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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９月会議を開会します。 

  現在の出席議員は12名であります。沼田議員、七戸議員から欠席の届け出があります。 

  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、12番、大西議員、13番、下道議員

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、ご報告申し上げます。 

  所管事務調査報告書。 

  平成29年９月11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、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成29年９月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成29年９月４日月曜日。 

  ３、出席委員、私のほか、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、下道副議長に出席をいただいております。 

  説明員としまして、森副町長から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９月会議について、本委員会を開催し、議会運営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、９月11日から９月19日まで。 

  審議日程について、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。 

  以上でございます。 
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○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19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） 平成29年９月11日、洞爺湖町議会会議の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す。洞爺湖町洞爺湖温泉144番地、大西塡夫氏。金額100

万円でございます。（ゆかたで彩るまちづくりのために）でございます。 

  二つ目に、これも寄附でございまして、金品の寄附、個人228件、総額で371万円でござい

ます。個人の寄附累計で1,232件、総額で2,162万9,551円でございます。 

  二つ目に、平成29年度洞爺湖町表彰式に係る被表彰者の選考についてでございます。 

  長年にわたり、まちづくりの各般においてご尽力され、功績のあった方々の表彰を11月３

日の文化の日にとり行いますが、本年度の被表彰者の選考について、８月22日に表彰審議会

に諮問し、同審議会において慎重な審議がなされ、答申をいただきました。 

  なお、功労表彰者につきまして、本会議に同意議案を提案しておりますので、よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

  三つ目に、建物の取得についてでございます。 

  平成25年５月に破産した有限会社ホテル洞爺サンシャインの建物について、景観や防犯上

の観点から町民生活に支障を及ぼすおそれがあることから、町が取得すべく裁判所に申し立

てを行い、裁判所が選任した清算人と手続を進めておりましたが、このたび、６月29日付で

652万8,000円の価格で売買契約を締結し、７月５日に建物の所有権が町に移転されたことに

より、８月２日付で裁判所より全ての手続が終了し、洞爺湖町の所有物になった旨の通知が

ありました。 

  なお、裁判所が選任した清算人より洞爺湖町の固定資産税滞納分として652万5,000円が７

月５日付で洞爺湖町へ納付されましたので、ご報告いたします。 

  四つ目に、民間企業による旧ポロモイ浴場等の利活用計画についてでございます。 

  一昨年より月浦地区の旧ポロモイ浴場付近の土地・建物を永同昌（本社、中国北京市）が

購入しておりましたが、このたび、浴場を活用し敷地内に約40室程度のホテルを建設する計

画の予定で、現在、関係機関と許認可申請に向けた協議を進めている旨のお話がありました。 
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  町といたしましても、これまで洞爺湖温泉観光協会や、とうや湖温泉旅館組合等の関係機

関と協議を進めてきましたところ、地域の発展、活性化につながるとのことから、受け入れ

るべきとの方向性により、ただいま地域の特性に配慮した開発の協議をし、地域開発につな

げてまいりたいと考えておりますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。 

  五つ目に、洞爺地区施設等の利活用等についてでございます。 

  昨年より洞爺地区のいこいの家及び旧ホテル洞爺サンシャインを含めた土地等の利活用に

関して、小葉投資開発株式会社（東京都）よりお話のあった件について、これまで洞爺地区

での意見懇談会等を通じ、住民皆様のご意見等を聴取しておりました。 

  その後は、住民皆様などのご意見を踏まえて、小葉投資開発株式会社と協議を進めており

ましたが、このたび、改めて会社側より洞爺地区の地域振興策及び地域発展に、洞爺湖町と

ともに努力をしてまいりたい旨のお話が、許勢永社長のほうからありましたので、今後、具

体的な取り進めについて協議をしてまいりたいと考えておりますので、議員各位のご理解と

ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

  六つ目に、室蘭地方総合開発期成会の札幌要望及び東京要望についてでございます。 

  ７月10日に室蘭地方総合開発期成会として札幌要望を実施し、北海道開発局、北海道運輸

局、北海道の関係部署及び北海道旅客鉄道株式会社等に出向き、懸案事項の要望を行ってま

いりました。 

  主な懸案事項につきましては、国道37号のクリヤトンネル及びチャストンネルの改修、国

道230号の線形改良及び歩道整備、３・４・９インター通り区間延長として、町道虻田ビワ

オク線及び板谷川大通り線の道道昇格と整備、道道洞爺虻田線を初めとした洞爺湖周辺の道

道の整備促進、ＪＲ洞爺駅ホームにおけるエレベーター設置などを要望してまいりました。 

  さらに、７月25日、26日の２日間にわたり、財務省、国土交通省並びに道内選出の国会議

員等に対して東京要望活動を実施し、町政における懸案事項や要望事項に対する財源確保の

要望をしてまいりました。 

  七つ目として、北朝鮮弾道ミサイル発射に係る対応についてでございます。 

  ８月29日火曜日の午前５時58分ころ、北朝鮮西岸より弾道ミサイル１発が北東方向に向け

発射され、６時12分に襟裳岬の東約1,180キロメートルの太平洋上に落下したものと推測さ

れています。 

  当町においては、６時２分にＪアラート（全国瞬時警報システム）及び緊急速報メールを

通じて発射情報が伝えられ、この情報を受け、企画防災課職員が６時８分に登庁し、直ちに

警戒態勢を敷いた旨を三役及び幹部職員へ連絡、同14分には、再びＪアラート等によりミサ

イル通過情報が伝えられました。 

  その後、直ちに緊急事態連絡室を設置し、当該事案に係る情報収集を行うとともに、関係

機関への情報提供を行いましたが、住民からの問い合わせもなく、町内の被害が特に認めら

れなかったことから、７時10分に緊急事態連絡室から企画防災課における情報収集体制への
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体制規模の縮小を行いました。 

  今後とも、緊急時の情報収集等については万全の体制で臨んでまいります。 

  八つ目として、平成29年度有珠山総合防災訓練の実施についてでございます。 

  2000年の有珠山噴火から17年が経過し、次期噴火が迫りつつあることから、2000年噴火対

応の教訓を次世代へ継承し、地域住民の噴火災害に対する意識の向上及び関係機関との情報

共有を図るため、今年度は、有珠山火山防災協議会（伊達市・壮瞥町・豊浦町・洞爺湖町）

の主催により、関係機関の協力のもと、有珠山噴火を想定した総合防災訓練を10月３日火曜

日に実施することとしております。 

  主な内容は、初動体制構築訓練、情報伝達訓練、避難所開設訓練、住民避難訓練や炊き出

し訓練などとなっておりますが、特に、住民避難訓練については、今年度、「洞爺湖町地域

防災計画」における有珠山噴火時の避難所の見直しを行っているところであり、本訓練を通

じて避難所の変更に係る周知を図るため、町外の避難所を含む20カ所全ての避難所を開設す

ることとしております。 

  なお、開催の周知については、戸別回覧を初め、各自治会、各種団体及び事業所等を訪問

し、訓練参加を広く呼びかけることとしております。 

  九つ目に、洞爺湖温泉地区の交通安全対策についてでございます。 

  洞爺湖温泉地区の懸案でありました道道洞爺湖登別線「中央通り・眺湖通り」が、本年３

月16日全線開通し、５月末には、眺湖通りと町道洞爺湖温泉大通り線交差点に信号機と横断

歩道の整備が完了いたしました。 

  中央通り・眺湖通りの全線開通により、洞爺湖温泉市街地の交通状況は大きく変化してお

り、中央通りにおける信号機と横断歩道の整備について、先般、洞爺湖温泉地区関係団体と

意見交換をさせていただいたところでございます。 

  今後は、ご意見を参考に要望内容を整備し、北海道公安委員会等関係機関に対し、早期に

要望を行ってまいります。 

  また、要望に当たりましては、議会を初め、関係団体の皆様のお力もおかりし、オール洞

爺湖町として強く要望活動を実施してまいりたいと考えておりますので、議員各位のご理解

とご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

  10番目として、洞爺湖温泉利用協働組合の新源泉の開発についてでございます。 

  洞爺湖温泉の泉源温度は、長期的に緩やかな低下傾向を続け、2000年の有珠山噴火以降は、

この傾向が顕著となっておりました。 

  洞爺湖温泉利用協働組合では、温泉供給システムや温泉廃熱利用ヒートポンプシステムを

導入するなど、温泉の安定供給と資源の適正管理計画や保護に積極的に取り組むとともに、

平成25年度には、高温地熱水の開発に成功し、安定した温泉供給が確保されております。 

  しかし、新規ホテルの開発計画等により需要がふえると、湯温不足等が懸念されるため、

新規資源の確保が喫緊の課題とされております。 

  同組合では、温泉資源の現状や課題を踏まえ、金毘羅山地区付近の町有地において電気探



- 7 - 

査調査を行ってきたところですが、地下200メートル付近に温泉流体の兆候が確認されたと

ころです。 

  洞爺湖町としては、基幹産業である観光業において、温泉の安定供給に対する不安を軽減

し、当地域の旅館施設が開業することは、さらなる地域の発展につながるところであり、同

組合が計画している金毘羅山地区での温泉開発を支援してまいりたいと考えておりますので、

議員各位におかれましても、洞爺湖温泉のさらなる発展のため、ご理解とご協力を賜ります

ようよろしくお願いを申し上げます。 

  11番として、耐震改修事業補助制度の制定に向けた進捗状況についてでございます。 

  建築物の耐震化に緊急かつ優先的に取り組むため、平成25年５月29日に耐震改修促進法が

改正され、同年11月25日に施行されました。 

  町では、耐震診断事業補助金交付金要綱や補強設計事業補助金交付金要領を制定し、町内

の対象施設の耐震化を進めてまいりました。 

  これから想定される耐震改修工事を円滑に進めるために、国と道の補助制度を最大限活用

可能な「耐震対策緊急促進事業（避難所に位置づけ）」制度の活用に向けて、建築物の有権

者及び国や北海道と協議を進めております。 

  なお、この制度につきましては、大規模建築物のうち、町の地域防災計画において「避難

所」として位置づけられる防災拠点建築物を対象とするものであります。 

  今後の予定といたしましては、平成29年度中に耐震改修事業補助金交付要綱を制定し、早

ければ平成30年度から予算計上することが想定されておりますので、議員各位のご理解とご

協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

  12番目として、町道海岸通り線工事完了についてでございます。 

  町道海岸通り線につきましては、交通の円滑化及び交通安全の確保を図るとともに、消防

等の防災対策、前浜の環境保全・整備を促進することを目的として、平成７年から街路事業

として北海道の認可を受け、整備をしてまいりました。 

  このたび、８月31日に２工区（延長200メートル・復員12.75メートル）の整備が完了し、

平成21年度に事業完了している１工区と合わせて、延長790メートルの街路事業が完成いた

しました。 

  この街路事業を円滑に行うために家屋の移転や用地の提供をいただいた皆様には、心より

お礼を申し上げますとともに、工事に際して地域住民の皆様にご理解、ご協力を賜り感謝申

し上げます。 

  また、あわせて、虻田漁港大磯分区より北海道で施工しております臨港道路については、

本年12月末までに完成する予定であり、これが完成すると町道海岸通り線と接続することに

なることから、今後も北海道に対し早期の完成を要望してまいります。 

  13番目に、公共下水道汚水管の破損事故についてでございます。 

  ８月23日午後７時40分ころ、入江地区の町道麻布通り線に埋設されている公共下水道汚水

４号幹線の破損事故が発生いたしました。 
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  至急、管の破損によりマンホールないに堆積していた土砂等を撤去し、下水道管渠内の調

査をした結果、硫化水素の影響により下水道管渠の一部が腐食し、崩落している状況を確認

いたしました。 

  現在は、仮復旧作業としてバイパス管の設置を行い、下水道の流下能力は確保されており、

住民生活には支障がない状況でございますが、今後につきましては、さらなる調査及び実施

設計を行い、北海道下水道部局と協議を行いながら、本復旧へ向けた整備を進めてまいりま

す。 

  なお、本会議に復旧工事に係る補正予算を提案しておりますので、よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

  14番目として、ユネスコ世界ジオパーク再認定審査についてでございます。 

  洞爺湖有珠山ジオパークの４年に一度のユネスコ世界ジオパーク再認定に係る現地調査が

７月24日から27日の日程で実施されました。 

  審査は、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）から派遣されたザン・ジャンビン氏（中

国）とカースティン・レモン氏（北アイルランド）が、１市３町のジオサイト及び拠点施設

を訪れ、ガイド活動や国内外に向けたジオパーク推進のための各種取り組みを確認するフ

ィールド審査及び評価シートに基づくヒアリング審査により行われました。 

  審査員による講評では、火山マイスターが噴火からの減災に向けた大きな役割を果たして

いることや火山の恵みを生かしたジオパーク普及活動など、数十年ごとに噴火する活火山と

の共生という点で、すばらしい取り組みをしていると高く評価されました。 

  なお、審査の結果は、審査員の報告を踏まえて、今月下旬のユネスコジオパーク評議会会

議で審査され、年明けの１月ころまでに通知される予定となっております。 

  15番目といたしまして、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きまして、次のとおりご報告を

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） これで、町長の行政報告を終わります。 

  続いて、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。 

  虻田郡洞爺湖町洞爺町151番地、塩田満氏。 

  とうきび240本でございます。 
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  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。 

  虻田郡洞爺湖町高砂町32番地12、矢野たたみ店、矢野辰典氏でございます。 

  学校環境整備の箇所及び内容でございます。虻田小学校及び虻田中学校の和室、教室等の

畳の更新（合計35.5畳）を行っていただきました。 

  ３、世界文化遺産候補の審査結果について 

  洞爺湖町の入江・高砂貝塚を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」は世界文化遺産登録を

目指していますが、平成29年７月31日に文化庁の文化審議会特別委員会が開催され、今年度

の国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦する文化遺産候補には「百舌鳥・古市古墳群

（大阪府）」が選定されました。 

  今年度、審査対象となったのは、「北海道・北東北の縄文遺跡群」、「金を中心とする佐

渡鉱山の遺跡群」、「百舌鳥・古市古墳群」の３件で、「北海道・北東北の縄文遺跡群」に

ついては推薦見送りとなったところでございます。 

  今回の決定は、大変残念な結果ではありますが、来年度の推薦を目指して活動を継続し、

登録に向けて取り組んでまいります。 

  ４、各種事務事業の取り組み状況について。 

  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は、次のとおりでございま

す。説明は省略させていただきます。お目通し願います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、行政報告を終わります。 

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

◎報告第２号 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第２号総務常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  総務常任委員会から報告の申し出があります。本件は、申し出のとおり報告を受けること

にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、総務常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  総務常任委員長の発言を許します。 

  五十嵐委員長。 

○総務常任委員長（五十嵐篤雄君） おはようございます。 

  読み上げて報告とさせていただきます。 

  報告第２号所管事務調査報告書。 

  平成29年９月11日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。総務常任委員会委員長、五十嵐篤

雄。 
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  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、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項。 

(１) 高砂貝塚等保存整備事業の進捗状況について。 

(２) 入江貝塚の現況について。 

(３) 縄文遺跡群世界文化遺産登録への取り組み状況について。 

  ２、調査日、平成29年７月21日金曜日。 

３、出席委員、私・辰野副委員長・越前谷委員・千葉委員・七戸委員・下道委員。 

４、説明員等、永井社会教育課長・角田社会教育課主幹。 

５、調査結果。 

  （１）高砂貝塚等保存整備事業の進捗状況について。 

  平成27年度より保存整備工事が始まり、３年目の本年度は高砂川水路改修工事と園路整備

工事が計画されている。 

  現地において工事の進捗状況の説明を受け、エントランスから園路を通り、高砂川の手前

で遺構復元ゾーン（縄文ゾーン・近世ゾーン）と自然環境再現ゾーンの復元について、整備

の状況や計画の概要について質疑を行った。 

  平成30年度には、縄文後期・晩期・近世貝塚及び墓、縦穴住居跡遺構表示、案内板の設置、

園路の整備が予定されている。その他、森、ビオトープ（池）なども園路を散策しながら見

学できる配置となっている。しかし、高砂川が貝塚内を分断する位置に流れいることが残念

なところであるが、防災の観点から水路の変更の許可が出ないことから現状どおりとなって

いる。 

  史跡としての価値を一層高めるためにも、できるだけ当時の状態を復元し縄文時代を学べ

る場としていただきたい。同時に、車椅子の利用可能な園路に考慮されたい。 

  （２）入江貝塚の現況について。 

  平成29年度に竪穴住居改修の実施計画、平成30年度に縦穴住居の改修、トイレの補修、貝

塚露出展示施設の外壁の張りかえが予定されている。高砂貝塚の整備とともに貝塚館の増改

修工事が計画されていることから、それぞれの施設が総合的に調査し、相乗効果をもたらす

ことが期待される。 

（３）縄文遺跡群世界文化遺産登録への取り組み状況について。 

  北海道、青森、岩手、秋田の４道県と関係市町で連携して、登録に向けて鋭意努力されて

いる。本年４月26日には東京で推進のための総決起大会が開催され、教育長が出席している。

平成21年にスタートして以来、各種準備がなされて現在に至っている。本年７月末に国の文

化審査会でユネスコへの推薦候補が選定されることとなっている。 

  このことは、高砂、入江の両貝塚及び貝塚館の整備が大きく意味を持つことになること唐

も、選定されることを期待している。 



- 11 - 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑は受けたいと思いますが、ご

ざいますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  ご苦労さまでした。 

  以上で、総務常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

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

◎報告第３号 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、報告第３号経済常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  経済常任委員会から報告の申し出があります。本件は、申し出のとおり報告を受けること

にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、経済常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  経済常任委員長の発言を許します。 

  板垣委員長。 

○経済常任委員長（板垣正人君） おはようございます。 

  私も読み上げて報告にかえさせていただきます。 

  報告第３号所管事務調査報告書。 

  平成29年９月11日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。経済常任委員会委員長、板垣正人

雄。 

  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、その結果を報告し

ます。 

  記。 

１、 調査事項、国営土地改良事業（大原二期地区）の現地調査について。 

２、 調査日、平成29年８月７日月曜日。 

３、 出席委員、私・岡崎副委員長・髙臣委員・小松委員・篠原委員・大西委員。 

４、 説明員等、伊藤洞爺総合支所長・見付庶務課長・片岸農業振興課長・村上農業振興課

主査。室蘭開発建設部農業開発課、菊池専門官・若林技師。 

５、 調査結果。 

  （１）事業概要について。 

  国営かんがい排水事業「大原地区」の基幹施設整備については、昭和62年から平成８年度

まで事業が実施されたが、造成後25年が経過して老朽化が進み、また、電気やポンプ設備等

の耐用年数が超過し、施設の維持管理の多大な費用と労力を費やしてきている。さらに、当
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時、事業の不参加であった農業者も担い手の流動化が進み、新しく畑地かんがい用水が求め

