されて、特に協議会の中では、どんなことを協議するのかを教え

ていただきたいと思います。対策本部は、多分庁舎内で立ち上げる本部だと思いますので、

このことについてはいいですが、協議会の立場といいますか、中身がちょっとわかりづら

かったので、条例に関して、その件についてお伺いいたします。 
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○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 初め、洞爺湖町国民保護協議会条例に関してでございます。 

  こちらの条例につきましては、平成18年12月に策定、制定され、こちらの条例につきます

協議会につきましては、現在、洞爺湖町国民保護協議会の委員として、現在、委嘱を既にし

ている委員でございます。その構成でございますけれども、洞爺湖町、室蘭開発局、室蘭海

上保安部、自衛隊、北海道伊達警察署、消防、また、通信等の関係機関、運送等の日本通運

ですとか、そういった関係機関、また、住民の関連といたしましては、自治会連合会、社会

福祉協議会、ウィメンズネットワークが構成となっている協議会でございます。現在、委員

が19名で構成されてございます。こちらの協議会につきましては、洞爺湖町の国民保護計画

の策定に当たりまして、協議会を設置されておりまして、協議会としては、継続して存続、

存在している協議会でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） わかりました。 

  それでは、国民保護計画のことについて若干質問させていただきたいと思うのですが、そ

んなに厚くはないのですが、何ページかにわたる保護計画の中は、４本立てでできていまし

て、総論というのと、備え、予防、それから武力攻撃事態への対処、それから復旧という、

大きく分けて四つにまとめられて、時系列といいますか、最初に、本来どうしたらいいのか

という理論の部分です。それから、こんなことが仮にあったら困る、事前にどういうことを

想定して、訓練等を含めてやっていけばいいかという、備え、予防の部分。それから、もう

実際に起きてしまったときの対応という、それから、その後、おさまった後での復旧という

ふうにまとめられております。 

  多分これも防災計画なんかとまとめ方はきっと同じなのだというふうに思っていますが、

その中で、今回は時間の関係もありますし、備え、予防という部分に限定してちょっとお伺

いしたいと思いますが、やはりこの計画の中でも、訓練の実施というのもしっかりうたって

ございますし、特に、訓練をやる際には、客観的な評価ができるようなことも必要ですと。

それから、町内会、自治会、自主防災組織などの参加を求めるということも必要ですと。そ

れから、場合によったらというか、当然なのかもしれませんが、学校とか病院とか、いろい

ろな事業所等の方にも参加していただくと。 

  これは、防災の訓練とちょっと似たところがあると思うのですが、やはりミサイルの落下

といいますか、有事のときにも、こういうことが必要ですということを意識した訓練でない

と、真剣味が出ないといいますか、そういうこともありますので、このこともしっかり意識

した中での、防災計画のうたわれている研修とか訓練という部分がとっても重要になってく

るのかなというふうに思います。 

  それから、啓発という意味で、パンフレットとか広報紙とか、マスメディア、インター

ネットもそうですね、そういうのを使って、こういったことに対する啓発というものも行っ

ていかなければいけませんということがうたわれております。 
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  ちょっと的を射ないような質問になるかもしれませんが、もう一度、避難訓練はとも書く

といたしましても、啓発という意味で、先ほどＪアラートのことが広報に出ましたけれども、

もう少しきめ細かい啓発のための措置が必要なのかなというふうにちょっと思うのですが、

計画書に基づいて行われるようなことをぜひ考えていただきたいなということと。これ通告

していないのですが、啓発の中に、学校における教育という項目がございまして、やはり住

民は全部含まれるのですが、特に子供たちの身の安全ということも十分考えるということで、

子供たちにも、そういうことを啓発の対象として行っていくということも大事なのかなと思

うのですが、その辺についての見解がもしあれば、お伺いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 国民保護、住民また学校等も含めた啓発とのご質問だったか