られてきた。 

  このため、施設の機能保全対策や長寿命化及び維持管理に係る負担軽減を図るとともに、

新規の畑地かんがい用水を確保し、農業経営の安定と地域農業の振興に資することを目的と

して整備を行うものである。 

  （２）全体スケジュールについて。 

  本事業の全体スケジュールは、①として、平成26年度から平成28年度が地域整備方向検討

調査。②平成29年度から平成31年度が地区調査。③として、平成32年度から本事業の実施。

おおむね10年間を要する。 

  （３）事業の内容について。 

  受益者戸数、約110戸、受益面積2,040ヘクタール。 

  頭首工、補修２カ所、調整池、揚水機、補修２カ所、用水路、約５キロ。 

  ③として、事業費、約30億円。 

  ④道営事業として、支線用水路やほ場配管、給水栓など末端施設は道営事業として実施。 

  事業負担については、下の表のとおりでございます。 

  また、道営事業分について、北海道と町が連携し、農家負担軽減対策事業が適用された場

合には、農家負担の軽減がされ、軽減分を北海道と町が負担することとなる。 

  （４）として、課題について。 

  本事業については、地域整備方向検討調査を終え、本年度が地区調査として各地区で説明

会を開催し、８月末で各受益者の希望等の集約が行われることとなっている。受益者の希望

を最大限に取り込み、事業を進める必要があると思われる。 

  また、今後、事業を進めるに当たり、道営事業に係る農家負担の軽減についても今後検討

が必要と思われる。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思いますが、

ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 以上で、終わります。 

  ご苦労さまでした。 

  以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

  ここで、10時50分まで休憩をいたします。休憩後に一般質問を行います。 

（午前１０時４１分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

（午前１０時５０分） 

─────────────────────────────────────── 
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◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、一般質問を行います。 

  本日は、６番、立野議員から９番、板垣議員までの４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） おはようございます。 

  それでは、一般質問を行わせていただきます。 

  ３件通告させていただきましたが、まず、１件目は、町主催の戦没者追悼式は、子供たち

とともに平和の誓いを新たにする機会としてはどうかことで質問をさせていただきたいと思

います。 

  初めに、終戦から72年を迎えた先月８月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館

で開かれました。ここには5,000人の戦没者遺族らが、さきの大戦で犠牲になった約310万人

を悼み、平和への誓いを新たにしたというふうに報じられております。 

  そもそもこれら戦争は、1931年の当時、満州と呼ばれた中国東北地方への侵略に始まり、

37年からの日中全面戦争、41年からの東南アジアや太平洋地域への戦争の拡大と15年にわた

りました。2,000万人を超すアジア・太平洋地域の人々を犠牲にしたことは、侵略戦争の悲

惨さを浮き彫りするものです。 

  朝鮮や中国など日本が植民地として支配した人たちも徴兵や強制労働、あるいは日本軍慰

安婦として駆り出され犠牲になりました。310万人以上の日本国民の犠牲は、軍人・軍属ば

かりでなく、大都市をねらった無差別爆撃や非人道的な原爆投下によって生命や財産を奪わ

れた多くの一般市民も含まれます。とりわけ、戦争末期の1944年から45年に、当時、天皇周

辺では終結の声が上がったにもかかわらず、もう一度戦果を上げてからと、こういう発言が

あったなどが報じられ、東京など各地の大空襲や沖縄での地上戦、広島と長崎への原爆投下

など、失われなくてもよい多くの人命が失われたことは見過ごすことのできない事実です。 

  戦争を推進した当時の指導者の責任は重大でありますが、ところが安倍真三首相は、この

式辞で、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないと述べたものの、歴代首相が盛り込んで

きたアジアへの課題と反省には５年連続で触れませんでした。そのことに対して、遺族代表

の渡辺一さんという方は、追悼の辞で、「私たち遺族は、さきの大戦から学んだ戦争の悲惨

さと平和のとうとさを次の世代にしっかりと伝え、二度と戦争をしなさい日本と、国際社会

の建設に向かって邁進していく」と誓ったのであります。 

  さて、８月２日、これに先だって洞爺湖町主催の戦没者追悼式が開かれました。遺族や町

長らが参列しました。会場の虻田ふれ合いセンターには10名ほどの遺族も集い、不戦の誓い

を引き継ぐ決意を新たにしたところでありますが、追悼される戦没者は、日中戦争と第二次

世界大戦で犠牲となった町民で、虻田地区では193名、洞爺地区では92名となっています。

戦死されたところがわかっているだけでも、本土では62名、沖縄やアジア南西諸島などでは

223名の合計283名に及びます。 
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  この追悼式、残念なことは、この式典に若い世代の参列者の姿が見受けられなかったこと

であります。戦争は過去のものではありません。戦争の惨禍を繰り返させないためにも、若

い世代に戦争の記憶を引き継ぐものとなるよう、非核平和の町宣言をした町として、行政行

為のあらゆる場面で、この平和を希求する認識と政治姿勢が必要ではないでしょうか。こう

いう立場で、平和を守る町長の政治姿勢と実際の活動として行われている、この戦没者追悼

式の持ち方、また、職員の平和憲章の活用などについて質問をさせていただきます。 

  最初に、最近の平和をめぐる国内・国際情勢について、真屋町長の認識がどういうものな

のか承りたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 議員、さきに、冒頭述べていただいたとおり、全国各地、あるいは戦

没者追悼式が行われているわけでございますが、歴代の総理大臣の発言内容と現総理大臣の

発言内容がここ数年、ちょっと違ってきているなという感じはしております。今の現総理大

臣には、国民総意の願い、あるいは現在思っている声がなかなか届いていないのではないだ

ろうかという気がしてなりません。そのことは非常に残念だなというふうに思っているとこ

ろでございますが、私どもの町は、非核平和の町宣言もさせていただいております。平和こ

そとうといものはないのだということを、やはり町民の皆様とともに歩んでいかなければな

らないなというふうに思っているところでございます。 

  また、行政だけでなくて、民間レベルでも戦争の悲惨さを考える、また、いろいろな展示

を、あるいは町民の皆様にお越しをいただいて、戦時を思い浮かべながら、また、戦禍に倒

れた方々を敬いながら、語り部あるいは当時の体験談等々を若い世代にもお話をしていただ

いている。こういうことはやはり継続していかなければならないなというふうに考えている

ところでございます。 

  また、町長に就任して早々だったと思いますが、虻田高校の生徒さんが広島のほうへ修学

旅行で行かれる、そのときには、広島に在住の方々にもお願いをして、私どもの高校生が広

島のほうを訪問するので、ぜひ平和記念堂を見せてもらいたいということもお願いして、向

こうの方々に大変お世話になっていたわけでございますが、帰ってきた方々のお話を聞かせ

ていただきますと、本当に戦争というのは悲惨なものだということをまざまざと体験してき

たというお話も聞かせていただいて、この思いというのは、我々ここに住んでいる者として

しっかり享受していかなければならないな、それをまた、町民の皆様とともにしっかり思い

を次世代へもやはりつないでいかなければならないなという思いでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 最近の政府の対応というのは、今、町長が述べられた点で理解したい

と思います。 

  それでは、国際的な状況から言いますと、例えば人類史上初めての核兵器を違法化する核

兵器禁止条約というのが７月７日、国連会議によって採択されました。国連加盟国の３分の

２の122カ国の賛成で採択されましたが、このことについては、先だって開かれました長崎
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原爆の大会でも、長崎での式典で参加した市長や知事、あるいは国連の代表なども、全ての

人がこの核兵器禁止条約を喜び、歓迎するという状況であります。 

  一方で、これに対して日本政府はどういう態度をとっているかというと、唯一の戦争被爆

国でもあるにもかかわらず会議にも参加しない。安倍首相は、署名、批准を行う考えはない

と、これ朝日新聞の８月10日付に載っていますが、そう述べております。ですから、被爆者

や自治体関係者からも、到底理解できないという失望の怒りもありますし、それから、「あ

なたはどこの国の総理なのですか」ということで、直接被爆者が首相に抗議をすると、こう

いう場面もあったわけでありますが、このことについて町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 今のご質問でございますけれども、本年７月に国連で採択され

た核兵器のない世界を目指しと、核の日を、開発、保有などを禁止する核兵器禁止条約に、

世界で唯一の被爆国である日本は不参加という方針でございます。 

  不参加の理由としては、核兵器保有国と非核兵器保有国の一層の対立を深めるおそれがあ

るという国の発表ではございますが、核兵器の恐ろしさ、悲惨さを経験している日本が条約

に不参加ということにつきましては、外交問題などさまざまな事情はあろうかと思いますが、

町としても少し疑問の残る対応ではないかというふうに思っております。 

  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） 本当は町長に答えていただきたいなと、この中身は。部長が答えて、

町長が、そのとおりだと後押ししてくれるならまだしも、町長はどうお考えなのかというこ

とが全然わからないので。しかし、行政としては、これについては疑問視をしているという

ことなのです。疑問視どころか、政府が言っている、核兵器を持つ国と持たない国の橋渡し

役を努めると言いながら、核兵器禁止条約の交渉会議にさえ参加しない姿勢、これは、被爆

地や被爆者自身も到底理解できないということを言っているわけです。だからこそ、長崎の

被爆者の代表は、そんな安倍首相に「あなたはどこの国の総理ですか」と、怒りを持って詰

め寄ったと。これもテレビで報道されておりますからご存じだと思います。 

  そういう意味で言いますと、日本政府が従来の立場を抜本的に再検討して、核兵器禁止条

約に参加することを真剣に検討すること。このことを地方の行政や自治体から国に向かって

申し入れること、要望することも大事だと思うのです。実は、地方議会などでは、３月、６

月議会でも既に、国連がこういう決議を上げることが見通されている中で、日本政府の参加

と条例実現への努力を求める意見書などが相次いで採択されております。秋田などでは、25

市町村中16市町村、64％で採択されているということでありますし、先だって、当町に訪れ

た国民平和大行進の行進者からの訴えによって、真屋町長は、被爆者国際署名にも署名をさ

れております。そういう立場から言いますと、この洞爺湖町の町長としても、非核自体の協

議会に参加している立場もありますし、積極的に核廃絶に向かって、日本政府が核兵器禁止

条約に参加すべきだということを機会あるごとに、あるいは直接要望等を上げるということ
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も大事なのではないかと思うのですが、その点はいかがお考えでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町は、先ほども申しましたが、平成20年３月に、洞爺湖町非

核平和の町宣言をさせていただいております。その中では、非核三原則を守り、恒久平和の

実現を願って、非核平和の町宣言をしているところでございまして、それは、町の理事者を

初め町民の皆様の多くの願いではないかなというふうに思っております。特に、私たちは

「核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませず」、これは本当に大原則だなというふうに思っ

ております。 

  先ほどもちょっと述べさせていただきましたが、歴代総理の発言と現総理の発言が若干食

い違って、食い違うというのか、違ってきているということを鑑みると、非常に残念でなり

ません。私どもの町は、本当に事あるごとに、こういうことを訴えていく。そして、関係す

る方々にも、平和のまちづくり、または平和な日本をつくりましょうということは、事ある

ごとに訴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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、次、追悼式のことについて伺いたいと思いますが、これま

でも戦没者追悼式、繰り返し、毎年開催されてきておりましたが、この追悼式の始まりや由

来等について簡単に説明いただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 戦没者追悼式は、苛烈を極めた戦争という戦いの中で、祖国

を思い、家族を案じつつ戦場に倒れ、戦禍の犠牲となられた方々のみたまに追悼の誠をささ

げ、恒久平和の誓いを後世に伝えるため、また、戦後の厳しく不安な世相の中、貧困に耐え

ながら生き抜いてこられたご遺族の悲しみとご苦労に対し、敬意の誠をささげるためのもの

であると認識しておりますが、由来につきましては、初めに、全国戦没者追悼式についてで

ございますが、昭和27年４月８日に閣議決定された全国戦没者追悼式の実施に関する件によ

れば、同年４月28日の平和条約の発効による独立に際し、国を挙げて戦没者を追悼するため

に実施されることとされており、昭和57年４月13日に閣議決定された、戦没者を追悼し、平

和を祈念する日についてによれば、さきの大戦において亡くなられ方々を追悼し、平和を祈

念するため、戦没者を追悼し、平和を祈念する日を設けて、その日を８月15日とし、その日

に政府は、昭和38年以降毎年、全国戦没者追悼式を実施するものとしたものでございます。 

  その後、国は各都道府県に対し、戦没者追悼式をとり行うことを通達いたしましたが、旧

虻田町でいえば、既に昭和15年より、毎年５月10日の、町の開基祭の際に招魂祭を実施して

おり、終戦後は一時中止してございましたが、昭和30年から戦没者追悼式に改め、町主催で

とり行っているところでございます。 

  これまでの経緯でございますけれども、平成18年に旧虻田町と旧洞爺村が合併し、洞爺湖

町が新たに誕生いたしましたが、戦没者追悼式は合併前からそれぞれの町と村におきまして

実施しており、その開催は合併した後の今もそれぞれの地区において、ご遺族の皆様やご来
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賓の皆様をお招きして開催し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） 全国の追悼式の話はよかったのですけれども、町が主催をして虻田地

区で開催される追悼式が８月２日ということで、なぜ８月２日になったのかというあたりは

説明いただけなかったのですが、いずれにしても、町が主催をして、戦没者追悼式というこ

とで虻田地区では開催しているということなわけです。 

  それでは、追悼式に参列される方々は、どのような方々を対象に案内をされているのか。

そしてまた、追悼式そのものを、どういう内容のものにしようとされてきたのか、先ほど全

国追悼式の中でも、それは、平和を祈念することも含めてお話がありましたが、当然町とし

ても同様の内容ではあるのだろうと思うのですが、そういった事柄についてちょっとお答え

をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） まず、参列者の皆様へのご案内でございますけれども、戦没

者遺族の皆様を初め、町議会議員の皆様や各自治会長の皆様及び各団体・組織の代表の皆様

などのご来賓の皆さんには、手紙によりご案内を差し上げ、さらに一般の町民の皆様へは、

町広報紙により広くお知らせをしているところでございます。 

  参列者の状況でございます。過去３年間の状況を言いますと、洞爺地区は、平成27年度が

37名、平成28年度が33名、平成29年度が31名であり、虻田地区におきましては、平成27年度

が44名、平成28年度が23名、平成29年度が37名でございました。 

  虻田地区で申しますが、ご遺族の皆様も年々ご高齢となり、それに伴い、身体的理由等に

より参列したくてもなかなか会場までお越しいただけないというご遺族の方々がふえ、結果

的に参列者が少なくなっているというような現状から、平成29年度におきましては、社会福

祉協議会と役場とにおきまして、追悼式にご自身ではお越しいただけないご遺族の方々に対

し、自宅から会場までの送迎サービスを実施したところ、14名のご参列をいただいたところ

でございます。 

  追悼式の内容等につきましては、議員もご承知のとおり、来賓による祝辞、それから献花

による追悼の誠をささげている状況でございます。 

  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） 私もできるだけ毎年参加させていただけるようにしておりまして、そ

の点で見ますと、当然遺族の方々が非常に年齢もいかれて、足腰も弱くて、本当に献花その

ものも大変だなというような状況が見てとれるわけです。ですから、そんなこともあって、

場所をふれ合いセンターに変えたということもあるのでしょうけれども、ただ、このままで

いきますと、追悼式そのものの開催も危ぶまれるのではないかという気がしてなりません。

先ほど遺族や議会や自治会や、あるいは各種団体、一般町民にも呼びかけていますというこ

となのですけれども、実際に参加されている方々というのは、それほど多くはないなという
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気はします。どれだけ周知されているのだろうかと。そしてまた中身自身も、この追悼式を

しっかりと、平和を祈念する、将来に向かって平和の町、そして、国を築いていく、そのこ

とを、誓いを新たにするというようなものがもっと全面に押し出されながら、参加してその

気持ちが高まっていく、確信する。そういうようなものになっていかなくてはいけないので

はないかと思うのですが、そういうことについて、中身の検討をこれまでしたことがあるの

でしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 戦没者追悼式では、さきの大戦で国の盾となり、戦禍に倒れ

惨禍されました戦没者のみたまに対し追悼の誠をささげるものでございます。あわせて、戦

争の悲惨さ、愚かさ、平和のとうとさ、大切さを、この戦没者追悼式を通じて再認識する場

であるとも考えているところでございます。 

  議員がご指摘の将来に向けた平和の誓いをより明確にするための具体的な検討がされてき

たのかというご質問でございますが、他の町では戦没者追悼式挙行の後に、平和記念式典と

して、追悼式とは別に開催しているところもあり、平和のとうとさや大切さを後世に伝える

活動している。例えば、ご遺族様による戦争体験の発表や平和アニメの上映、さらには、平

和へのメッセージとして、小学生による作文コンクールの実施や発表など、さまざまな取り

組みをされているところがあるようでございますが、当町におきましては、過去に戦没者追

悼式の中で詩吟や短歌などにより、みたまを鎮める取り組みを行ったことはございますが、

それ以外での検討はされてこなかっ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） 追悼式ですから、当然戦没者に対する哀悼の意を表すると、こういう

ことは当然なわけでありますが、それを同じ追悼式とあわせて、今のような平和の集いとい

うような形で開催すると。これは、ほかの町を見ても、ちょうど８月の時期はどこの町でも

大体こういう形で慰霊祭なり、あるいは平和の集いなどが開催されているようです。 

  たまたま私、苫小牧の取り組みを伺ったときには、先ほどありましたけれども、遺族の

方々が会場に来やすいように足の確保、バスを出したり、それから子供たち、若い世代がそ

れに参加できるように、例えば追悼式、あるいは、いわゆる平和の集いにあわせて、ちょう

ど夏休み期間中なのですけれども、その以前に、いわゆる平和に対する作文、あるいはこれ

からの社会の中で平和を築いていく、その誓いの言葉などを子供たちに作文として書いてい

ただいて、その何名かを代表として、その場で発表していただくと。こういうようなことな

どもやっているし、それから、生でピアノ演奏をやって、よくわからないけれども、流れて

いるのですけれども、そういうことだけではなくて、本当に参加者自身が、もう既に戦争に

よって亡くしたその遺族の方々から、なくなった方々の思い入れや、あるいは戦争中どうい

う生活であったか。だからこそ平和な地域、平和な社会を築いていくことが大事なのだとい

うことを若い方々に語り継いでいく、そういう機会を設けるということも大事だと思うので

す。 
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  何かそういう意味で、特に当町は、先ほど町長が言われたように、非核平和宣言をしてい

る町であります。ですから、その宣言に即して、二度と過ちを繰り返さない、そして繰り返

させない、平和の誓いを新たにするような、そういう内容としてこれを開催するというふう

にすべきではないのかなと思います。そういう立場で、この慰霊祭を考えていく必要がある

のではないかと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 戦没者追悼式が平和恒久な場となるのではないのか、重要な

機会となるものではないのかということでございます。先ほどから議員もお話をいただいて

おります非核平和のまちづくり実行委員会では毎年、平和展や戦争を語り継ぐ集いを実施し

ており、恒久平和を後世に伝える活動を展開してございます。今年度も戦争を語り継ぐ集い

にはおよそ50以上の参加があったというところでございます。 

  洞爺湖町非核平和の町宣言を具現化する上で、戦没者追悼式は重要な機会でもあるという

ふうに私も思っております。非核平和の町宣言では、核兵器を持たず、つくらず、持ち込ま

せず、この非核三原則を守り、恒久平和の実現を願うということとされております。 

  先ほども申しましたとおり、戦没者追悼式においても、平和のとうとさと平和を後世に引

き継ぐということでは同じであるというふうに考えており、重要な機会でもあるというふう

に思っておりますが、あくまでも戦没者追悼式は、戦禍の犠牲となられた方々のみたまに追

悼の誠をささげ、ご遺族の悲しみとご苦労に対し、敬意の誠をささげるためのものであると

認識し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） ちょっと私、理解できないのです。というのは、確かに戦没者追悼式

は、戦争によって亡くなられた、特に戦地で亡くなれた方々を追悼するということのために

やっているので、それ以外の目的を持ってやる考えはないというような、そういう意味あい

に受け取ったのですけれども、非核平和の町宣言をしている、そして、それを平和行政とし

て実施していくわけです。そうすると、今行っている、宣言に沿った形で今取り組んでいる

のは何かといったら、非核平和のまちづくり実行委員会が行っている事業なのです。これは、

事務局は町が事務局になっておりますが、多くは町民が参画して取り組んでいる事業だと。

では、行政自身が行う事業の中で何をやっているのですかということなのです。その中で、

一番かかわりのあるのは戦没者の追悼式ではないですか。この追悼式の中でも非核平和の町

宣言を具現化する、具体化するような取り組みにしていく必要があるのではないかというこ

となのです。行政自身の努力として何をするのかということなのです。 

  実は余り言いたくなかったのですけれども、８月といったら、それこそ原爆投下の日でも

あるし、敗戦の月でもある。そして、うちの町では、非核平和の町宣言をした町として、８

月には、それを宣言したことを周知するといいますか、知らせる懸垂幕、毎年出ていたと思

うのです。ことし、懸垂幕、役場の前のほうに出ましたか、非核平和の町宣言の町という懸

垂幕を出しましたでしょうか、ちょっと聞きたいのですけれども。 
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○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ことしにつきましては、掲示しておりません。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そういうことなのです。つまり、常に平和を希求する。特にこの町は、

こういう宣言をした町だ。そして、８月といえば全国的にも、過去の侵略戦争を反省し、ま

た、そこで亡くなった多くの戦死者、あるいは国民、この人たちを慰霊する、そういう場で

もあるわけです。そういう場であるにもかかわらず、意識がそこに行っていないのです、こ

の町の意識が。だから私は何回も言いたいのですけれども、懸垂幕を、せっかく金かけて、

環境宣言と一緒に２列にして出していたわけですから、それを掲示しながら、本当にこの町

は平和を希求していく町なのだということを町民にも広く知っていただく。そして、行政と

してもそのことをしっかりと肝に据えて取り組んでいくということが大事だと思うのですけ

れども、ただ、そういう姿勢はちょっと弱かったのかなと。ジオパークの懸垂幕は出ていま

した。再審査もあって、そちらのほうに意識が行っているのでしょう、きっと。だから非核

平和の町宣言のほうはちょっと遠慮させてもらったのだと思うのです。でも、そういうこと

ではだめだなと。 

  なぜ15年もの間、戦争が続いたのか、皆さんご存知だと思うのですけれども、無謀な戦争

をなぜとめることができなかった。それは、当時、天皇絶対の専制政治が国民の自由な発言

を認めなかった。治安維持法とか特効警察など、世界にもまれな弾圧体制を敷いて、戦争反

対を封じ込めたのです。そのもとで、私どものような日本共産党以外の政党は解散して、戦

争遂行のための大政翼賛会に参加していったのです。新聞、放送なども戦争賛美、翼賛しま

した。 

  今、自民党政権で閣僚を務めたある政治家は、軍部の暴走とともに、世論本意の政治を行

わざるしことということで行っていますが、要は、民主主義と平和主義、専制主義と軍国主

義の対局が今、現に起こりつつあるわけです。そういうときに、平和宣言をしているこの町

が平和を希求する。もたもたしていると、本当に日本の国内がどうなっていくか、町長だっ

て、ちょっと国民の声を聞いていないのではないかというふうに、今の政治に対する苦言を

述べておられたように、私自身が平和に対する自覚、そして、繰り返してはならないという

責任、これを引き継いでいかなくてはいけないのだと思うのです。そういう意識を持って、

この慰霊祭を進めていかなければ、単に戦地で亡くなった方を慰霊するというだけではなく

て、それは結果として、将来にわたって平和な町をつくっていくのだということの誓いなの

です。そのことを具現化する必要があるのではないでしょうか。そのことを改めてお答え願

いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 戦争の話で、議員のお話も当初からありましたけれども、第二次世

界大戦までに日本の人が310万人犠牲になられたと。中国では1,000万人という数字もありま

すけれども、そういった中で、戦死された方を追悼し、平和を希求する。追悼式自体は、や
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はりそういった厳かな場であるというふうな認識はしております。 

  今そのほかに、そういった式典の後に、全国でもいろいろな平和の取り組みの会合ですと

かイベントが取り組まれているというお話でございますので、追悼式は追悼式として、そう

いった部分で、今お話ありました実行委員のほうでいろいろ、お盆過ぎぐらいに取り組みを

しているところでございますけれども、町としても何かできるかということについては、い

ろいろな事例も参考にしながら検討させていただきたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ちょっと答弁に若干不満もあるのですが、余りやっていると時間がな

くなってしまうので、まずそういうことを、追悼式、これは式典としては、その中でやるべ

きだと言っているわけではなくて、式典は式典として行いながら、その後、引き続いてこう

いった平和の集いなり、あるいは子供たちの、追悼式も本当は子供たち参加していただきた

いのですけれども、そういう子供たちの代にも平和を引き継いでいくということをしっかり

やっていただきたいと思うのです。 

  それで、職員自身も実は戦争を体験していない方が大変多くなっています。戦後生まれの

世代が大半を占めるようになってきているだけに、職員自身もこの平和の問題についてしっ

かりと考えていける、そういうものにしていかなくてはいけないと思うのですが、当町が加

盟をしております日本非核宣言自治体協議会、ここが主催をするＵ40、アンダー40と言った

らいいのか、40歳以下の世代の、特に行政職員を中心として、このＵ40世代の交流が長崎で

毎年行っているわけですが、これに当町としても積極に応募して、職員を毎年でも参加させ

るようにしてはどうかと、職員研修とあわせてはどうかと。人数的には大変少なくて、こと

しも10月26日から10月28日の３日間、長崎で行われるのですが、参加人数は、募集人員は10

名程度なのです。参加するのは、応募すればすぐできるわけではなくて、参加希望者はレ

ポートを提出するのです、まず。そして、その所属している自治体では、どういう平和に対

する取り組みが行われているのかと、そして本人が平和に対してどういう認識を持っている

のかというようなことを、レポートを提出していただいて、そのレポートの内容で選考する

ということですので、そう簡単ではないのですが、しかし、10名程度。そのかわり宿泊費、

それから食事代、交通費全てこれは協議会が負担をすると。その他の飲み食いものは当然自

己負担ということで行われているようであります。ぜひこういったものにも、当町としても

職員を派遣し、１人でも２人でも多くの方々が長崎での被爆体験の話を聞いたり、あるいは

グループワークでいろいろ議論し合うそうですが、あるいは被爆地を回って歩くということ

もされているようですが、こういったことに参加をさせてはどうかと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 今、議員おっしゃいましたＵ40ということでございまして、協

議会で昨年度より実施している事業でございます。私どもも非核平和の町を宣言している町

でございます。これらに参加し、被爆の実相に触れることで、平和への取り組みに結びつけ
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ばというふうに考えております。昨年度は北海道から１名、北見市から職員が派遣されてご

ざいます。次年度に向けまして、洞爺湖町としましても職員研修の一環として可能かどうか

でありますけれども、検討してまいりたい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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ２番目の質問に移ります。 

  二つ目は、認知症の方でも取得できる精神障害者福祉手帳の周知徹底で、介護における支

援強化をということで質問をさせていただきます。 

  初めに、家族の高齢化とともに医療と介護で発生する出費は多大なものになってきていま

す。例えば家族が認知症になったら介護保険を受けられますけれども、その介護保険に関し

ても、この間、たびたび法律が改正されまして、利用に制限がかかるようになりました。高

齢者と家族の生活が日々逼迫するという状況です。しかし、場合によっては、介護保険以外

でも福祉制度を活用することもできます。今回、そういうことから、特に認知症の方でも取

得できる精神障害者福祉手帳について質問をさせていただきます。 

  まず伺いますけれども、障害者の方を対象とする手帳は３種類あると。一つは身体障害者

手帳、二つは療育手帳、三つが精神障害者福祉手帳と、この３種類あるわけですが、精神障

害者保健福祉手帳とはどのようなもので、その対象となる方がどのような方なのかというこ

とを、できるだけ手短に説明をいただけないでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 精神障害者福祉手帳とはどのようなものなのか、また、

対象となる方はどのような方かというご質問でございますけれども、まず、精神障害者福祉

手帳につきましては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、これは平成７年に改正さ

れたものですけれども、この中に規定された障害者手帳のことでございます。 

  一定の精神障害の状態にあることを称する手段となりまして、各種支援策を講じやすく、

自立と社会参加の促進を図るものであります。また、対象となる方につきましては、何らか

の精神疾患によりまして、長期にわたり日常生活、社会生活などにおきまして、生活に支障

が生じている方が対象となってございます。 

  具体的に申しますと、一つ目に、知覚障害、思考障害、感情障害、意思の障害などの統合

失調症でございます。二つ目が、気分、これは一種の感情的な部分も入りますけれども、気

分障害の躁鬱病。三つ目に、統合失調症と躁鬱病の症状が同時に存在いたします疾患群非定

型精神病。四つ目に、反復する発作を主といたします大脳疾患のてんかん。五つ目に、アル

コール、麻薬、覚せい剤、向精神薬などの中毒精神病。六つ目に、先天異常、頭部外傷、新

生物中枢神経感染症などの、器質精神病の六つの項目に分かれてございます。 

  なお、この器質精神病の中におきまして、老年期に発症する認知症が含まれてございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 
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○６番（立野広志君） 簡単に言えば、この統合失調症やてんかん、薬物、アルコールなどに

よる急性中毒、また、その依存症とか自閉症などの発達障害など、精神障害のために長期に

わたり、問題は長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある人が対象だということで、

最終的には医師の診断が必要だということなわけですけれども、この中に、先ほど言われた

ように、程度によるわけですが、アルツハイマー型認知症も含まれてくると言うことなわけ

です。 

  申請の手続はどのような形で行われているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 申請の手続でございますけれども、精神障害者福祉手

帳の申請につきましては、認知症の疑いがある場合につきましては、まず、認知症の診断が

できる指定医療機関を受診していただきまして、認知症の診断が下されれば病院に相談して

いただきます。その後、役場が申請窓口になってございますので、申請書や診断書など必要

な書類を準備していただきまして、北海道への申請となります。 

  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） まず最初に、認知症なのかどうかということを判断しなくてはいけな

いわけです。ただ、その場合、１人で生活している人もいるし、あるいは家族と一緒に生活

している人もいます。例えば自分で申請できない場合には、医療機関などが申請を代行する

ことができるというふうになっているようでありますが、実際に、例えば認知症の場合、こ

うした精神障害者福祉手帳というのを申請することができるということをどれだけの人たち

が知っているのかなというのもちょっと気がかりなのですけれども、いずれにしても、手帳

が交付されますと、さまざまな支援が行われると聞いています。 

  税や、あるいは医療や、あるいは住宅入居の際の住宅家賃の控除等々があるそうでありま

すが、細かく言うと時間かかってしまうのであれですけれども、いずれにしても、手帳を交

付することによって、税金でいえば所得税控除あるいは個人住民税の所得控除であったり、

あるいは非課税措置であったり、あるいは自動車税の減免措置、軽自動車税等も、一定の要

件は必要ですけれども、税の控除、自動車取得税、相続税。また、これの控除によって非課

税世帯になった場合は、それが連動して、介護保険であったり高額療養費の負担軽減にもつ

ながっていくということでありますし、医療関係でいえば、自立支援医療ということで、精

神科医療への通院の際の１割負担になるというようなこととか、公営住宅の家賃の控除等も

あると。ＮＨＫの受信料の免除等も行われる。非課税でない世帯の場合は半額免除というこ

となのですが。 

  それら、本当に今、毎回介護の問題も取り上げてまいりました。そして、高齢者が高齢者

を介護する老老介護もあります。あるいは子供などが介護する若年介護というのもあります。

そのために仕事が、安定した仕事につけなくなってしまって大変苦労しているという家庭も

出てきている。そういう実態があるだけに、やはりこういった、特に認知症等によって介護
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がさらに困難になってくる場合、それを支えていく一つの制度として、この精神障害者福祉

手帳の交付を受けることによって、わずかではあるけれども、経済的な支援を受けられるの

だということを、やはり多くの方に知っていただくことが大事なのだと思うのですが、当町

が実施している、この手帳の交付を受けた人に行っている支援、一般的な支援は、今、私が

若干説明したとおりですので、町が独自に行っている支援がほかにあるのかどうか、ちょっ

と伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） この手帳を取得することによりまして、当町単独での

実施内容というご質問かと思いますけれども、私ども把握している部分におきましては、入

浴助成券の割り引き、これは、洞爺いこいの家の割り引きを受けられることになってござい

ます。また、洞爺芸術館の割り引き、これにつきましては半額、付き添いも含むということ

になってございます。あと、火山科学館・ビジターセンターのほうも半額の割り引きを受け

ることができることとなってございます。 

  ちょっと参考までに、民間のほうでは、洞爺湖汽船の乗船券の割り引きも受けられるとい

うところまでは把握してございます。 

  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） 後で言いますけれども、当町は意外と少ないのですよね、独自にやっ

ているものって。ですから、一般的というのが、どこの地域でも大体やっているような、税

や医療や住宅、あるいは公共料金等については行われているけれども、町が独自に進めてい

るというのは意外と少ないということではあるのですけれども、今、先ほど言いましたよう

に、認知症の方でも取得できる精神障害者福祉手帳、このことについて、意外と知られてい

ないし、そのための手続等がどの程度行われているのかということをちょっとお聞きしたい

のですが、例えば介護の関係で、認知症として診断をされた方の中で、この精神障害者福祉

手帳を所持している方というのはどのくらいいるかわかりますか。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 現在、精神障害者福祉手帳を保有している方は52名ご

ざいまして、そのうち認知症による取得というか、所持している方は２名となってございま

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） では、逆に聞きます。認知症として診断されている方は何名ぐらいい

るのですか。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 先ほど申したとおり２名でございます。52名のうちの

２名が手帳を持っておりまして……、失礼いたしました。認知症と診断をされている方は、
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全体で304名おります。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 申請するかどうかは、当然ご本人あるいは家族の意思が大事なわけで、

それをむげにということは申しませんけれども、認知症として診断をされている方が全体で

304名いて、そして認知症による精神障害者福祉手帳を所持している方が２名だということ

です。では、認知症として診断された方々、304名の方々には、精神障害者福祉手帳という

ものをきちんと説明されているでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） この304名の方に対しての周知という形ですけれども、

特にうちのほうとしては周知という形はとってございません。 

  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） ２名の方がどういう経緯でこの手帳を所持することになったかは

ちょっとわかりません。医療機関からの紹介なのか、ご本人方が理解をして申請したかわか

りません。 

  ただ、私が何名か知っている方といいますか、余り個人的なことを言ったらあれですけれ

ども、その人がふさわしいかどうかなんていうことは言えないのであれですけれども、要は、

304名もの認知症の方々いる中で、わずか２名しかこの手帳を所持していないと言うことは、

結局、そういう方々に、この精神障害者福祉手帳の存在そのものもしっかりと伝わっていな

い。あるいはその手帳を受けることによって受けられる支援、こういったものはよく理解さ

れていないのではないかという気がするのですけれども、何といっても役所は申請主義です。

申請しなければ精神障害者福祉手帳を取得できません。制度の知識や理解がなければ申請す

らできない。行政からさまざまな機会を通じて制度の周知や申請方法を知らせ、時には窓口

で相談に対応することも必要なのではないかと。そういう方々に、こういうものもあるので

すよということをお知らせすること。申請するかどうかは、その家族や本人が決めることで

すけれども、こういうものがあって、これがもし取得できれば、こういう支援も受けられる

のですということを、少なくとも行政側からお知らせすること、そのことが大事なのではな

いでしょうか。そのことをぜひ強化を強めていただけないものかと、あるいは強めていくべ

きだというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） ただいまのご質問でございますけれども、当町といた

しましては、ほとんどの方は、まず医療機関でご説明を受けているものというふうに私ども

は思ってございます。この手帳自体は、医療機関等でご説明がないままおられる方に関しま

しては、今後も認知症の方々がふえていくと当町でも予想してございます。まず、この制度

自体が北海道のほうから指定医療機関のほうへ、患者に再度の周知をしていただきたいとい

う旨の要望をまず、とりあえずさせていただきます。医療機関のほうにです。 
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  町といたしましては、広く一般町民に知れ渡ってはいないと思いますので、広報にて、制

度内容な申請の方法をまず周知してまいります。 

  また、現在、認知症になっている方々や家族の方々に対しましては、包括センターのほう

から、総合相談等で制度内容や申請についてわかりやすくペーパーにまとめまして、お知ら

せしてまいりたいというふうに考えてございます。 

  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） ぜひ周知の方法に努力していただきたいと思うのです。 

  実は私、先月ですけれども、行政事務に詳しい大学の先生の講演を聞く機会がありました。

その先生がおっしゃっていました。最近、国の機関も含めてですけれども、公務員が窓口に

来た方に対してどういう対応をしているかと、また、どういうふうに対応すべきだというふ

うに指導されているかという話だったのですが、これ公務員だけではないのです、病院の窓

口にしても、どこも似たようなところはあるなと思うのですが、要は、聞かれたこと以外は

答えるなというふうに言われているのだそうです。ええと思うのです。つまり、窓口に来た

人が直接、疑問として投げかけたことにはしっかり答える。ところが、それ以外のことにつ

いては答える必要はない。そういうふうに、特に公務員等についての研修などでは、そう

いった趣旨の話がされていると。だから、知らなければ聞けないわけです。聞かなければ教

えられないわけです。 

  どうしてそうなるのかというと、結局、余計なことまで言うと、その責任が逆に問われる

ということなのだそうです。それはちょっとひどいなという話なのです。ここの町は決して

そうではないと思っておりますし、親身になって、住民の立場に立って、本当に住民の今の

生活状況、それを何とか支えていこうと思ったら、例えば自分の受け持ちの部署でなくても、

あそこの窓口へ行って、こういうことを相談してごらんと。ああいうことを言ってみたらど

うでしょうというようなことを紹介してあげるということも含めて、本当に心の通う行政窓

口の対応というのが大事だと思うのです。 

  今のように、認知症のこともそうです。確かに、最終的には認知症かどうかを診断するの

は指定医が行います、診断書があって。ところが、かかりつけのお医者さんにまず行くわけ

です。そうしたら、「あなた、ちょっと最近どうもこうだね」と、いろいろチェックしてい

くと、どうも認知症の疑いがあると。だから１回診察受けたらどうですかというふうに、そ

こから紹介してくれればいいのですけれども、それをしっかりとやっているかどうかという

のはちょっと疑問なところがあります。どうしても制度そのものを、やっぱり社会福祉制度

ですから、理解し切れていない部分も実はあったりするみたいです。そういうこともありま

して、病院任せ、医者任せではなくて、行政自身が積極的に制度の中身、そして、そのため

に必要な手続の方法、こういったものをきめ細かにお知らせする。時には、一緒にそういっ

た関係機関に足を運ぶぐらいの温かさがあっていいのではないかなと思うのです。今、課長

が答えられたことは、今後改善していくということでありますけれども、そういう趣旨でぜ



- 27 - 

ひ取り組んでいただきたいと思いますし、この件での町長としての認識も伺っておきたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町は、何といっても高所得者の方はいいのですが、低所得世