と思います。 

  当町におきましては、攻撃対象として想定される軍事施設やエネルギー施設もないことか

ら、当町が直接攻撃対象となるところまでは想定していないところでございます。また、当

町の学校、事業所も含めて、現在行われている訓練につきましては、津波避難訓練、有珠山

噴火に対する訓練ということで、洞爺湖町では、この二つの災害を優先して訓練を実施する

こととしておりまして、今年度も同様に計画しているところでございます。 

  また、学校の啓発でございますけれども、学校においても特色ある教育として、防災の内

容につきましては、有珠山噴火に対する防災教育、そういったものを教育委員会並びに町の

防災担当と連携した啓発、そういった教育を実施しているところでございますので、当町と

しては、国民保護情報のそういった啓発よりも、特色ある有珠山についての防災教育という

ものを、今後とも優先して実施してまいりましたいと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 子供たちに教えたら悪いのかななんていう気もしないでもないので

すが、もちろん防災教育は今までどおりやっていただきたいのですが、この弾道ミサイル等

の現状をしっかり子供たちに教えておいて、命を守るという意味合いでは、これはむしろ隠

さないで、こういう現状ですということのほうが大事だなというふうに私は思いますので、

これは、委員会か何かの中でしっかり、学校現場でどのように、単純に地震や津波だけの防

災ではなくて、どういう形で今後、今すぐでなくてもいいのですが、こういったものがある

のだということをどう教育の中に取り入れていくか、啓発していくかというのもしっかりし

なければいけないのかなと私は思いますので、考えていただきたいということをお願いして

おきます。 

  それで、広報の中で、みずからの命はみずからで守るを基本にと、小さな文字なのですけ

れども、確かにそのとおりのことはあるのですが、緊急事態なので、もう面倒は見切れない

ので自分たちで守ってよみたいに、この文言から聞こえるのですが、きっとそんな意味では

ないと思うのですが、どんな意味合いで、みずからの命はみずから守る、意味合いというよ

り、このとおりですと言われたらそれまでですけれども、どんな気持ちでこの文章になった
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のかお教えいただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 広報に記載されている、みずからの命はみずからで守るとい

う記載でございます。 

  洞爺湖町の防災、また避難に対する考え方といたしましては、洞爺湖町では、自助、共助、

公助、この三つの役割を地域とともにしっかりつくり上げていくという防災体制を構築して

いるところでございます。 

  まず、こういったミサイルの避難時においては、ミサイル到達まで10分以内と言われてい

ることから、実際には、この三つの取り組みの中から、公助の役割というのは、避難の際に

は情報伝達以外できないと考えているところでございます。こういった緊急時に際しまして

は、やはり自助という役割をしっかり自分自身が、おのおのがしっかり捉えて、みずからの

命はみずから守っていただきたい、そういう心構えをおのおの持っていただきたいという思

いで記載した内容でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 多分そういうふうな、僕は悪意で捉えたわけではありませんので、

やっぱり時間的な対応が難しいということで、まずは自分で守ってよという意味で書かれた

のだということだと思います。場合によったら勘違いされるケースもあるので、こういった

ことも含めて、まだまだ周知、啓発にはもうちょっと努力をしていただかなければならない

かなというふうに思います。危機意識を過度にあおってはいけないとは思いますけれども、

できれば今後、どういう場面をつくるかは別にいたしましても、町民の皆さんに、この件に

関しての出前の説明会であるとか、各自治体単位で集まっていただいて、もう少し詳しい、

アラームの音から含めて、情報のとり方からも含めて、もう少し丁寧に説明をできる機会が

あってもいいのかなと思うのですが、町長の出番がありませんでしたので、最後に、私の思

いを酌み取っていただいて、最後にご答弁いただければありがたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいまＪアラートの関係、特に緊急情報システム等々の関係から始