帯が非常に多い。そんな中で、この精神障害あるいは知的障害をお持ちの、保護者の皆様の

ご苦労というのは本当に大変な思いがあるのだろうというふうに思っております。特に、子

供が成長して30代、40代になっていく。保護者の方が60歳、70歳、80歳になっていく。この

子供たちの行く末をどう案じていくのか、本当に深刻な問題だというふうに思っております。 

  それゆえに、行政のほうが少しでもお役に立てる部分があれば、それはそれできちっとし

た対応をしていかなければならないというふうに思っておりますが、私は、今の福祉健康課、

あるいは健康福祉センターさわやか、そこの職員については非常に一生懸命やっていただい

ているというふうに思っております。他の自治体の福祉関係は、僕もちょっと勉強不足でご

ざいますけれども、私どもの職員については、本当に親身になって、投げ捨てではなくて、

逆に聞き取りをしながら対応していただいているかなというふうに思っておりますので、今

後もこの方針を貫い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） 今、町長は、決してうちの町の職員は、そういう投げ捨てのような行

為をしている職員はいないと、こういうお話です。私もそうであると思っておりますし、現

にそういう対応をしていただいているということも実感しているところもあります。しかし、

やはりなかなか気がつかないところも結構あるわけです。特に、町民利用者、あるいはそう

いった状況にある人たちにとって何が大切なのか、何ができるのかということは、常々そう

いう意識を持って取り組んでいかないと、時には片手間になってしまうこともあるわけです

から、ぜひそこは気をつけていただきたいと思うのです。 

  ただ、もう一つ私、町長にお聞きしたいのは、町長は、近ごろといいますか、昔は、ここ

数年前には、この町の経済といいますか、町は、胴体が観光で、両翼に漁業と農業だという

話をよくされていました。ただ、最近は、そうではなくて、観光と福祉のツインタワーだと、

こういうふうに言って、農業と漁業はどこに行ってしまったのかなという感じもしないわけ

ではないのだけれども、そういうようなことをおっしゃっていました。 

  ただ、観光と福祉のツインタワーだとおっしゃっている、その福祉の部門で見ても、どち

らかというと福祉産業であったり経済であったり、雇用の場といいますか、そういうような

ことを中心に言われている部分が非常に印象に残るのです。だけれども、本当の意味で福祉

という言葉を言うのであれば、福祉産業に従事する労働者の雇用を確保するということだけ

ではなくて、そこに住む住民の自身の福祉を向上すると、そのことが含まれて初めて福祉の

町と言えるのだと思うのです。 

  そういう点で言いますと、先ほど精神障害者福祉手帳を取得された方に対する町の独自の

施策というのは、確かに説明では、障害者入浴助成、いこいの家入浴料が大人150円だとい
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うような、金額までは言いませんでしたけれども、150円だ。それもただ１級から２級なの

ですよね、これで入浴できる人は。であったり、あるいは施設入所等についても助成されま

すということではあるのですけれども、本当に介護する人たちの経済的な負担軽減のために、

例えば伊達あたりでは、タクシー券といったものも支給したり、独自の行政としての施策も、

わずかではあるけれども、ふやしながら、こういった経済的な負担を幾らかでも緩和するた

めの手だてをとっているわけです。 

  ですから、今ある制度だけではなくて、さらに追加をして、本当に町民の暮らしを支える

という意味で、独自の施策も改めて検討を求めていきたいというふうに思いますけれども、

その点はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 福祉の分野も非常に広くて、今の精神障害者福祉手帳の関係もあり

ますし、また、最近では、うちのほうでも子育て支援の関係でもかなり取り組んでいるとい

うことでございます。 

  今の手帳の関係も何点か独自で軽減、そして支援をしているという部分ございますけれど

も、健康福祉センター、それから健康福祉課、あるいは関係する課と、少し集めて、どう

いった支援を拡充することができるのか、あるいは新たに何かできるのか、少しその点は検

討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 障害のある方のための各種制度ということで、福祉課長が自慢のパン

フレットがあります。町のホームページにもこれが掲載されていて、それはカラー刷りなの

ですけれども、大変私はいいものをつくっていると思うのです。こういう場合にどういう支

援があるのかということを見て、わからないところは、この点についてももう少し聞きたい

のだけれどもということで、役所に行って聞く方もいるでしょう。ただ、こういうものを見

ることもなかなか難しい方も中にいるので、多分、もっとわかりやすいものをつくるのだと

思うのです、町民向けには。どういう場合に、精神障害者福祉手帳を取得することができる

のかという症例なども、病名といいますか、そういったものも、何かわかるようなものをつ

くって、そしてお知らせすることが大事なのかなというふうに思います。 

  最後になりますけれども、この点では。精神障害者福祉手帳というのは、今お話ししたよ

うに、一定程度の精神障害の状態であることを認定するわけですが、精神障害者の自立と社

会参加の促進を図るということのために、この手帳を持っている方々にはさまざまな支援が

講じられています。精神障害者福祉手帳が交付される条件が、何らかの精神疾患があり、長

期にわたって日常生活、また社会生活に制約があること。程度によりますけれども、アルツ

ハイマー型の認知症などの場合でも認定されるケースが多いというふうに聞いていますし、

精神障害者福祉手帳の提示で受けられるサービスについてはいろいろありますが、特に認知

症の高齢者が受けることのできる大きなメリットというのは、公共機関の利用料金の割り引

きとか税金の軽減措置なのです。全国一律で適用されているものもあるし、町それぞれで独
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自にやっているものもあるのですが、知らないばかりに、これを受けることができないとい

うことになってはならないと思うのです。そして、この手帳は顔写真を張りつけたものにな

りますので、身分証明書にも活用できるというふうになっていますから、非常にメリットが

ある。せっかく受けられる支援とか負担軽減の制約がありながら、それを知る機会も得られ

ず、また、その申請方法もわからないままで、認知症で苦しむ家族とか本人、こういった人

たちを、申請主義を建前に放置してはならないということを改めて指摘をして、この点での

行政としての取り組みを強化することを求めたいと思います。 

  三つ目に移っていいでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 三つ目は午後からにしたいと思いますが、二つ目、終わりますか。 

○６番（立野広志君） はい。 

○議長（佐々木良一君） それでは、ここで昼食休憩に入ります。 

  再開を午後１時からといたしたいと思います。 

（午前１１時５８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 １時００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、午前中に続きまして、一般質問を続けます。 

  ３件目ですが、防災計画見直しの進捗状況及び具体化の内容についてということで質問さ

せていただきます。 

  ９月に入って全国的にも、防災の日を前後に防災訓練がどこでも実施されているわけです

が、その方法とか内容もさまざまで、地域の地理的条件とか災害の種別とか、あるいは訓練

の対象者であるとか、避難方法やその経路の確認など、最新機器や情報網を活用した検証な

ども行われているわけです。 

  私もことしの３月の、予算議会のときにも防災対策について質問をさせていただきました。

そのときには、当町にとって防災というのは、特に噴火災害も含めてですが、津波もあるし

噴火災害もある、あるいは地震もあると。こういう中で、町の対応として、防災の、それこ

そ専属の職員を配置する必要があるのではないかとか、あるいは防災担当の職員の技能を高

めていくための研修などの実施などについても求めてきたわけです。 

  今回、地域防災計画の見直しということで、町のホームページにも、その部分的な見直し

が提案され、パブリックコメントが行われました。既にその期限も来ております。９月10日

ごろに締め切ったと思うのですが、この地域防災計画、実は、よく見ると３月に１回、修正

案として出ているのです。それからまたすぐ、一部修正ということでまた出された。何か繰

り返し出されることは、それは部分的に修正が必要なことはあるのですけれども、これまで

できた防災計画の中で、それがどれだけ具体化されているのかということも含めて、今回、
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質問させていただきたいなと思ったのです。 

  そのことから、まず、地域防災計画を策定した後の部分的な見直しもありますけれども、

現在の検討の状況とか、それから、どんな内容について見直しが図られ、また、いつごろそ

れが確定した形で示されるのかということについて、まずお答えを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） 洞爺湖町地域防災計画の見直しにつきましては、洞爺湖町防

災会議での審議を終え、パブリックコメント期間も９月５日付をもって終了しております。

今後は、議会全員協議会による説明の後、最終的な防災会議の開催を10月上旬から中旬に予

定しており、ご承認をいただきまして、最終的な決定をいただくことになっております。 

  今回の主な修正につきましては、避難所の指定に噴火、津波、土砂災害等において使用可

能な災害区分を明確化、具体化しております。 

  なお、有珠山噴火における避難先を一部再編して、避難生活が長期化することが想定され

る有珠山山麓周辺の自治会につきまして、噴火災害の影響を受けない町内の避難所へ収容し、

少しでも安定した避難生活を送っていただくための修正を行っております。 

  その他、国の避難勧告等に関するガイドラインの改定による避難準備情報、高齢者等避難

開始の避難指示等名称の変更と関係団体の名称の変更を行ってございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 主な改正点、実はネットから印刷させていただきましたが、新旧対照

表というのが出されておりました。それを見ますと、今回の修正案では、避難所の一覧表示

の中に、水害、地震、津波、土砂、噴火の５災害別に避難所の指定が明示されているという

ことであります。ですから、災害に応じて利用できる避難所と、そうでない避難所というの

が区分されることになったわけでありますが、実際にそれを町民がこの表を見てということ

には当然ならないわけで、そうすると、ふだん生活している地域の中に、例えば集会所など

があった場合に、この集会所は津波のときにも避難できる場所なのか、噴火のときに避難す

る場所なのか、そういったことも含めて、例えばそういう避難先の施設の、一つは表示、今

は、指定避難所という看板しか立っていません。何の場合の避難先なのかということが実は

わからない状況でありますから、ふだんの生活の中で、この避難所がわかるような、そうい

う明示の仕方が当然必要だろうと思うのと。 

  それから、今回、避難先について大分変わってきています。例えば私の住んでいる入江４

区の町内などでは、対象世帯が708世帯あるのです。それは、前回の噴火災害の避難でも、

その後の教訓として出されたわけですが、日常のコミュニティーをなるべく崩さない形で、

避難所ごとにまとまれば、避難所での自主運営も非常に立ち上げやすいというようなことが

あったわけです。 

  その点からいいますと、例えば入江４区の場合は、世帯数も多いということもあるのです

が、５カ所に分散させられるのです。そのことを実は去年の段階でも、町側からの説明をい

ただいていましたので、役員会でもそのことを提案させていただいて、どういうふうに班分
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けをするかということまで役員の方々と相談をしていたのです。それが昨年の話なのです。

ところがいつになっても、新しく変えると言っている避難先が正式にならないと。結局その

相談も、もう１年以上たってしまっているのです。これでは、自治会としての合意も何もな

いわけで、事を決めるのにも非常に時間がかかり過ぎていて、正直、戸惑っているというよ

うな状況です。 

  ですから、この辺、やはり自治会、町内会の合意というのは当然必要なわけですから、指

定先を決める場合においても、決まってから説明するというだけではなくて、本当なら決め

る前からきちんと自治会との合意も図り、修正するところは修正すると。分散し過ぎるとこ

ろは、なるべく分散しないように、まとめていくような形で避難所を確保すると、こんなこ

とも私はあってよかったのではないかと思うのです。この点の対応としてはどうだったので

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） 今回の防災計画の見直しに際しましては、有珠山噴火の避難

先につきましては、それぞれ避難所を各自治会、どこの自治会がどこの避難所に避難するか

というところまで具体的に調整させていただいております。その調整内容といたしましては、

各避難所に、１自治会のどこの班が避難するかという詳細までご協議いただいたところでご

ざいます。そういった点では、その調整に時間を要した点、または、関係機関との調整等に

時間を要したことから、現在、策定を進めておりますけれども、当初計画よりおくれて進ん

でいるというのは、そういった調整におくれを生じたというところになっております。 

  いずれにいたしましても、今回の避難所の指定につきましては、各自治会のご協力のもと、

そういった詳細の協議も事前にさせていただいた上で進めさせていただいておりますので、

その点、ご了承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） 私は心配するのは、合意をとりながら進めているのはわかるのですが、

はっきり言って１年近くかかっているのです。では、その間にもし災害等が発生した場合ど

うするのだと。古い避難先を利用するしかないわけです、そうなると、防災計画上。そうい

う何かちょっと、空白期間といいますか、こういったことが起こるだけに、こういったこと

については迅速に進めるということが大事なので、それにしては余りにも時間がかかり過ぎ

ているというふうに改めて指摘しておきたいと思います。 

  さて、ちょっと時間がなくなってきているので先に進めたいと思うのですが、防災意識の

向上に向けた防災教育や講座の開催状況はどうでしょうか。これも防災計画の中にも盛り込

まれている内容でございますし、町としては、2015年に洞爺湖町防災教育全体計画案と、発

達段階に応じた防災教育案というようなものが出されておりましたが、それが最終的に決定

されたのかどうかということもちょっと私は確認しておりませんでした。いずれにしても、

学校教育も含めて、子供たち、そして社会人向けの防災講座や、こういった防災学習の場を、

防災計画に基づいて、どの程度具体化し、実践してきたのか簡単に説明いただきたいと思い
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ます。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 初めに、町内の小中学校における防災教育の状況についてご説明

をさせていただきます。それぞれの学年において、教科によって防災学習もございますけれ

ども、主な学習についてご説明をさせていただきます。 

  虻田小学校におきましては、４年生と５年生が校外学習で７月に、火山マイスターのガイ

ドによる西山火口の散策等を実施しているところでございます。温泉小学校につきましては、

昭和52年の有珠山噴火による犠牲者を悼み、長く記憶にとどめることを目的に、毎年10月に

開催している噴火慰霊祭の実施や、平成16年から開催してございます「緑はどうなった？」

と題しての、春と秋の２回実施し、有珠山の噴火と防災施設の見学、植栽などの防災学習を

行っているところでございます。 

  また、とうや小学校におきましては、有珠山噴火災害等、事故等発生時に迅速な避難や、

保護者への児童を引き渡しすることが確実にできるよう訓練を実施しているところでござい

ます。また、４年生が今後、火山マイスターを活用した防災学習を実施することとしている

ところでございます。 

  虻田中学校におきましては、本年度、全学年約160名を対象として、７月24日、25日の両

日、火山マイスター延べ11名の協力を得て、現地での体験学習を初め、今後は企画防災課の

職員が講師として中学校に出向き、避難所運営を模擬体験するゲーム「ＨＵＧ（ハグ）」な

どの防災学習が計画されているところでございます。 

  洞爺中学校におきましては、１年生及び２年生が、有珠山の火山の特徴や状況、地形の変

化や特色について、火山マイスターの説明を受けながら、現地での体験学習が行われている

ところでございます。 

  このほかに、町内中学２年生全員を対象とした避難所開設体験学習会を８月４日に実施し

ているところでございます。それぞれの学校、あるいは全町的な取り組みなど、ここ数年で

防災教育に関する取り組みが充実してきているものと考えているところでございます。 

  また、今後においても、火山マイスターの皆さんには、防災・減災のための防災教育につ

いて協力をお願いしていきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○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） 一般向けの防災講座の開催につきましては、町内における避

難訓練の開催にあわせまして、昨年10月に開催された北海道大学の岡田名誉教授、一昨年９

月の有珠山火山観測所の大島所長、平成26年10月には、講師として、群馬大学大学院工学部

の片田教授をお招きし、東日本大震災での釜石の奇跡として、津波災害対策のご講演をいた

だいております。専門的な見知より、有珠山噴火災害や津波災害に対する知識、普及や防災

意識の啓発につきましては、貴重なご講演をいただいているところでございます。 

  なお、本年度は、10月３日実施の有珠火山総合防災訓練におきまして、避難訓練を実施し、
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その後、対策本部となる豊浦町において、地震を体験できる起振車等における地震体験など、

体験を通じた防災意識の啓発に努めてまいります。 

○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、時間が大分なくなってきたのであれなのですが、要は、

私、最初、教育のことで聞いたのは、2015年に洞爺湖町防災教育全校計画案というものをつ

くっているのです。それが今どうなったのですかという話を聞いたのです。何をしてきたの

ですかというよりも、こういうきちんと体系づけられた防災教育というものがこの町にはあ

るのかということなのです。その時々に何をやるかではなくて、今まで取り組んできたこと

を、例えば毎年必ず年次ごとに、学年ごとに行うことになっているというのであれば、そう

いったものをきちんとまとめたものを出していただきたいなと思っているのです。そういう

ことをあわせてお聞きしたかったのですが、取り組んでいる中身はわかりました。いずれに

しても、それを学年ごと、あるいは年次ごとに、やったりやらなかったりではなくて、きち

んと計画を持って進めていただきたいと思います。 

  それから、町民向けの講座も、防災訓練のときだけではなくて、例えばジオパーク推進協

議会なども含めて、岡田先生や気象庁の専門家の方々を含めた、いろいろな形で専門家のお

話を聞く機会もあるのです。例えばそういうものに、一般町民にも呼びかけて参加をしてい

ただくとか、そういうことがあっていいのではないかと思うのです。年に１回か２回の防災

訓練の中で、あわせて講演をしていますというだけではなくて、日ごろからそういったさま

ざまな、この地域について、あるいは災害についての学習の機会を町民に開示して参加を呼

びかけていくということが大事なのだと思うのです。答えをいただくとまた時間がなくなる

ので、そのことを改めて私は訴えたいと思います。 

  次に、自主防災組織の立ち上げなのですが、これも防災計画の中に既に書かれているわけ

ですけれども、正直言って幾つか自主防災組織は立ち上げられてはいるけれども、新たにつ

くられるということがなかなか難しいというような状況が今あると思います。防災計画の中

には、この立ち上げも含めて、支援をするというふうになっているのですけれども、その支

援するための具体的な対策がきちんとうたわれているのかどうかということを指摘したいと

思います。 

  あわせて、そういう自主防災組織をつくる上で、自治会や地域の防災に対する関心を高め

る上で、北海道地域防災マスターという認定研修会が開催されることになっております。こ

れも町のほうから、ぜひ地元でやってほしいということでお願いをして研修会が実施される

ことになったというふうに伺っていますし、私も昨年、札幌に行って防災マスターの認定を

受けてまいりましたけれども、大変私はいいものだと思うのです。非常に初歩的な中身では

あるけれども、これを通じて災害に対する関心を住民が一人一人持つことができる。そして、

自治会でいけば、自主防災組織を立ち上げるための一つのきっかけになっていけばいいなと

いうふうに思っておりますので、この認定研修会に自治会なども含めて、ただ声がけするだ

けではなくて、積極的に参加を呼びかける具体的な施策があっていいのではないかと思うの
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です。それをぜひやっていただきたいと。この点についてはどうなのかと。 

  それから、もう６分しかありませんので、続けて全部聞きますが、ことし、防災訓練の実

施が10月３日に予定されておりますが、今回の９月の広報には、３月に行った訓練の結果に

ついてということが出されています。私、一番の問題は何かといったら、防災訓練の参加者

が少ないということなのです。参加者が少なくて、訓練に参加した人たちがどういう行動を

したかということでの結果をまとめることはできます。でも、訓練に参加しなかった人、参

加できなかった人が、なぜなのかというところをもっと調査して、そういう訓練に参加する

人たちをいかにふやすかということのためにどういう手だてをとっているのかと、あるいは

とるのかということをお聞きしたいと思います。 

  以上、ちょっとまとめて聞きましたので、お答えを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） 初めに、自主防災組織に関するご質問でございます。 

  現在、洞爺湖町では、各自治会に自主防災組織を立ち上げていただくようにご協力のお願

いをしているところでございます。 

  具体的な支援策といたしましては、一つ目に、相談体制の充実として、企画防災課防災グ

ループにおいて、各自治会のほうを訪問させていただき、相談等をさせていただいていると

ころでございます。また、二つ目としましては、自治会役員会等への説明。また、３番目と

いたしましては、個別自治会への防災講習会への講師派遣。五つ目といたしまして、設置さ

れました自主防災組織への防災備品の購入の支援を行っているところでございます。 

  次に、防災マスターの認定研修会のご質問ですけれども、昨年度から北海道に、洞爺湖町

において、この北海道地域防災マスターの研修会の開催を打診しておりました。今年度、10

月20日に当町の洞爺湖文化センターにおいて開催していただける運びとなったところでござ

います。開催の周知につきましては、北海道での受付の開始にあわせて、個別回覧を初め、

自主防災組織、そういったところでの自治会への呼びかけ、各種団体、福祉事業所等へ直接

訪問をし、参加を呼びかけしているところでございます。 

  続きまして、各種訓練実施の参加の呼びかけですけれども、訓練の参加につきましては、

自主防災組織、また、自治会に出向きまして、できるだけ多く参加をいただけるようお願い

しているところでございます。 

  また、ことし３月には、室蘭工業大学のご協力をいただきまして、ＧＰＳ調査、アンケー

ト調査を実施しているところでございます。そういった訓練の際に、専門的な見知から調査

をいただきまして、今後の訓練に生かすよう努めているところでございます。 

  なお、こちらの室蘭工業大学の分析結果につきましては、９月号の広報とうや湖において、

その概要を開示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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、一通り答えていただいたのだけれども、想定の範囲内なのです。
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一番、例えば問題にしたかったのは、防災訓練の、確かに今月号の広報に出ています。だけ

れども、訓練の参加者は133名なのです。実は、避難区域の対象住民は1,000人を超える人た

ちがいるわけなのです。ところが、そういう中でこれだけしか参加していない。参加した人

たちの中には、私びっくりしたのは、避難指示の出る前に既に避難を開始した人が11人いる

と、非常にすばらしいことだと思っているのですけれども、これというのは、結局ＧＰＳを

持たされているわけだから、出るわけです。初めから避難訓練があることがわかっていて、

出ることを想定しているわけです。 

  問題は、避難訓練に参加していない人、そして参加することのできなかった人。なぜその

人たちがいるのかと、どうしてなのか、そこにどうやったら避難に参加できるのか、訓練に

参加できるのかということを、もっと行政が力を入れるべきではないですかということを

言っているのです。そういったことを、今度、10月３日に行われる避難訓練、ぜひ事前に自

治会にも、ただ回覧を出すだけではだめなのです。自治会長にも、そして、役員会に顔を出

して訴えることも含めて、ぜひ積極的に参加を呼びかける、町内会も含めていろいろな団体

もそうです。出られる人だけが訓練に出ればいいというものでは決してないわけで、出られ

ない人こそ、どうやって訓練に参加させるか、ぜひそのことを詰めておいていただきたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） これで、時間が参りましたので、立野議員の質問を終わります。 

次に、４番、髙臣議員の質問を許します。 

  ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ４番、髙臣です。よろしくお願いします。 

  私、今回二つの質問を出させていただいています。一つは北海道ツーデーマーチについて、

一つは民泊新法について。 

  まず、一つ目の北海道ツーデーマーチから聞いていきたいと思います。 

  まず、ことし、30周年を迎える記念大会が先日行われたと思うのですけれども、この事業

の目的を教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） ツーデーマーチの目的ということでご回答させていただきます。 

  ウォーキングは、まず、美しい特性を持っておりまして、あらゆるスポーツの基本であり、

いつでもどこでもできる日常的な、一生続けられる運動、スポーツであります。そして、洞

爺湖周辺で開催される北海道ツーデーマーチなどのイベントは、自然をとうとび、自然を愛

する参加者が、旅や観光を楽しみながら洞爺湖周辺のコースを歩くことができます。洞爺湖

周辺は、ユネスコ世界ジオパークに認定されている地域であり、参加者も火山噴火によって

つくり出された景観を望みながら、２日間８コースを歩くことができるイベントでもござい

ます。 

  北海道ツーデーマーチの目的は、全国の方々に洞爺湖を訪れて歩いてもらい、洞爺湖周辺

のよさを知っていただくとともに、人との触れ合いを感じていただき、洞爺湖周辺のよいと
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ころを地元へ帰って伝えていただき、そしてまた来ていただけることを目的に行っていると

ころであります。 

  当然ではございますが、参加者が来られることは、宿泊が伴うとともに、地域においては

経済効果も期待できるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 今、答えていただいた感じだと、基本的には観光というのがメーンの

目的だということで。それでは、ここ５年程度で構いませんけれども、参加人数の推移を教

えてください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 2013年、第26回の大会でございます。1,310名でございます。

また、2014年1,279名。また、2015年1,104名。昨年、2016年は1,076名であります。今回、

第30回北海道ツーデーマーチにおきましては、２日間で1,456名となっております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 今お答えいただいた数字は、２日間の延べ人数だと思うのですけれど

も、実参加人数というのがわかれば教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 資料あれなのですけれども、ことしの実参加人数をお答えさせ

ていただきます。ことし、1,456人、延べで参加しておりますけれども、850人ほど実参加と

して出ております。当日の部分は最終集計できておりませんけれども、そういう状況になっ

ております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） また、この中で、お金を払って、参加費を払って参加している方の人

数というのは把握していらっしゃいますでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） お金を払って参加している部分ですけれども、まず、お金を払

わない方というのがございます。これは、子供の方、小学生、中学生、この方々がお金を払

わない形になっていますけれども、その人数に関しては約130名になっております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ちょっと僕、資料をいただいて調べたのですけれども、過去５年間で、

参加費を払って参加されている方の人数が2013年で601人、2014年で611人、2015年で534人、

2016年で563人という状況にあると思うのですけれども、実際、今、町としてこの流れをど

ういうふうに捉えているのかというのを教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 実際に参加者自体が減っている傾向にはございます。やはりそ

うした部分では、高齢化の部分で、以前、やはり元気なお年寄りの方々、今でもいるのです

けれども、なかなか遠くまで来てという部分での参加が減っているのではないかなという部
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分があります。 

  ただ、傾向という部分でありますと、やはり今、ウォーキングという部分では、今、全国

で大体4,000万人のウォーキングの愛好者がいらっしゃるということもあります。また、そ

の統計の中では、40代、50代の方々もスポーツの中でウォーキングというのは１番に挙げら

れているところでもありますので、今後、そういう団塊の世代の子供たち、この方々をお年

を召していくことによって、ウォーキングの熱はさらにふえてくるのではないかという期待

はしているところであります。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 期待はされているのだなと思うのですけれども、さらに、この事業に

対してどういった評価をしていると言ったら変ですけれども、例えば町の事業であれば、か

けたお金に対してどれくらい、住民の方とかが何かしらの利益を得られるということは大事

になってくると思うのですけれども、そういった意味ではいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 昨年の第29回北海道ツーデーマーチについて、523万円ほどか

かっているところであります。２日間で1,076人という部分では、人数的に割り返すと、そ

れなりの金額になるかと思います。 

  経済効果という部分でいきますと、先ほどもお話ししたとおり、やはり道外から来られて

いる方、宿泊を伴っているところでもありますし、やはり洞爺湖町内において消費というの

は効果としてあるのかと思っています。また、飲食店等においても、やはり３日間こちらで

過ごすことによって、経済効果があるという分と。当町において、事務局としては、印刷と

かそういう部分でも、町内の業者を使わせていただいておますので、そうした部分でもそれ

なりの経済効果を得ているものと考えているところであります。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  そうしたら、よくＰＤＣＡ、計画、実行、評価、改善というものがあると思うのですけれ

ども、プランとしてみれば、観光のために来ていただいて、洞爺湖町を知っていただく。ま

た、帰って話していただく。実行として、今、運営していて。評価としては、これから伸び

ていく部分もあるのではないかという評価と、地域に経済効果があるのではないかという評

価をされていると思うのですけれども、実際に今後、改善という意味ではどんなふうに考え

ているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） やはり評価という部分と改善という部分、これから大事になっ

てくるかと思います。私も４月に観光を担当させていただきまして、改めて、次回につなが

る反省をしていかないといけないと思っております。今回の数字の中で、ちょっと特徴的な

部分は、道外の観光客の方が前回179名であったところが、今回290名を超えている状況であ

ります。道外からの、観光を楽しみながらツーデーマーチに参加するという方が多くなって
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いるところ、一つには、ＬＣＣ、やはり格安航空券によってこちらに来られているお年寄り

の方がいるというお話も聞いております。そうした中では、やはりこちらに来られて、宿泊

単価という部分もいろいろありますので、やはりここに訪れて、経費がなるべくかからない

ような形でできるような部分を今後考えていきたいという部分。 

  それとともに、やはり町内の方々が多く参加していただけるようなツーデーマーチにして

いきたいと、今、反省の中では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） 北海道ツーデーマーチも回を重ねまして、今年度、30回を迎えること

ができました。一番多いときには、たしか三千五、六百人の参加者がいたかと思いますが、

今この北海道ツーデーマーチを大変楽しみにしていらっしゃる道外のお客様もいらっしゃい

ます。 

  実は、きのうおとついも群馬県から、91歳になるおばあ様が、杖のストックを使いながら

少し歩いてきましたということで、ことしも来ていただきました。また、遠いところでいき

ますと、九州は福岡県久留米市、こちらのほうからも何人もの方が来ていただきました。さ

らには、大阪のほうから、ウォーキング協会の大阪のウォーキング協会の会長さんが25名ほ

ど連れてきていただきました。そのほかに九州の宮崎あるいは愛媛県、いろいろな全国各地

から、この北海道ツーデーマーチを楽しみに来ていただいている。 

  その方々のお話を聞きますと、この大自然、私どものウォーキングは、ジオパーク、洞爺

湖・有珠山ジオパークツーデーマーチと銘打っているところでございますけれども、洞爺湖

一周の景色がすばらしい景色があると。さらには、有珠山という山をぐるっと、昭和新山か

ら有珠山のほうを通って、善光寺のほうを通って回ってくる30キロコースがあるのですけれ

ども、こちらのほうも非常にすばらしい。なおかつ西山火口散策路を眼下に見ながら来ると

いうことで、本当に火山との共生を目の当たりに見られるツーデーマーチコースになってい

るという評価をいただいております。 

  そこで、何が人数をふやすための努力が必要なのか。私も北海道の中にはいろいろなウ

ォーキング協会がございます。先日も札幌ウォーキング協会の会長さんがわざわざお見えに

なっていただいて、お手伝いをしていただきました。そのほかにも、北海道の主なマーチン

グリーグが、私どもも含めて今五つあると、そういうところとの連携も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。 

  今回は担当部長が一生懸命頑張っていただいて、胆振総合振興局あるいは開発建設部、い

ろいろなところにお声がけしていただきました。もちろん企業、団体もそうなのですが、近

隣の西胆振圏域の中には、やっぱりしっかりアピール、ＰＲをしていかなければならないか

なと。 

  今回、例年になかったのですが、壮瞥の子供たちが、サークルだと思うのですけれども、

固まって出ていただいた。私ども温泉小学校の子供たちは、高学年がスタートから出発して、

低学年と合流して洞爺のほうまで行っていただいた。いろいろなふえていく要素は多分にあ
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ると思います。それを維持しながら、新しいものも開拓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。 

  今回も試行的に温泉のコミセンを貸し出しさせていただきました。さっきも部長が申して

いたとおり、やはり北海道まで来るとなると相当の汽車賃がかかります。そこの縮減。ただ、

私どもは洞爺湖温泉街を抱えていますから、やはり温泉街も潤ってもらわなければならない

というところのバランスを調整しながら、今後も続け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） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 二つ目の質問のお答えも聞いたような形になりますけれども、何が言

いたいかというと、基本的に事業効率が悪過ぎるのではないかなというのを考えています。

簡単に言うと、前回の25回大会のときも補助で400万円出していて、ことしも400万円。実際、

昨年でいえば300万円出して、563人の参加者、道外からは179人というふうになると、何か

しらの手を打っていかないといけないのではないかということです。やめるとか、やめない

とか、そういう話ではなくて、もしやるのであれば、例えばツーデーマーチというのは、日

中、あいている時間が多いです。また、似たような事業で洞爺湖マラソンというのがあると

思うのですけれども、洞爺湖マラソンの場合、150万円の補助で、8,000人弱、七千何百人の

参加があって、そこにお店を開いて、１万人近い方が訪れているとは思うのですけれども、

ツーデーマーチの場合だと、どうしても日中、お店も何もあいていないので、会場に人がい

ない。歩いてくるまでずっとのんびりとしたいい雰囲気が流れているという。 

  これ単独でやるのが難しいのであれば、何かほかのイベントと合わせてみたりだとかとい

うことを考えて、予算を少し圧縮しながら、人員も圧縮しながら続けていくという方法もあ

るかと思うのですけれども、そういったことはお考えなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） ツーデーマーチを今やっている中で、金額がという部分もあり

ます。 

  まず一つ、今回の30回大会の部分で、次年度につなげていく部分ということで、先ほど町

長がお話ししたとおり、簡易宿泊を設けて、３日間で77名の方が宿泊していただいておりま

す。これは、やはり遠くから来られる方々、少しでもリーズナブルでマーチングに参加して

いただきたいという考えでやっております。 

  それと、参加者へのアンケートというのは当然やっているところですけれども、ことしに

つきましては、洞爺湖温泉飲食店組合のご協力を得て、飲食店において、参加者が訪れたと

きにサービスをしていただけるように協力をしていただいております。そうした部分では、

飲食店マップを配布して、町並みを歩いていただくと。そしてお店に入っていただくという

試みもしております。 

  また、ツーデーマーチ、マーチングリングという部分で、どのように若い方が考えている

かという部分で、今回、酪農学園大学の学生に洞爺湖中島コースに参加していただいて、
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コース内の説明を参加者していただけるようにお願いしているとともに、ツーデーマーチに

参加した若者が、今後、ツーデーマーチ、どのような運営をしていけばいいかご意見をいた

だくようなものを今考えています。17名の大学生がきのう一緒に歩いて、また、その感想と

しても、一緒に歩いた方々、自然のお話をしていただいたということで、アンケートも届い

ているところであります。 

  また、議員がおっしゃっているように、ほかのイベントと抱き合わせてみるべきではとい

う話であります。実は昨日、９月10日には、洞爺湖噴水公園において、フェアレディｚの

オーナーでつくる皆さんが、車両約50台来て、別なイベントなのですけれども、民間がやっ

ているイベントと一緒に、同時期にその会場でやらせていただいています。今後もやはり

ツーデーマーチでなく、いろいろなイベントとコラボすることによって、町がにぎわうこと

もできるかと思いますので、そういうプランに関しては、次回にもいろいろ考え、また、策

を練ってまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ほかのイベントと合わさっていたと思うのですけれども、別に会場で

告知されていたわけでもなかったので、ただ何かやっている人がいたという感じになってし

まっていると思うのですけれども、実際にこの事業の具体的な目標というのは、今、設定し

ていますか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 目標という部分では、やはりニーズというのが最重要として出

てくるのかなと思っています。一つには、今回、第30回記念という形もありましたので、

1,456人、昨年よりも380人ふえてはいますけれども、やはりこの数字をさらにふやしていく

ように、目標という部分では1,500人を、少なくても来年はふやしていくという部分で、小

さい目標ではありますけれども、徐々に多くなっていくような形の中では、次年度、その部

分を目標にやっていきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） うちの町の事業費の中では、かなり大きな部分の金額を使っている事

業だと思うので、ぜひより効果的な事業をしていただければと思います。 

  次の質問に移りたいと思います。 

  次は、民泊新法についてです。 

  先日、閣議決定された住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法なのですけれども、これについ

ての町の考え方を聞いていきたいと思いますが、まず、民泊新法について説明していただい

てもよろしいでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） まず、民泊の現状からお話をしていきたいと思っております。 

  近年、民泊をめぐる現状でありますが、外国人観光客の増加により、マンションなど集合

住宅を中心に、騒音やごみ出しなどのマナーに関する近隣住民とのトラブルが発生している
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状況でございます。これは都市部だけではなく、地方部においても同じでございます。また、

民泊サイト仲介による、旅館業法による許可がない物件が掲載されている状況であり、保健

所の指導件数も増加しているところでございます。 

  そうした中、国においては、急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市での民泊事業の

迫状況等に対応するため、民泊サービスの活用を図ることが重要であるとともに、公衆衛

生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールをつくり、無許可で旅館業法を営

む違法民泊への対応が急務として、平成29年６月16日、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊法が

公布されたところであります。 

  この流れの中で、北海道においては、今後、国から示される政省令などを市町村や関係団

体に情報提供し、広く意見を伺いながら条例や事務処理体制の検討を行うための執行体制の

整備、また、保健所設置市との協議、有識者会議を設置し、条例の制定似関する検討を行っ

て、北海道として、今、条例制定の検討を進めているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 洞爺湖町は観光の町で、温泉街という宿泊地も抱えていると思うので

すけれども、今回、条例を設置できるのは町ではなくて道というところなのですけれども、

当町として、先日、旅館組合のほうから要望書も提出されていたと思うのですけれども、そ

れに対してどのような考えをお持ちなのか、お聞かせください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖温泉の旅館組合のほうから要望が上がっております。一