まったお話かなというふうに思っておりますが、Ｊアラートについては、これは国が設置し、

各自治体にそういうふうな対策をとってほしいという依頼のもとでできているものでござい

ますが、正直言って非常に難しい問題でもございます。私どもも国民保護法ですとか、いろ

いろな条文もありますが、近年、国際情勢が本当に緊迫しているという中で、このＪアラー

トが活躍することのないことを逆に祈るといいましょうか、そのためには、政府において、

特に外務省を中心として、関係する国に対してしっかりしたもの、あるいは行動に移す、そ

ういう対策をしっかりとっていただきたいなというふうに思っております。 

  特に最近、テレビ、マスコミ等で放映されておりますけれども、きょうもどこどこの国で

ミサイルが発射されたと。そのたびにＪアラートはどうなっているのだ、あるいはその地域

の方々の避難体制はどうなっているのだということが情報として流れてきますけれども、そ
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のたびに相手国に対して強く抗議をした、あるいは制裁の措置を講ずる等々の関係が、今ま

で繰り返し繰り返し行われておりましたけれども、やはりしっかりした国としての対応を今

後ともとっていただきたいなというふうに思っております。 

  そんな中、私どもの町は、今、防災行政無線、さらには消防のアナログサイレン等々を利

用しながら、災害の情報、あるいはその災害が起きたとき、例えば津波災害、あるいは噴火

災害があったときの対策として、いろいろな情報をこれから提供しましょう。単なる防災行

政無線だけではなくて、例えばラジオを使ったｗｉ－ｒａｄｉｏ（ワイラジオ）、それから

携帯あるいはスマートフォンを使った非常時のメール対策、こういうこともやらせていただ

いているわけでございますが、そのときにいち早く行動できるような、例えば避難場所の

しっかりした各家庭、例えばどこどこの地区はどこに避難するのです、これを再度やはり確

認する必要があるだろうと思っております。 

  また、いろいろ災害が発生するときには、防災行政無線等も使うわけでございますけれど

も、特に、まず地域の方々によく内容を知ってもらうと、これは大切なことかなというふう

にも思っております。今回、初めて広報の中に、Ｊアラートとはという、こういう文章を載

せていただいたわけでございますけれども、この周知については、今後ともやはりやってい

かなければならないだろう。 

  それと、今、議員おっしゃっていただいた、地域に出向いての講座関係、これは、特にお

願いしたいのは、各自治会のほうから要請があれば、私どもすぐ出向いて、そしてご説明す

る用意は常に持っているつもりでございます。 

  もう既に、特にジオパークについては、各自治会のほうから、私どもの地域で、ひとつジ

オパークについて説明をしてほしい、もっと理解を深めたい、そういうご案内をいただいた

ときには、もう既に出向いてご説明もさせていただいております。 

  特に今回の問題、Ｊアラートあるいは防災行政無線、これらにつきましても、地域自治会

で何かあったときには、お声かけをしていただければ、すぐに出向いてご説明をさせていた

だきたいな。 

  また、やはりこういう場面では、自主防災組織、行政の職員の力も数が限られております。

また、消防団員あるいは消防職員にしても数が限られている。そのときに一番やっぱり地域

で頼りになるのは自主防災組織でございます。今現在、五つほど自主防災組織が立ち上がっ

ておりますけれども、それぞれの地域で、やはりこういうのを地域の皆さんと一緒に勉強し

ながら、自主防災組織を立ち上げていただき、１人の犠牲者も、災害があって出さないとい

うことを念頭に、こういう例えば災害があったときに、隣近所で助け合えるとか、そういう

システムづくりは今後とも十分やっていかなければならないなというふうにも思っておりま

すので、ぜひその節はよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） これで、３番、五十嵐議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩いたします。 

  再開を２時10分といたします。 
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（午後 １時５４分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ２時１０分） 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  次に、１番、岡崎議員の質問を許します。 