つには、やはり洞爺湖温泉を抱える、ホテル、旅館を持っている洞爺湖町として、一つには、

法的には、180日以内の民泊という部分での縮小をお願いしていきたいと。それとまた、旅

館組合にとっては、やはり稼働率が60％を切っている中で、この中で民泊法が動いてしまい

ますと、やはり観光客が激減すると。さらにここには札幌近郊にありまして、やはり札幌圏

内で多くの民泊をすることによって、洞爺湖にレンタカーとか、そういうものを利用して、

ここでの宿泊が今後期待できないような部分になることでは、やはり反対をするという形で

の要望が出ております。 

  町としても、当然でありますが、洞爺湖温泉内には1,500室ほど、ホテル、宿泊施設の部

屋数がございます。これをしっかりと守っていきながら、やはり多くのお客さんが泊まって

いただけるような部分では、今の法律に関しては許すことができないというか、納得できな

いところも多々ありますので、これからもその内容に関して、政令等はまだ示されてはおり

ませんけれども、その内容を見ながら、国または道には要望していくことを考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） それでは、もう既に、ことしの５月現在の時点で、札幌市のほうで、

民泊の宿泊仲介サイトのほうにも約1,000件近くの登録があったのです。今現在、少しずつ

ふえていったとして、もう洞爺湖温泉の1,500室というのを包括してしまうぐらいの数がふ

えてしまうかもしれない。そういった中で、当町だけが単独でどうのこうのといっても難し
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い部分はあると思うのですけれども、ほかの他市町などと連携して取り組むというお考えは

あるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） まず、洞爺湖町のようにホテル、旅館を有している、観光地を

有している市町村においては、この民泊法、この部分に関しては納得できない部分がありま

す。そうした部分では、意見としては、先ほどお話ししたような意見となっています。 

  ただし、この間、胆振管内の市町の職員の方々に集まっていただいて、現状と、また、民

泊法に関しての説明をしたところです。当然、洞爺湖町においては、ホテルを抱えている、

旅館を抱えている、そうした部分では、この状況の中では納得できないというお話をしたの

ですけれども、やはり地方の部分においては、例えば農業体験をして民泊をして、地域を活

性化していきたい。または、空き家対策として、これを活用していきたいと。そうした部分

での市町村の考え方はそれぞれあるかと思います。考え方という部分では、両極端ではない

ですけれども、一方の考え、また一方の考え、そうした部分がありますので、そうした部分

は、しっかりと条例を制定する北海道が179市町村の意見を聞いて条例制定をしていただき

たいという部分では、今お願いをしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 条例に対して強い姿勢を出していくというふうなことをお聞きして、

頼もしいなと思いますけれども、長野県金沢町のお話というのはご存知ですか。 

  長野県金沢町では、別に法令でもないのですけれども、基準というのをつくりまして、民

泊施設等の取扱基準と、軽井沢町では、国際親善文化観光都市及び保健休養地としてのまち

づくりを進めてきており、多くの来訪者を受け入れることができるような法令の手順を経て、

多数の宿泊施設が設置され、宿泊業の振興に努めるとともに、善良なる風俗の維持及び良好

な自然環境の保全に尽くしてきたと。こうした経緯を踏まえ、当町のこれまでにおける良好

な環境の保持を最優先とする必要があると判断し、引き続き清らかな環境と善良なる風俗を

守り、下記のとおり基準を定めると。 

  １、民泊施設（貸別荘は除く）は、町内全域において認めないと。２、ベッド上で着がえ

できるだけの大きさのカプセル状（箱形）の、小物を並べた簡易の宿泊施設（いわゆるカプ

セルホテル）その他これに類する施設の設置は、町内全域において認めないと。 

  ほかにも、貸別荘についての要綱もつけているのですけれども、これは全然強制力はない

のですけれども、町の姿勢として、強く押し出すという思いがすごく乗っていると思うので

す。簡易宿泊所の許可も、ここの場合は長野県になるのですけれども、これをもとに、県に

も民泊、有効であろうとも許可しないでくれというような活動を、これから町としてしてい

くみたいなことなのですけれども、ここは、極端にもことしの４月ぐらいにこの基準を出し

ているのですけれども、当町として、これに似たような動きをするような思いはあるので

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 
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○経済部参与（鈴木清隆君） 今回の法律の中で、二つあるかと思います。一つには、やはり

閑静な住宅街の中で、やはり違法民泊と言われるような住宅が、外国人が入ってきて、周辺

の住宅をのぞき見したり、または写真を撮ったり、日本の常識としては考えられないような

行動をする中で、住民の方々が大変困っていると。これは都市部、先ほど言った都市部だけ

ではなく、洞爺湖町においてもいろいろなご意見を聞いているところです。 

  そうした部分の中では、しっかりと、そういうことのないような条例、法律をつくること

はいいことかと思っているのですけれども、その部分では、まず、保健所等の対応の中で、

国の部分では法律化、政省令によって制定されると思っています。また、もう一方の部分で

は、外国人観光客を受け入れるための体制づくりという部分での法律になっているかと思い

ます。そうした中では、やはり既存のホテル、宿泊または簡易宿泊所、こうした部分での、

これから障壁というか、壁が出てくるかと思います。 

  そういう部分をしていく中で、国自体は、今、東京オリンピック・パラリンピックまでに、

今、外国人の入り込みを2,000万人から4,000万人にふやすという目標の中では、民泊をふや

してという考えはあるかもしれませんけれども、やはり当町のようにホテル、旅館を有して

いて、少なくとも稼働率が100％ではなく、五十数％の稼働率の中で、まだまだあきのある

状況の中では、決して許される部分というか、認められないところもございますので、そう

した部分では、この二つというのがあるかと思います。 

  先ほどお話をしました環境という部分では、洞爺湖町環境条例というのがあります。これ

は、基本的には、住宅街または周辺の中で、やはり周り周辺に害を及ぼうするようなことは

やめましょうという条例の中で、民泊とうたってはおりませんけれども、そうした環境を

しっかりと守るという部分の洞爺湖町の条例がございます。名称は、民泊とはうたっており

ませんけれども、そうした、先ほど前で話しました、住宅街での苦情とか、そういう部分で

の対応という部分では、内容によっては対応できるものではないかなと思っています。そう

いうふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。この町にとって観光はすごく大事な資源だと

思いますし、これから、観光は外のお金が中に入るという意味でもとても有効なものだと思

うので、ぜひ強い姿勢で、近隣市町村と連携を持って進んでいっていただければと思います。 

  最後に、町長、そこら辺の思いをよろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 民泊に関していろいろのご質問いただきました。前段で部長のほうか

らも話ありましたけれども、この民泊がなぜできたのかと、こういう法律がなぜできたのか

ということから、まずひもといてみると、先ほども申しましたインバウンドのお客様、ある

いは先ほど話に出ました長野県の民泊、これは、ホテル、旅館が少ないところで、何とか農

家の方が、観光を目的に経済を底上げできないかということで民泊を進めてきたというふう

に聞いております。そこは、そこそこに、そこの自治体に合ったようなものを、国交省が定
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める前に、もう既に始まっていたというふうに聞いておりますが、外国人等々の民泊の関係

でございますけれども、今、北海道を初め都市部において、それぞれ条例等を制定して、そ

してしっかり民泊に対応していこうという動きがあるようでございますが、残念ながら私ど

もみたいな小さい町は、北海道の条例に頼らざるを得ないという部分が現実問題としてござ

います。 

  そんな中、この間、とうや湖温泉旅館組合、また、洞爺湖温泉観光協会初め４団体から、

私どもの町のほうにも、住宅宿泊事業法の条例化に伴う要望についてということで、特に、

私どもの旅館組合、観光協会のほうからは、要望細目書として、15項目ほどの要望が出てお

ります。中身を見ますと、本当にごもっともだなという部分が非常に多い。当初、国交省の

ほうで制定した、民泊に伴う施設の関係では、どうも無届け業者の方もいらっしゃるようで、

これらは、やっぱりしっかりした条例制定をして、摘発もしながら、変な業者には来ていた

だきたくない。それこそホテル、旅館を圧迫させるようなことになってはいけないというこ

ともございますので、そこら辺につきましては、私どもこの内容を本当に精査しながら、北

海道に対してしっかり物を申していきたいなというふうに思っております。 

  近々、議会が終わりましたら私も行くつもりでございますが、北海道の、今、条例を制定

するに当たりまして、住宅宿泊事業法に基づく条例に関する有識者会議なるものを設置いた

しました。そこに私どもの職員も１名、今、委員として派遣しております。行政のほうは、

行政の理事者のほうから道に対して要望いたしますけれども、私どもの町の考え方は、その

有識者会議に出席している職員に、十分私どもの考え方を説明しながら、道に対して、しっ

かりした条例制定に結びつけていただき、そして、そのことを地域がしっかり見守っていか

なければならないなというふうに考えております。また、何かそこであるようであれば、再

度、道あるいは国のほうに対して異議の申し立て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） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ぜひよろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、４番、髙臣議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩をとります。再開を２時10分からやりますので、よろしくお願いいたします。 

（午後 １時５７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） 次に、３番、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） ３番、五十嵐でございます。 

  質問に入る前に一言、ちょっと申し述べさせていただきたいと思います。今会議の町長の
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行政報告にもございましたが、私、６月の会議で、ミサイルの落下に関しての質問をさせて

いただきました。まさかと思いましたけれども、８月29日の早朝に、けたたましいＪアラー

トの不気味な音響とともに、まさに何の音も聞いたこともない、練習もしたことがない状況

で、まず、ぶっつけ本番であの音を聞いたわけでございます。本当に残念なことであります

し、怒り心頭といいますか、あってはならないことだと思いますけれども、現実にやはり起

きたのだということを真剣に捉えて、やはり町民の安全・安心のために、再度、10分足らず

の、集中することによって命を守るという、そういうことになろうかと思うのですが、もう

一度、私たちの町にとって何をすべきかも含めて、再度検討していただきたいと思いますし、

ある地域では防災無線がよく聞こえなかったという指摘も聞こえますので、きちっと情報が

流れたかどうかも地域ごとに、できたら確認をしていただいて、万全を期していただきたい

なということを、お願いを冒頭にさせていただきたいと思います。 

  それでは、質問に入ってまいります。 

  今回は、通告に従って３件の質問をさせていただきます。 

  まず第１点は、認知症の予防についてでございます。このことは、高齢化が進んでいる中

で、何とか認知症にならないような予防策はないものか、また、仮になったとしても、何と

か地域で支えることができないか、これが私の質問の趣旨でございます。 

  また、この質問をするに至ったのは、私ごとで恐縮ですが、この４月から地域自治会の役

員を仰せつかっていまして、この地域の中にもそれに該当するようなケースが見受けられま

して、やはり地域としてどういう対応をすべきなのか、ちょっと頭を悩ましていたというこ

ともございます。そんなこともありまして、質問するということと。本当に人ごとではない、

自分自身も結構年を重ねてまいりますので、いつ何どきこういう症状が起きないとも限りま

せん。高齢化社会になって、この認知症というものが大きな社会問題として取り上げられて

いる時代に入っているのだなということをわきまえた上での質問でございます。 

  まず第１問目が、高齢化が加速的に進行する中、どのようにして認知症の実態を把握され

ているのかということでございます。きょう、午前中の立野議員の質問の中で、304名の認

知症の方がいらっしゃるということもございましたけれども、それも踏まえますが、町が発

行しています28年度の事務に関する報告書でちょっと確認をさせていただきましたけれども、

地域包括支援センターの業務で、総合相談支援事業で、認知症に関する相談件数が129件あ

ると記載されてございまして、27年度を調べてみましたら102件ということで、相談件数が

増加しているということにも鑑みますと、認知症というのも増加しているのかなというふう

に思います。恐らく認知症というのも医師の判断で決められることなのでしょうけれども、

医学的な見知で診断をして、認知症というふうに認めるのだと思います。介護とかの関係も

あろうかと思いますけれども、そういったのも含めながら、今、件数、129件の相談が、認

知症ということそのものの相談なのか、それともまた、いろいろなケースがあろうかと思い

ますけれども、本人からの相談なのか、家族や周囲の人の相談なのか、どんな相談事がある

のかも含めて、１番目の質問に対して答弁をお願いしたいと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） ただいまご質問のありました相談件数につきましての

中身についてでございます。 

  まず、包括センターの総合相談の件数につきましてお答えさせていただきます。平成28年

度におきましては、全部で745件の相談を受けております。相談内容で見ますと、一番多い

のは、介護保険に関する相談で202件、２番目に多いのが、医療や保険に関する相談で185件

となっております。３番目に多いのが認知症で129件。そのほかについては、施設関係でど

のようなサービスが受けられるかなどで229件となってございます。 

  この中で、認知症に関する相談の中身的な部分については、ちょっと細かな数字ははじき

出してはおりませんので、これは家族も、本人は、なかなか認知症の部分で相談というのは

非常に難しいのですけれども、医療機関、家族、これが主な内容かと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） そうしますと、先ほど言った実態把握ということで、今、相談のこ

とだけ答弁がありましたけれども、結局、129件の内訳はちょっと把握できないということ

なのかもしれません。そうしますと、相談は把握しているけれども、先ほどの立野議員の質

問とダブルかもしれませんが、認知症の実態把握ということで、304名ということがござい

ましたけれども、これは、やはり医療機関からの報告とか、どういう形で実態の把握をして

いるのか、もう一度お尋ねしますので、お答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） ただいまご質問のありました認知症の実態の把握につ

いてですけれども、私ども包括支援センターのほうでは、年に１回、要介護・要支援認定を

受けた方の認定調査票と主治医の意見書を確認しまして、患者の実態を把握しているところ

でございます。 

  これに基づきまして、実態を確認したところ、１年間で要介護認定を受けた方が834人と

なってございまして、この834人の中で認知機能の低下が見られる方が490人となってござい

ます。この中の490人のうち304名が認知症の診断を受けている方となってございます。残り

の186名につきましては、診断を受けていない方や疑いのある方となってございます。 

  当町では、介護保険申請の第１位が認知症というふうになってございます。これは、全国

の15.8％を非常に大きく上回っているような状況となってございます。 

  以上です。 

○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。いろいろな手だて等、今、説明がありましたが、い

ずれにしても、認知症にかかっている方の把握はされているということで理解をさせていた

だきました。 

  今の質問の中でもありましたが、実際には認定というか、認知症として診断された304名
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ですが、実は、その事前に当たるような方も数名というか、かなりの数、490名ですから、

かなりの数がいらっしゃるのかなということで、この関連で、次の質問にちょっと移ってい

きたいと思うのですが。 

  ２番目には、いわゆる認知症ではないのですが、それの軽い部分といいますか、なりかけ

というか、ひょっとしたらというか、そんなレベルだと思うのですが、軽度認知障害（ＭＣ

Ｉ）と、これ英語でありますので、英語の発音が悪いので言いませんが。障害の状況を早期

に発見し、対応次第では発症を防ぐことが可能と言われております。当町として、このこと

の取り組みを考えているか、また、そうでなければ、なかなか予防というのは難しいかもし

れませんが、別の予防策の考えはあるのかという質問でございます。 

  軽度認知障害ということを、これ新聞記事でございますが、ちょっと読み上げて紹介した

いと思いますが、認知症の一歩手前の段階で、年齢相応よりも物忘れが多いなど、認知機能

が低下している状態を示す。生活を送ること自体に支障はなく、軽度の認知症とも異なる。

65歳以上の４人に１人は認知症かＭＣＩに該当するとの統計もある。ＭＣＩから認知症に進

行する人は、１年で10から15％されていると、こういう説明がございました。 

  これで、実は、軽度認知障害の段階で手だてをすれば認知症に行かないということの活動

が実は始まっておりまして、これは、北海道のＮＰＯ法人と大学が一緒になりまして、実は

北竜町と寿都町の70歳以上、両方で1,400名を対象に、認知症予防の実証実験、つまり、Ｍ

ＣＩになっていないかどうかを見つけるテストを行って、もし見つかれば、発症を食いとめ

る運動プログラムに取り組んでもらうということです。20分ほどのテストで、タブレットで

行うようですが、単語を覚えたり立体図形を読み取ったり、きょうは何日ですかとか何曜日

ですかというようなことを答える内容なのだそうですけれども、一定以下といいますか、点

数が満たなかった方については、週１回１時間程度の運動のプログラムへの参加を呼びかけ

て、実際、何週間か続けるのだと思いますが、このようにして生活習慣を変えることによっ

て、やらなかった人、それから、やった人との比較が当然できるわけで、これを８月からス

タートしているということでございますけれども、このことによって生活習慣を改善すれば、

５割から７割の人の認知症の発症を抑えることができると。本当かどうかわかりませんけれ

ども、そんなふうに言って、この実験を８月から始めているようでございます。このことを

もし知っていらっしゃったら、このことに対するコメントも含めて、このような取り組みを

町として少し考えてみてはどうかと思うのですが、いかがなものかということと。まだほか

に予防策として、何かの考えがあればお答えをしていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 今ご質問にありました北竜町と寿都町でのテストの関

係でございますけれども、ちょっと私どももよく把握はしていませんで、北竜のほうに確認

をとらせていただきました。この研究については、札幌の北翔大学というところが絡んでご

ざいまして、こちらのほうが、北竜町の70歳以上の方、全員で500人ぐらいだということな

ものですから、北翔大学だけで訪問によるテストというのは、町民が受け入れがたいという
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部分がございまして、役場の職員もサポートに入って一緒にやっていきましょうというよう

な中身で開始されているところでございます。 

  この結果については、追々北翔大学のほうが公表されると思いますので、その状況を見な

がら、いいものか悪いものかというのは判断できるのかなというふうに考えてございます。 

  また、当町について、ＭＣＩと言われる軽度認知症の関係でございますけれども、私ども

の町では、ＭＣＩを把握するために、平成20年度から、65歳以上84歳までの方を対象に、物

忘れ予防検診、高齢者用の集団認知検査といいますけれども、専門的用語では、ファイブコ

グという検査法を用いまして、平成28年度までに152名の方が受診してございます。この中

で、ＭＣＩの該当者は84名で、受検者の55.3％がＭＣＩというふうに判断されてございます。 

  ＭＣＩになられた84名の方に対しましては、町としまして、やや低下の方が65人。この

方々に対しては、予防のためのパンフレットや予防事業への案内を送付させていただいてご

ざいます。残り19人の方は、機能低下というふうに判定されておりますので、私ども実施し

ております介護予防事業への参加を勧めてございまして、専門医への受診や介護申請につな

げております。 

  もう１点、私どもことしの９月から、町内の80歳以上のひとり暮らしの高齢者に対しまし

て、160人程度いるのですけれども、包括支援センターの保健師２名が個別訪問によりまし

て、本人の状態、認知にかかわらず、機能低下とか、そういう部分を含めまして、状態を確

認する作業にこの９月から取りかかっている状況でございます。 

  以上です。 

○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。私のほうで少し、いろいろな取り組みに対しての知

識がちょっと少なかったかなと。話を聞いていて、しっかり取り組んでいる部分もあるのだ

なということを改めて認識をさせていただきました。 

  別な手法でのＭＣＩの把握をされているということでございました。84名の方のうちの、

それぞれ度合いに応じてカリキュラムといいますか、改善に向けての対応についても指導を

されているということでございますので、このことについても進めていっていただきたいと

思いますし、また、９月からの80歳以上の方へのフォローについても説明がありましたので、

このことも積極的に取扱をしていただければなというふうに思います。 

  先ほど申し上げました北竜と寿都での、北翔大学なのですが、結果がいつごろになるのか、

この内容からはわかりませんけれども、ぜひ、せっかくの試みですので、同じことがこの町

でできるかどうかわかりませんが、その結果といいますか、できたら改善のプログラムの結

果までを含めて、だから半年とか、そのぐらいかかるかもしれませんが、その状況をしっか

りウォッチしていただいて、今やっていることとあわせて、こういった取り組みも考えても

いいのかなと。今、返事はできないかもしれませんが、将来に向けて、この結果を尊重する

と言いますか、活用するという考えは、今の段階では何とも言えませんか、どうでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 