  １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） ６月の議会、皆さんどうもご苦労さんです。 

  本日は２点質問いたします。通告順に伺いますので、住民目線で、ひとつわかりやすく答

弁を期待いたします。 

  それでは、１点目として、活力のあるまちづくりについてということで伺います。 

  洞爺地区の市街地の活力を図る観点から、まちづくりについて質問いたしたいと思います。

洞爺地区の市街地のにぎわいを懐かしむ声がございまして、そういう中で、活力あるまちづ

くりに意欲的に取り組んでいる地域の事例を見ますと、その地域のさまざまな資源に関係し

たものを、その地域づくりの中で活性化の鍵にしているところで多いようでございます。 

  そこで、市街地においても、このような施策を導入することについて、いかがお考えか伺

いたいと思います。この市街地周辺には、幸いといいますか、地域の資源の温泉が来ている

ところでございます。その温泉を活用した活性化策について一つお伺いしたいと思います。

いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） ただいまご質問は、多分市街地まで給湯管が来ていることから、

それを活用した施策はどうだということのご質問だと思うのですが、洞爺地区には、いこい

の家という施設がございまして、こちらは昭和58年に、木造及び一部鉄骨造で建設し、既に

35年が経過しております。これまで、施設のふぐあいにつきましては、修繕により対応して

おりましたが、老朽化が著しく、施設本体及び給湯管も含め、抜本的な大規模改修または建

てかえが必要な施設となっております。 

  しかしながら、大規模改修または建てかえにつきましては、億単位の多額な経費を要し、

建てかえに伴う施設本体及び温泉給湯管などの解体費は、今のところ、現在で約4,000万円

必要だと試算しております。 

  このような状況でありますが、町におかれている財政状況などを勘案しますと、町単独事

業による大規模改修または建てかえは困難であり、修繕で対応が可能な限りは、現在の施設

で運営を継続するほかないと現在のところ考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 説明いただきまして、財政の厳しい中、事業ということで理解したい

と思いますけれども、高齢者や地域住民の交流の場、または観光スポットとしての洞爺地域
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の市街地、やはり交流の場、これからの地域の活性化を上げる意味で、やはりこういう温泉

を活用した入浴施設の設置というのは、地域づくりにこれからも大事でないかと、そういう

ふうに思っております。 

  これは、一つの、すぐにというと、なかなか財政が厳しいということで理解はしておりま

すけれども、まちづくり、地域づくりの中で、しっかりとそういう考えを今後持ち続けてい

ただければと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 洞爺地区全体のまちづくりの中においては、やはり高齢者

及び観光振興の面からも、そういう施設は必要なものだとは認識しているところでございま

すが、先ほどから申し上げているとおり、やはり町の財政状況、普通交付税が削減されるだ

とか、一応このほかにも、今年度以降、大規模事業が控えているという状況の中では、早い

時期にこういう計画というのはなかなかちょっと、現状としては難しい状況でございますが、

まちづくり総合計画の中では、10年というスパンがございます。この中で、やはり今後にお

いては、何らかの形の中で検討もされていくべきものかなというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（佐々木良一君）） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 新しいまちづくりの、10年間のスパンの中で考えるということでござ

いますけれども、そういうプランを今後とも強く、そういう計画を持って、地域の住民にひ

とつ夢を与えていただければ大変ありがたいなと。そういうことで、洞爺地区の今後の活性

化、そういうことになればと思っております。 

  こういう話は何年か前にもちょっとしたこともありますけれども、そういう計画を強く刻

んでいただいて、今後の地域づくりにつなげていただきたいという、そういう思いでおりま

す。きょうは、この辺でその問題を終えたいと思います。 

  それでは次に、洞爺にあります洞爺郷土資料室について伺いたいと思います。 

  洞爺郷土資料室の展示品は、長年地域の歴史の中で培われてきたものでございます。後世

に引き継いでいかなければならない地域の大切なものというふうに考えているところでござ

います。 

  住民の待望の洞爺郷土資料室が移転から１年が経過しました。この１年間の実績、内容等

を伺いたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 洞爺郷土資料室につきましては、旧洞爺診療所を改修いたし

まして、郷土の開拓と発展に欠かすことのできない生活用具や農耕具など、地域の貴重な資

料の数々を収蔵・保存する目的で、平成28年５月10日にオープンし、１年が経過したところ

でございます。 

  開設に当たりましては、郷土資料の展示位置や解説板の内容に至るまで、地域の方々の協

力をいただきながら整備を進めてまいりました。 
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  開設からこれまでの利用者数につきましては、施設内に管理人が常駐していないため、洞

爺ふるさと交流センターに備えつけてございます受付名簿上の集計になりますが、延べ615

名の方々に利用いただいており、その内訳といたしましては、町内者599名、率にして

97.4％、町外者については16名で、2.8％となっております。この町内利用の中には、洞爺

小学校が学年単位で来館されるなど、郷土の歴史や文化に対する正しい知識と、その伝承に

大いに役立っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） １年間の実績、まだ１年しかたっていないということで、なかなか地

域の人も十分知名度が上がっていないというものも若干あるかなと思います。 

  そういう中で、私もこの前ちょっと行ってみたのですけれども、こういうパンフレットは

置いて、内容はわかるのですけれども、もうちょっと広く、地域の人に広める手だてという

か、何かそういうお知らせの体制はとっていますか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 施設内には貴重な資料が数々ございますので、資料はオープ

ンのときにつくったものでございますけれども、今後、数々の資料、あるいは今後展示がえ、

さらには、虻田の郷土資料館では今も実施しておりますけれども、特別展などの開催をもっ

て、施設の周知を図っていきたいと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） なかなか電気料もかかるということもあるのでしょうけれども、中へ

入るとちょっと暗い感じがするということで、やはり来館者に対する気持ちがちょっと沈ん

でしまうような、ちょっと残念な感じがしたのですけれども、そういう中で、もうちょっと

入りやすいというか、明るい方法を何か講じることも大事かなと思うのですけれども、その

辺いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） ふるさと交流センターにつきましては、高齢者サロンの部分

と洞爺郷土資料室の部分がございます。郷土資料室につきましては、管理人が常駐していな

いということもございまして、来館者の方々に１階の部分、２階の部分、それぞれ照明をつ

けていただいてごらんいただくというふうに今現状ではなってございます。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 要するにセルフサービスみたいなものなのですか。セルフサービスと

いうか、自分で電気つけるのですか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 照明については、来館いただいた方に照明を点灯していただ

くような現状でございます。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） それも一つの手だてかなと思いますけれども、入り口にちょっと掲示
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か何かしていますか。電気つけてくださいとか、帰りに消すとか。ちょっとそういう手だて

もあってもいいのかなと思うのですけれども。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 現在、表示はございませんけれども、来館者にわかりやすい

表示を心がけていきたいと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） ちょっとくどいかもしれないですけれども、ひとつその辺、工夫、取

り扱いをよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは次に、この資料館の休館日について伺いたいと思います。 

  先ほどもちょっと話あったかもしれないですけれども、土曜日と日曜日、祝日は休館とい

うことになっているようでございます。これは、利用する側になると、家族だとか親子とも

ども、利用しやすいのは土曜日とか日曜日、祝日が利用しやすいのではなかろうかという思

いでおります。 

  そこで、休館日を改めて、利用しやすい、そういうふうに検討できないのかなと、そうい

う思いで、きょう質問に立っているところでございます。いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） あそこの郷土資料室がある施設のふるさと交流センターの管理担