- 49 - 

○健康福祉センター長（原 信也君） ただいまご質問のありました北竜町、寿都町で行われ

ます、北翔大学の研究の関係ですけれども、ここの場所で使われる手法については、タッチ

パネル方式を使うということで、一種のタブレットを持っていって、さわっていただくとい

う。私どもの包括支援センターのほうにも、民間のほうから同じようなソフトの導入と言う

ことでお勧めがございました。正直なところ、これが本当に役に立つのかどうなのかという

のは、今のところ判断ができない状態なものですから、この北竜の検査の状況を見まして、

いいものであれば、それを活用して、当然ことしの９月から個別訪問をやっておりますから、

その中での活用も検討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（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ありがとうございました。 

  それでは、次の質問に移ってまいります。 

  ３番目ですが、予防や発症者のケアのために地域が担える役割としてどんなことが考えら

れるかということでございます。 

  地域が担えるといっても、個人対応ではとても難しいことがございますし、予防の部分に

ついてはいいのですが、仮に発症者の方が、同じような生活圏の中でいらっしゃるというと

きに、家族であるとか、親族等が支えるとかというのもあろうかと思いますが、それも、現

実、高齢化で、子供たちが別のところに暮らしていたりとか、ご夫婦だけだったりとか、単

身だったりとかというケースが、本当に地域では多く見られるわけで、やはりなかなか家族

周りではちょっとフォローができないという状況の中で、どうしても自治体であるとか地域

と行政に頼らざるを得ない部分がきっとあるのだろう、こんなふうに思うわけでございます。 

  それで、例えば、ならないにこしたことはないのですが、なってしまって、通常、一般社

会の中で暮らしているときに、たまたま洞爺の地域でＧＰＳを活用した、徘回といいますか、

好きなところに勝手に行ってしまうというおそれのある方を、ＧＰＳを使ってウォッチして、

家族というか面倒を見る方の支えにしようというような取り組みを民間の中でやられている

ようでございますが、私も知ってはいますが、中身を詳しく存じ上げているわけではありま

せんので、参考まででございますので、行政としてどんな支援をしているのか、その活動が

どんな活動をされているのかを、ちょっと簡単にご紹介をしていただきたいと思いますし、

そのことも含めて、今申し上げました、地域が担える役割についての答弁をお願いしたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） ご質問のありました、地域でに萎える役割の中で、ど

のようなものがあるのかということでございます。 

  今ご質問の中にありましたＧＰＳ、実際に行われている事例として、洞爺共助のまちづく

りネットワーク、こういう民間団体ですけれども、見守り活動の一環としまして、腕時計型

のＧＰＳを認知症の方に貸与いたしまして、徘回でお困りの方に無償で貸与している事業で
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ございます。 

  これは、認知症の方に身につけていただくことによりまして、どこへ行ったかわからなく

なった場合に、ＧＰＳ機能によりまして位置を特定し、探し出せるものでございます。今現

在８台の貸し出しを行っている状況でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 私のほうからも一言、ご説明させてもらいたいと思います。 

  まず、認知症に対する正しい知識、理解を持って、地域で認知症の人やその家族に対して

できる範囲で手助けをする、いわゆる認知症サポーターという皆さんでいらっしゃいますけ

れども、このサポーター養成講座は、全国でも養成されており、当町においても毎年度開催

されているところでございます。昨年度は、ある金融機関の職員が、万が一そういった認知

症が来られた場合の対応というような形の勉強会をしたいというようなことから、サポー

ター養成講座を受けたところでございます。 

  そういったところで、こういった認知症の方、もしくは軽度認知障害のある方の支援をし

ていくというのが、取り組みの一つの事例でございますが、また、万が一、そういった軽度

認知障害というような診断を受けた場合、本当に本人にとっては物すごくショックなことだ

というふうに私は思っております。これは、人権の尊重というところもかかわってくる問題

かというふうに思いますので、周りの人たちが、あなたは認知症だよねとか、軽度認知障害

だよね、もちろんそんなことを言うことはできません。あくまでも地域の方が、近隣の方た

ちができることといたしましては、私は、家族並びに本人の方から、そういったお助けをし

ていただきたい。何かあったときに助けていただきたいという信号を発したとき、まさにこ

のときが、その手助けをする第一歩ではないのかというふうに考えているところでございま

す。 

  そういったところでは、常日ごろから地域の人たちが、そういった疑いがあるけれども、

表にはあくまでも出さず、自分たちでそういった理解をした上で、何かあったときにはとい

うところで、お助けをしていただくということが私は最善ではないのかなというふうに思っ

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 本当にどんなことが担えるのかなと私も考えた中で、今、皆見課長

がおっしゃったように、この方がそうですよということを公にするわけにもまいりませんし、

人権の問題もございますので、わからないようにどうやって手助けするのかなみたいなこと

がありました。今、本当に明確な答えをいただいたのですが、家族の要請があったり、戸締

まりが大丈夫だろうかとか、本当に小さなことかもしれませんけれども、温かい目で、特に

日中とか気をつけて見ているとか、そんなぐらいしか、ひょっとしたらできないのかなとい

うふうに思っておりましたけれども、今いい指摘をしていただいたのかなというふうに思っ
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ております。 

  これも、事務の報告書の中で、認知症の施策推進事業という中で３項目、28年度に挙げて

ありまして、先ほど皆見課長から説明ありました、認知症サポーター養成講座ということに

ついても、るる説明がしてございました。28年度から多分取り組まれているのだと思います

けれども、これは、ただ、養成をするけれども、どんな場面に支援をしてほしいという期待

で養成講座を始めたのか。 

  それから、認知症のガイドブックについても作成をされております。これは、実際にガイ

ドブックがございますので、予防やサービスを利用するまでの流れや、認知症に対する情報

が書いてあるということですので、それはいいとしまして。 

  もう１点、認知症地域支援推進委員の配置ということで、27年、28年と、それぞれ１名ず

つ計２名の配置がされているようでございますけれども、この推進委員の方の身分といいま

すか、どういう立場でお願いをしているのかということと。ひょっとして、国とか道の設置

要請があって設置しているのか、また、どんな業務をされるのか、このサポーター養成の件

と地域支援推進委員の件について、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 私のほうからは、認知症サポーター養成講座の件についてご

説明申し上げたいと思います。 

  認知症サポーター養成講座は、これはかなり前から取り組まれております。先ほども説明

いたしましたけれども、全国で推奨されている研修でございまして、サロンサポーターにつ

きましては、地域の通いの場の自主運営を推進するために育成講座を受講していただいてい

るところでございます。 

  講座は、全４回開催をして、昨年が延べ136名、修了が25名となっております。あくまで

も認知症サポーター養成講座というのは、認知症を理解していただくというところから始

まっております。まずは理解がされなければ、どういったサポートをしていけばいいのか、

支援をしていっていいのかというようなことがわからないというところがございますので、

まずは理解をしていただく。その中で、自分がどういった形で認知症の方を支援していくの

か、サポートしていけるのか、そういったところをご自身なりでお考えいただきながら支援

をしていただくというような、全国規模の取り組みのものでございます。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 引き続きまして、認知症の地域支援推進委員の関係で

ございます。 

  こちらのほうにつきましても、認知症施策の推進総合戦略、新オレンジプランといいます

けれども、この中に明記されているものでございまして、各市町村に配置してくださいとい

うことになってございます。当町におきましては、27年度に１名、28年度に１名の計２名を

配置してございます。 

  この支援推進委員については、何を目的として推進をするのかという中身についてでござ
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いますけれども、この推進委員につきましては、地域において認知症を理解していただく

方々、そして、地域での活動を行ってもらう方々、認知症サポーターの育成という形でここ

に、先ほど認知症推進委員というか、サポーターに結びついてくるのですけれども、こうい

う方々の育成を主に、あと、地域の啓発活動、そういうものを目的として配置されている巣

員委員でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） いろいろ大変なことが多いと思います。適切な予防策もなかなかな

いようでございますけれども、あくまでもいろいろなことにチャレンジ、トライして、少し

でも予防に努めていただきたいということと。仮になった場合には、地域社会で、皆で支え

ていこうという気持ちだけはしっかり持っていかなければいけないのかなということを申し

述べて、認知症の予防についての質問を終わらせていただきまして、次の質問に移ってまい

りたいと思います。 

  ２番目は、害虫対策についてということでございます。 

  １番目に、生命を脅かす蜂・マダニ・ヒアリ等の予防策についての考えと、その具体策は

ということで、第１問目の質問でございますけれども、マダニ、ヒアリ等は新聞紙上で時々

出てきたりしていますし、ヒアリについては、上陸が確認されていますけれども、まだ具体

的な被害はないようでございますけれども、蜂・マダニ・ヒアリという、どれということで

もないのですが、生命を脅かす可能性があるということで、今もうできている対応、それな

りに続けていかなければいけませんし、これから起こるだろうことに対しては、早目に対応

をしてはどうかという観点で質問をさせていただくものでございます。 

  まず、蜂については、多分季節としては、私も余り知識として詳しいものを持っているわ

けではございませんが、この秋口が蜂がすごく活発化するといいますか、行動が盛んになっ

て、巣づくりも一気に進むというようなことも聞いております。まずは、蜂の駆除というこ

とで、その辺の仕組みが今どうなっているのかもちょっと教えていただきたいということも

あります。多分公共施設は、蜂の駆除は町で対応しておられるようですけれども、また、昨

年かなんかは、毒ガの対応で苦慮されたということもあります。公共施設は町で対応してい

るようですが、一般の住宅等については、個人の責任でやらざるを得ないというような状況

にもなっているようですが、その辺も含めて説明をいただきたいということと。 

  マダニということについては、これはウイルスによる感染症で、死亡の事例もニュースに

出ておりました。これも英語でＳＦＴＳ、重症熱性血小板減少症候群とかという難しい名前

で、これは、マダニに直接かまれる場合、要するにウイルスを持ったマダニにかまれる場合

と、ウイルスを持ったマダニが、動物を媒介して人間に感染するという場合があるようでご

ざいます。先だっては、愛媛でマダニの実物を、説明するのに公開したら逃げ出して、見つ

からなくて大変大騒ぎになったということもニュースになっておりましたけれども、このマ

ダニに関しては、どんな注意を払ったらいいのかというような観点。 
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  ヒアリについては、日本での被害はまだ報告されていませんけれども、どちらかというと

中国からのコンテナに潜んでいて、全国の港湾施設のあちこちで発見されているようでござ

います。この件に対しても恐らく、もう実際に港湾施設等に入り込んでいますので、これ外

来種ということで、措置する対応なんかが、もう国や道を通じて、対応の仕方についての案

内といいますか、来ているのではないかと思いますけれども、あるか、ないかも含めて、具

体的な予防策について、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 害虫対策について、蜂・マダニ・ヒアリ等の予防策、具体策につ

いてということでございますけれども、中でも、ヒアリにつきましては、近年、マスコミ等

で大きく取り上げられて、ご存知の方も多いと思いますが、これは、南米原産の温暖な地域

に生息する赤茶色の小型のアリで、体調は2.5ミリから６ミリと大きさにばらつきがござい

まして、土でアリ塚をつくって住むこともヒアリの特徴と言われております。スズメバチと

同じぐらい強力な毒を持ち、腹部にある針で刺されると、やけどのような激しい痛みが生じ、

人によって反応は大きく異なるようでございますけれども、重度の場合、アナフィラキシー

ショックを起こし、生命の危機を伴う場合もあるようでございます。 

  ヒアリにつきましては、ことしの５月26日に兵庫県の尼崎市で発見されたアリが、専門家

の調査によりまして、６月９日に、特定外来生物であるヒアリと確認されて以降、緊急調査

が実施されまして、８月30日現在までに、全国11都府県で15の事例が報告されております。 

  ヒアリの侵入状況をモニタリングするため、ヒアリが分布している中国、台湾等からのコ

ンテナ定期輸送サービスが行われている68港湾を対象に追加的調査や予防的防除が行われて

いるようでございますが、現時点で北海道内において、その存在は確認されていないことか

ら、これらの調査結果や対応策を注視している状況でございます。 

  しかし、環境省のほうで提示されてございます駆除の方法といたしましては、速効性はあ

るようですが、まず一つ目に、熱湯をかけるという方法があるようでございます。次に、こ

ちらも速効性はあるのですが、殺虫剤を散布する。スプレーでもいいですが、液剤が望まし

いとされているようでございます。３番目に、ベイト剤と呼ばれる顆粒状やゼリー状の毒

を設置するということで、こちらは速効性は余りないようですけれども、実効性、確実に巣

ごと処理できるという効果があるようでございます。これら三つの方法があるとされてござ

います。 

  また、予防策としては、既にヒアリが確認されております東京都環境局の資料を参考にい

たしますと、１番目として、屋外での作業時には、プラスチック製の手袋を着用するなど、

肌を露出しないというのが対応策。２番目、アリが体を登りにくくするために、ベビーパウ

ダー等を靴やズボンに振りかけておくですとか、サンダル等を外に置き放しにしないといっ

た対応策が挙げられているような状況となってございます。 

  次、蜂につきましては、被害の予防を兼ねた対応策といたしまして、公共施設内におきま

しては、先ほど議員おっしゃっていましたとおり、役場職員におきまして、蜂の巣の駆除を
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実施してございます。それ以外の個人の敷地等につきましては、民間の駆除業者を紹介した

り、申し出がある場合につきましては、蜂の巣駆除に使用している防護服の貸し出しを実施

してございます。 

  また、マダニでございますが、一般にダニと聞くと、家の中の畳やカーペットに住む小さ

な生物を連想しますけれども、マダニは、それとは別の種類の生き物に分類されてございま

して、同じダニの仲間には違いありませんが、生息地も生態も全く異なっているようでござ

います。マダニは、クモに近い節足動物の仲間で、体は、顎体部と胴体の部分の二つに分か

れまして、胴体の部分に４対、計８本の足がついております。大きさは二、三ミリ程度で、

肉眼ではっきりと見えるようでございます。このマダニが宿主の血を吸って、まるで風船の

ようにぱんぱんに膨れ上がり、その全長は１センチを超えるぐらいまでに大きくなるそうで

ございます。 

  マダニは山の中の茂みや草むらに住んで、ふだんは植物の葉っぱの先などに身を隠して、

待ち構えて、それに触れた動物にくっつくようでございます。うまく宿主を見つけまして、

数日から、長いものは10日間以上、長時間にわたる吸血を済ませた後は、一度宿主の体から

離れて、休眠期間と呼ばれる成長と脱皮の時間を設けまして、このサイクルを生涯で合計３

回繰り返すそうでございます。 

  このマダニの人間に対しての危険性でございますが、マダニは、人間も寄生対象としてお

り、山の中に限らず、河川の草むら等にも潜んでおり、知らないうちにかまれることがある

ようでございます。先ほどご指摘もございましたとおり、野生のマダニはウイルスを保有し

ている場合がございまして、その保有率というのは５から15％程度と見られているようでご

ざいます。仮にウイルスを保有しているマダニにかまれた場合、嘔吐や下痢、頭痛などの症

状を引き起こす、先ほどご指摘ありました重症熱性血小板減少症候群、略してＳＦＴＳと呼

ばれるものや、マダニが吸血を始めてから48時間以上が経過すると感染リスクが高まり、感

染すると傷口から赤い斑点があらわれて、全身の倦怠感ですとか、寒気、頭痛、発熱、関節

痛などの症状を引き起こすライム病などに感染するおそれがあるようでございます。 

  マダニにかまれないための対策としては、肌の露出を防ぐですとか、虫よけスプレーを使

用する。あるいは草木にむやみに接触しない。動物が通る道には注意する。帰宅後は全身を

チェックするといった、これらの対策をとることによりまして、マダニにかまれるリスクや、

仮にかまれたとしても、ウイルスに感染するリスクを減らす効果が期待できるようでござい

ます。 

  また、仮にマダニにかまれてしまった場合の対処方法でございますが、厚生労働省の資料

によりますと、吸血中のマダニに気づいた際は、無理に引き抜こうとするとマダニの一部が

皮膚内に残って化膿したり、あと、マダニの体液を逆流させてしまったりするおそれがある

ようでございますので、できるだけ医療機関で処置などをしてしまうことが推奨されてござ

います。 

  また、マダニにかまれた後、数週間程度は体調の変化に注意をして、発熱等の症状が認め
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られた場合にも速やかに医療機関で診察を受けることが勧められてございます。 

  害虫対策としての予防策、具体先については、以上でございまして、国等からの通知と

いった部分におきましては、特にこれらに特化したものが、今現在、送られてきているとい

うことはございませんけれども、環境省なりのホームページ等の中でも、これらの対応状況

等については周知が図られているような状況となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） るる説明いただきまして、害虫の講習会みたいになってしまいまし

たけれども、確かに今こういう現実を知り、刺されない、遭わないということ、それから、

仮に遭った場合にどうするかということの説明をるるしていただきました。 

  ２番目の質問と関連しますので、そちらに移ってまいりますが、蜂の駆除の中で、業者を

紹介して、一般の住民の方の駆除のやり方でございますけれども、これから、どのぐらいの

費用かわかりませんが、五、六千円とか8,000円とか、場合によったら１万円ぐらいかかる

のかもしれません。遠くから来てもらったりすると費用がかかるかもしれませんけれども、

これは答弁は結構ですが、仮に一定の要件を、一定の要件というのは、非常に生活に困って

いらっしゃる方等が、蜂の駆除等のことがあったら、何か補助ができないのかなと常に思っ

ていましたので、少し検討していただきたい。これは、お答えしていただかなくても結構で

すけれども、少し考えていただきたいということをお願いして。今の具体策、予防策を含め

て、次の質問に移ってまいります。 

  知識も少なく、抵抗力も弱い子供たちへの注意喚起と、正確な知識や対処法をどのように

教えるのかということでございます。 

  これは、子供だけではなくて、大人にも言えることでありますけれども、蜂は、ほとんど

知っているのかなということでございますけれども、マダニやヒアリについても、今お話を

していただいた、習性であるとか特性であるとか、それから対処の仕方とか、虫そのものの

特色とか種類とかも含めて、まず自分の身を守るという、どういう守り方ができるのかとい

う観点から、指導ができないのかな。特に子供たちについては、ちょっと無鉄砲なところも

ありますし、体力的にも弱いというところもありますので、害虫から子供たちを守るために

も、そういう知識を教えることができないのかなということです。 

  このことも、ただ身を守ることに限らず、人や物の動きがグローバルに動いている時代で

ありますので、ダイナミックな移動で外来種といいますか、こういう虫たちといいますか、

こういうものもやはりダイナミックに動いている時代になってきています。外来種というこ

とになりますと、別に害虫ばかりではなくて、種の保存であるとか生態系の環境への影響と

か、別に身を守ることだけではなくて、環境の変化の生態系、環境の維持ということの観点

からも、これは教育現場でないとできないのかなというのもちょっと思うのですけれども、

このことについては、どのようなお考えをお持ちか、お伺いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 
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○環境課長（若木 渉君） ご質問のございました子供たちへの注意喚起と、正確な知識や対