当課として、まずはご説明申し上げます。 

  こちらの施設につきましては、住民の福祉向上や生きがいづくりなど諸活動の推進として、

高齢者サロンと郷土の歴史や文化を伝える資料の展示・保存により、郷土の歴史に対する正

しい認識と、その伝承を目的として設置されているものであります。 

  管理については、洞爺総合支所が担っているところでありますが、施設の休館日につきま

しては、ふるさと交流センター条例に定めるところにより、土曜日、日曜日、祝日、年末年

始となっております。先ほど社会教育課長も申し上げましたが、施設には管理人は常駐して

おりませんが、洞爺湖町社会福祉協議会洞爺支所に施錠などの管理を委託しているところで

ございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 施設の休館日におけます社会教育としての対応といたしまし

ては、事前に団体予約などある場合に開館対応することとしておりますが、これまでに利用

実績はない状況となっております。 

  休館日の対応につきましては、施設において常時待機することは難しく、また、当日の申

し込みとなりますと対応が困難な状況でございます。町外から来られたお客様の要望などに

備えましては、施設の管理を行っている洞爺総合支所との調整、それと地域の関係団体など

に協力を求めていくなど、その対応について協議をしてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 
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○１番（岡崎 訓君） 休館日について、将来的というか、近い将来的に、土曜日とか日曜日

とか祝日を、条例があるようですけれども、開館というか、オープンにして、せっかくある

地域のものを、やはり遠くから来た人にも紹介できるような、そういう施設になるだろうな

と、個人的にはそう思っていたのですけれども、その門戸が途絶えてしまっていることは、

ちょっと惜しい思いでいますし、やはり地方から見えた方も、やはり土日やっていないとい

うことで、ちょっと残念がる声もあるのです。そういうときに紹介しに行こうかなと思って

も、誰もいないので当然行けませんので、せっかくああいう施設をつくったのですから、

我々もそうなのですけれども、誰しもそうですけれども、やはり地方へ行って、ああいう施

設を見て、そこの地域を知るというか、そういうことで研究するなり、いろいろな要素を身

につけることはできるかなと思うのですけれども、特に、子供たちなんかはそういうものに

大きく影響するのではないかと。 

  虻田の資料館を見ても、資料館というのは本当に、今だんだん貴重になってきていますよ

という、見た人がいろいろな感想を置いていって、楽しんで帰られるという、そういう思い

もあるのですけれども、しつこいようですけれども、そういう資料館をオープンにできるよ

うな考えを持っていただきたいなと。言ってみれば、時間限定でも土日やれないことはない

と思うのですけれども、そういう思いを持って、今後そういう任に当たっていただければと

思います。その辺いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 貴重な郷土の資料の展示につきましては、１人でも多くのお

客様に見ていただきたいという考えは私ども十分に持ってございます。しかし、休日の待機

につきましては、やっぱり難しい状況にございますので、先ほども言いましたとおり、施設

の管理者であります総合支所並びに地域の関係団体等に協力を働きかけていきたいと思って

ございます。 

○議長（佐々木良一君） 岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 条例はありますけれども、そういう中で、関係機関の皆さんの連携で、

みんなにひとつ紹介するのだという、そういうもてなしの思いがここでも大事でないかとい

うふうに思っています。そういうことが、洞爺湖全体取り巻きの観光、また地域づくりに大

きく寄与されるのではないかと、つながっていくのではないかというような思いを持ってい

ますので、ひとつその辺の配慮をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは次、２番の観光振興についてということで質問させていただきたいと思います。 

  きょうは、えぼし岩公園の環境整備ということで質問いたしたいと思います。 

  現在この公園は、グリーン一面の広々とした場所でございますけれども、空間のみで、ほ

かに目を引くものが残念ながらありません。一時ですけれども、ネイパル洞爺ができる前、

整地したときに、野球なんかもやれるぐらい、そういう時期も、昭和40年ですか、そういう

ときもありました。そういう中で、観光振興を図る点から、公園に桜とか梅の木の植林をし

て、環境の整備ということを対応できないのかなと、そういう思いでいますけれども、いか
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がでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） えぼし岩公園に桜、梅の木を植林し、整備できないかとのご質問

でございますが、現在、この公園の整備の計画は現在ない状況でございます。また、公園管

理から申し上げますと、面積が広いことから、えぼし岩公園を高齢者事業団に、隣接の桜公

園を庶務課職員が除草作業を行うなど、経費的になるべく抑えた形で公園管理ができるよう

に努めているところでございます。 

  今後の公園整備につきましては、将来的にこの公園に求められるあり方などを明確にした

上で、議員のお考えも参考にさせていただきながら、検討、計画を考えてまいりたいと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういう、桜を植えると管理もあれですけれども、花見の人が訪れる

とか、地元の人とか地方の人が公園で交流が図られる。それからまた、梅の木ですと実がな

ります。そういうことで、またいろいろな人が交流が持って、そこの地域に親しみを持って

訪れる人がふえてくるのではないかと、余り費用のかけないやり方という中でいけば、そう

いう管理もできるのではないかと。 

  今のところ、さっき課長おっしゃったように、草刈りなんか大変きれいにされているとい

うことで、訪れる人も、何かあるだろうかという思いで来ている人もいると思いますけれど

も、いかんせん、残念ながら何もないという、洞爺湖があるからまだいいのでしょうけれど

も、そういう中で、せめて訪れた人が座れるベンチぐらいはあってもいいのかなと。ベンチ

ぐらい何脚か置いて、そこで年配の人が休みながら、そこで憩うという、これはもてなしの

思いになるかなと思うのです。そういうことで公園としての付加価値も高まってくるのでは

ないかという、そういう思いでいますけれども、その辺いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） この公園につきましては、現状としましては、先ほど課長

も申し上げたとおり、やはり管理をしやすいという、安価な形の中でやっているという状況

がございます。議員ご指摘の整備でございますが、あそこにつきましては、トイレも水飲み

場もないということでございますので、その辺につきましては、先ほど課長も申し上げまし

たとおり、全体の計画の中で、この公園のあり方を明確にした中で、その辺も含めて考えて

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういう全体的な計画、プランの中で、ひとつ捉えていただいて、公

園の整備をお願いしたいと思っています。 

  それでは続いて、烏帽子岳の散策路の観光資源化について伺ってまいるところでございま

す。 
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  この烏帽子岩とは、烏帽子の形をしているということで、ちょっと変わった岩かなという

ふうに見られます。約290メートルの標高の岩で、1,430メートルという散策路が、緩やかな

斜面が続いて、散策路としては大変しやすいところだなと。一般的にはなかなか知られてい

ない人も多いと思いますけれども、ネイパル時代は、子供たちの合宿、研修の中で散策路を

利用されて、立ち木にいろいろネームプレートなんかつけまして、屋外の研修の場になって

いたのかなというふうに私は捉えているところでございます。 

  そういう中で、簡単な案内板など、また、倒木が散策路にあれば、処理とか、環境の良好

な保全ということで、観光振興ということで、どのようにお考えか、ちょっと伺いたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 烏帽子岳の散策路の管理状況につきましては、現在、年数回の除

草作業と、倒木等につきましては、必要の都度、庶務課の職員が行って管理をしているとこ

ろでございます。先週も学校の授業が土曜日にあるということで、庶務課職員が参って倒木

処理してきたところでございます。 

  散策路の観光資源化につきましては、現下の町の事業計画の優先度や財政状況などを勘案

しますと、直ちに整備を実施することは難しいと思われることから、当分の間は現在の管理

を継続し、安全な利用に努めたいと考えております。将来的には、麓にあります烏帽子岩公

園と一体的な整備を考えてまいりたいなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 今、課長おっしゃったように、そういう取り組みを今後進めていただ

きたい。そういうことで、あそこの地域の人もそれなりに期待を持っていかれるのではない

かと思っていますので、今後の取り組みを期待申し上げまして、以上で終わります。どうも

ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、１番、岡崎議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 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 ２時４２分） 
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