処方法の伝え方でございますけれども、これにつきましては、以前、毒ガ対策で対処法を記

載した資料を全戸配布したときのような資料を、子供目線で読みやすくなるように配慮した

ものを作成しまして、町内の小中学校の全児童へ配布したいと考えてございます。 

  また、これと並行しまして、例年実施しております環境学習の機会におきましても、限ら

れた時間ではございますけれども、これらの害虫対策について周知する時間をとってまいり

たいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） せっかくですから、管理課のほうでも何かコメントがあればお願い

したいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 今、環境課長のほうからお話あったとおり、毒ガのあったときの

とおり、学校現場では、実際に網戸とかを入れて対策していますけれども、それだけで防げ

るということではございませんので、長袖の服を着るだとか、対策をするだとかを実践して

いる。 

  それから、ヒアリの件につきましては、今、全国で問題になってございますので、実際に

文科省を通じてポスターとか、各学校２枚ずつ配布、ちゃんと写真を入れてきていますので、

先ほど議員言われたとおり、こういう特徴で、大きさもこれだけだとか、むやみに駆除しな

いということで、アリを見つけたら何でもかんでもやっつけろと、まずはさわらないと言う

ことが基本で、そのポスターに書いてございまして、むやみに駆除しないと。ポスターの中

身の一部ですけれども、「日本のアリは、ヒアリの侵略を防いでくれます」と、「周りにい

る日本のアリを駆除すると、かえってヒアリが拡散することにもなります」、いろいろな注

意事項を簡単にわかりやすく、ポスター等も来て、今、掲示されてございますので、そんな

ことで取り組みを進めている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） ちゃんとやっているということで、少し安心いたしましたけれども、

子供というのは、結局興味を持てば見境がつかなくなるといいますか、その辺が逆に怖さも

あるわけで、正しい知識をしっかり持たせるという意味でも、正しい情報を提供して注意喚

起をするということに努めていっていただきたいというふうに思います。 

  ３番目の質問に移ってまいりますけれども、町民みずから身を守る観点から、町民として

の責務を果たしてもらうために条例で明記してはということなのですけれども、ちょっとこ

れ、条例までは大げさかなというふうにも、質問をしてからちょっと思っていたのですが、

今すぐということではなくて、将来に向けて検討するといいますか、将来に向けて考えてい

ただければいいのかなという程度でよろしいのかなと思います。 

  ただ、やはり身を守るという町民自身の意識の向上、そしてまた、行政としては、町民の
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不安に応える等のために、適正に対応する義務を負っているわけでありますから、予防や対

応という意味から、こういった必要性がひょっとしたら将来発生しはしないかということを

考えて、条例ということまでちょっと踏み込んだのですけれども、この辺は、今の段階では

どうかなということもありますけれども、質問として出させていただきましたので、答弁を

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） 町民がみずから身を守る観点からの対応といたしましては、あく

までも害虫から身を守る方法をいかにして多くの住民の方々に知ってもらうかが重要となっ

てくると思われますので、条例化ではなくて、広報活動を強化するということで対応してま

いりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○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。 

  それでは次に、３番目の質問に移ってまいります。 

  縄文遺跡群の遺産登録の今後についてということでございます。 

  総務常任委員会でも、開会してすぐに報告をさせていただきました。その時点では、まだ

結果がわかっている状態ではなかったものですから、報告書では、期待度を込めた形での報

告書としてまとめてございましたけれども、実際は残念な結果に終わったわけでございます

けれども、その件について、応援のメッセージ、ぜひ達成をしてほしいという気持ちで質問

をさせていただきたいと思います。 

  残念ながら今回は推薦されなかったが、次回も挑戦されるとしている。どのような問題点

があり、それをどう改善していくのか、今後の戦略はということで質問させていただきます

が、皆さんご存知なので、ここまで言うこともないのかもしれませんが、参考までに聞いて

いただきたいのですけれども、日本の世界遺産は、文化遺産、自然遺産合わせて20件近くあ

りますけれども、簡単に世界遺産にはなるわけではないということで、これは、国内の推薦

を経て、国際記念物会議、いわゆるイコモスという現地審査を受けて、その勧告に基づいて、

世界遺産委員会の審査を経て決定するという、何段階もの段階を踏まえないと世界遺産登録

にはならないという、大変厳しい審査のもとで認定される制度であります。 

  ご存知だと思いますが、平成21年から取り組まれておりまして、北海道、青森、岩手、秋

田の４道県連携のもとで行われておりまして、これ随分昔だったのですが、20年が多分洞爺

湖サミットだったと思うのですが、21年に、洞爺湖サミットの翌年ということで、縄文サ

ミットというものを実は開催して、サミット続きということもあったのですが、結構いい盛

り上がりだったなということを記憶してございます。道内では、洞爺湖町のほかに函館、伊

達、千歳が構成の市町となっておりまして、道庁では、高砂と入江の貝塚が遺跡群として登

録されているところでございます。 

  このようにして、頑張ってやっていただいたのですが、７月31日に違うところが推薦され
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たということで、残念な結果に終わったわけでございますが、まず、この問題点がどこに

あって、それに対してどう改善して今後臨んでいかれるのか。もう１回挑戦するということ

ですので、やはりその辺を解決しないと次に進んでいかないのだろうという観点から質問を

させていただきます。いかがでしょうか。 

○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） 今年度の国連教育科学文化機関、いわゆるユネスコに推薦す

る文化遺産候補につきましては、平成29年７月30日開催の文化庁文化審議会特別委員会によ

り、大阪の百舌鳥・古市古墳群を推薦、決定し、洞爺湖町にあります入江・高砂貝塚を含む

北海道・北東北の縄文遺跡群については推薦見送りになったところでございます。これにつ

いては議員も御承知のとおりでございます。 

  縄文遺跡群に課題の詳細につきましては非公開となっておりますが、縄文文化として価値

は認めていただいている中で、その大きな課題といたしましては、この地域の縄文遺跡群の

優位性、特異性、代表性についてさらに整理をして、この地域文化圏を重視する理由の説明

がもう少し必要であるなどの意見を受けております。今後も専門家、委員会からの指導・助

言を受けながら、文化庁と協議を行っていくこととしております。 

  来年度の推薦を目指し、１道３県13市町で構成する推進本部が、より内容の充実した推薦

書案をするための改善といたしまして、関係道県市町の専門性を有する職員によるプロジェ

クト会議をこのたび設置をし、課題対応として、集落、貝塚、記念物をテーマに議論をする

ことで、全体の編成作業の効率化を図るために、改訂内容の検討を行うこととなりました。 

  10月には、当町でのプロジェクト会議の開催も決定しており、今後も４道県あるいは関係

市町と連携をし、より深い議論のもとで、推薦と登録に向けて取り組んでまいりたいと考え

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） 課題ということで、私も端で見ていてと言うと変ですが、世界遺産

登録ということがずっと叫ばれていて、なかなか町の中でも縄文に対する認識といいますか、

盛り上がりに欠けて、自分も含めてですが、欠けていたのかなと。本当に白紙に戻って、本

当に世界遺産に向けて、これ何のために登録するのかまで含めて、もう１回再検討しながら、

挑戦するのはいいのですけれども、本当に何を目的にして、しっかり取り組んでいくのかと

いうものも、プロジェクトチームができるようでありますので、洞爺湖町としてもしっかり

主張して、進めていっていただきたいなというふうに思うところであります。 

  それで、私も個人的な見解なので、特にどうだということにはならないのかもしれません

けれども、縄文の遺跡というのは全国にたくさんあります。私は小学校のときに、静岡の登

呂の遺跡なんて教科書に出てきて、よく覚えているのですけれども、なぜ北東北と北海道な

のかということが何か問題になっているようでございますし、その辺の理由がしっかりして

いないといけないのだろうなというのも思っていますし。数の問題だけではないのですけれ

ども、どちらかというと青森に遺跡が集中していて、今、四つの道県でやっていますから、
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違和感を持たれたら、せっかくの足並みが崩れてしまいますけれども、これ個人的な見解で

すけれども、岩手は１カ所、秋田は２カ所なのに、青森は８カ所も遺跡として、現実にある

から、そういうことに結果的になっているのかもしれませんけれども、何か力の入れ方が県

レベルで違うのではないかみたいな気もしないでもないので、その辺もプロジェクトチーム

の中でしっかりその辺もクリアしながら進めていっていただきたいというふうに思います。 

  総務常任委員会の所管調査での報告もいたしましたけれども、たまたま私どもの入江・高

砂の貝塚、また、貝塚館も含めて、整備等が進められている状況ですから、本当は推薦の確

約を受けた中で、もっと盛り上がりができたのかなと思いますけれども、逆に今、整備が進

んでいることが、この推薦に再度挑戦するものに役に立つのだという意気込みでやっていっ

ていただきたいと思います。 

  それで、関係しますので、次の質問に移ってまいりますけれども、文化財は、法的に保護

するように義務づけられているためにいろいろな制約があり、独自性が出せない状況となっ

ている。法改正が予定されているが、新しい展開が期待できるのか。また、町民に向けて、

もっと理解や協力を求めるべきと思うが、考えはということでございます。 

  文化財保護法なのでしょうか、改定が予定されているようでございますが、もっと先にな

ると思います。ただ、中身的には簡単にしか把握してございませんが、それを所有するとい

うか、所在する自治体の意向が結構、今はがんじがらめで、なかなか手がつけられない状況

の保護法から、多少緩やかになるように変えられるのだと聞いておりますので、今回の整備

には間に合うかどうかわかりませんが、間に合ってはいないと思いますけれども、その辺も

加えながら、展示の仕方であるとか、今、課題になっているようなものがあれば、一緒に直

していければいいのかなと思ったりしています。 

  それで、先ほど言いましたけれども、今抱えている課題の解決、プロジェクトチームで

練っていくのでしょうけれども、私たちもできることがあれば協力したいというふうに思っ

ていますので、町民挙げてもう一度盛り上げる場をぜひつくっていただきたいということで

すし、むしろ、これ多分青森が中心になって進めているのかもしれませんが、関連する市町

に、むしろ当町からいろいろな提案をするぐらいの、リーダーシップを発揮していただいて、

強固な意志で推薦認定に向けて取りかかっていただきたいということでございますけれども、

その辺も含めて、２番目の質問をいたします。 

○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） 文化財は、昭和25年施行の文化財保護法に基づきまして、重

要なものを国宝、重要文化財、史跡などとして指定や選定を行い、保存団体や地域住民など

の尽力によりまして、文化財保護の成果が上げられてきております。 

  その一方で、我が国の社会状況は急激に変化し、過疎化、少子高齢化の進行により、文化

財継承の担い手の不在などによる消滅の危機に直面していることも想定されております。 

  文化庁では、継続的、計画的にその保存、活用に取り組み、次世代への継承や、まちづく

り、地域の活性化などに生かしていくことを目的として、このほど文化審議会文化財分科会
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企画調査会での中間取りまとめをもとに、広く意見募集を実施して、来年の法案提出並びに

施行を目指しているところでございます。 

  具体の方策につきましては、市町村による文化財の保護、活用に関する基本計画を策定し、

教育分野に限らず、文化財を核とした地域振興、観光振興など関連の深い分野と連携など、

幅広い活用が図られるものとなっております。 

  この改正に当たりまして、縄文遺跡群が世界遺産登録を目指す上で、また、現在、保存・

整備が進められている高砂貝塚等においても大きな影響を受けるものではございません。 

  今後、世界遺産登録を目指す上でも、縄文イベント等を通じて、町民に対する縄文の理解

を求め、特に、来年の開催が10回目の節目を迎えます縄文まつりについては、周年事業とし

てではなく、多くの方々が貝塚公園に足を運んでいただき、さらに縄文への親しみと御理解

をいただけるような事業内容となるように、早々に準備を進め、世界遺産への推薦に向けて

機運を高める取り組みを行ってまいりたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 今、入江・高砂の整備、貝塚館も含めて行われております。それは、

今の法改正の適用の前の話ですので、ならないかもしれません。これも本当に私の個人的な

意見なので、検討に値するかどうかわかりませんが、この前も現地を視察させていただいた

ときに、少し感じたことなのですが、これは物理的にしようがないのでしょうが、貝塚館が

センターにあって、海に向かって左側に入江、右側に高砂というような位置づけになってい

ますけれども、いろいろな民家が途中にございますので、高砂のほうは比較的近くなってい

ますけれども、位置的に何か連携した感じがしない。縄文ロードとかということで、道路を

うまく活用して連携をつくろうという話が何かあるようでございますけれども、街灯の統一

だとか、道路にちょっと工夫を凝らすとか、それから、特に入江の貝塚の場合は、ガラスの

壁が見られるような展示になっていまして、あの発想はすごくいいと思うのですが、なぜあ

そこに行くのに、入り口の狭い階段を上がっていって、道道ですか、道路から行くけれども、

車が置けないのに、どうやっていったらいいのかなみたいな。要するに駐車場からうまく回

る動線になっていないのかなとちょっと感じたりもしました。だから、この辺の工夫、改善

が、文化財保護法の改正によって、それが可能になるのであれば、少し検討して、これは私

の要望ですから答弁は結構ですけれども、その辺もひょっとしたら可能になるのかなという

ことで、期待ができるのかなというふうに質問をさせていただいたところであります。 

  あと、これも新聞の材料なので、何とも言えないところなのですが、やはり見せ方といい

ますか、地域振興、観光振興、それから学習の場という、いろいろなことが考えられると思

いますけれども、新しい見せ方ということを考えないと、やはり学習の場ぐらいでしか縄文

遺跡というのは考えられないのではないかな。過度に観光の資源になるとはちょっと考えに

くいですけれども、例えば今、これも新聞の記事だったのですけれども、バーチャルリアリ

ティ、スマホで、歩きながら逆に地域の、高砂の園路を回りながらでもいいのですが、スマ

ホに古代といいますか、その時代の映像を映し出しながら散策をして回るというようなこと
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が、バーチャルリアリティということで、要するに遺跡を改良しなくても、そういうイメー

ジで散策できるということが可能なようです。これ研究しないとだめですけれども、こんな

見せ方の工夫もしながら、有効に高砂、入江を活用してもらう。この町の振興にもつなげる。

このことが結果的には登録の一助として、一因として貢献するということにつながれば、な

おいいのかなというふうに思っています。 

  １項目め、２項目めの質問については、担当者の課長に伺いすればいいなと思っていまし

たけれども、これは世界遺産登録というグローバルな話ですので、最後に町長のお考えを伺

いますが、ジオパークもたくさんの予算をつけていただいて、大きな展開をされております

けれども、ジオパークと比較するわけにはいかないかもしれませんが、縄文というものも

我々の昔の歴史といいますが、地質とはちょっと違いますが、すごく関連深いものもござい

ます。ジオパークと同じぐらいとは言えませんが、やっぱり力をしっかり入れていただいて、

先ほども、何回も言って恐縮ですけれども、むしろ洞爺湖町から提案するぐらいの、確かに

三内丸山とか大きな遺跡を青森県は抱えていらっしゃいますけれども、遠慮なく申し出てい

ただいて、一緒になって登録に向けて活動ができるように。そして、私どもがお手伝いでき

ることは何なりと言っていただくという、そういうことで進めていっていただきたいと思い

ますので、それを含めて、最後に町長のご意見を賜りたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 2009年に私どもの町は、世界グローバルジオパーク、世界ジオパーク

の認定を受け、そして昨年11月に、それこそグローバルジオパークに認定された。その間、

平成21年から文科省の暫定リスト入りに、この北海道・北東北縄文遺跡群が登録されまして、

これまでいろいろ運動を重ねてきたところでございます。この間、北海道知事あるいは道議

会議員の先生方も、内閣官房のほうに陳情・要望に行っていただきました。残念ながら、ど

うも今回、三つノミネートされたわけでございますが、佐渡の金山については、どうもユネ

スコの考え方からまだちょっと遠いと。要するに、牢獄みたいなところで金を掘らせた。ジ

オパークもそうなのですけれども、伊豆半島で世界ジオパーク認定に向け、いろいろ動いて

おりましたけれども、ユネスコの考え方とややもするとちょっと違うところがある。要は、

イルカを水族館に飼っていて、それが動物虐待につながるのではないか。確かにすばらしい

資源はあるのですが、なかなか世界ジオパークに認定されなかった。佐渡の金山も同じよう

な状態だったのかなと。 

  そうすると、北海道・北東北縄文遺跡群か大阪の百舌鳥・古市古墳群というところまで来

たわけでございますけれども、残念ながら今回は、大阪のほうに軍配が上がってしまった。

来年こそはということで、私どもいろいろこれから策を講じていかなければならないなとい

うふうには思っているのですが、ただ一つ難点があると。私どもの縄文遺跡群、入江・高砂

貝塚については、一つだけちょっと難点がございまして、今、包蔵地と言われている、遺跡

群ではないのですが、その近辺に包蔵地というところがたくさんあります。要は、埋まって

いるかもしれないという部分のところが私どもの町にも相当数あります。その一角に、今、
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私どもが道道昇格を要望している道路が１本あるということで、その道路がどういうふうな

状態になるのか、これは今、道といろいろ協議をしておりますけれども、そこら辺も鑑みな

がら、私どもは今、世界遺産登録を目指しておりますので、それに向かってしっかり対応し

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） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 以上で終わります。 

○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、３時40分まで休憩いたします。 

（午後 ３時２８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 ３時４０分） 

○議長（佐々木良一君） 次に、９番、板垣議員の質問を許します。 

  ９番、板垣議員。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ９番、板垣でございます。 

  通告順に従って質問させていただきますが、きょう最後の質問者となりました。答弁がよ

ければ早目に終わりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  初めに、今回、３件ほど質問を出させていただいておりますが、初めに、町からの町民向

けの広報等についてということで質問させていただきます。 

  通告（１）に書いておりますが、町から多くの広報、広報とうや湖とか回覧とか防災無線

などが町民に届きますが、その情報を知らない町民が多いと思うが、町の考えはということ

なのです。 

  まず、どうしてこういう質問をしたかというと、いろいろな広報、私も区の班長をやらせ

ていただいておりますので、広報は月の10日に届いて、１日、２日のうちに大体配るわけで

すけれども、１カ月に１回ということで、例えば広報とうや湖の厚さよりも、挟めるいろい

ろな書類が多いときで20何枚とか10何枚とか、そのときそのときによるわけですけれども、

これをもらった人方は、一遍にはなかなか理解できないだろうなと。目も通すこともできな

いうちに次にやらなければいけないとか。また、残しておいてもなかなか見る機会がないの

かなと。町の人からいろいろ聞くと、「こういうことがあったのを知らなかったのけれど

も」と聞かれた場合に、「広報に載っていた」と言ったら、「見ていない」という、大体そ

れ一言で終わるのですけれども。 

  町としては、町民に対して本当に一生懸命、いろいろな広報を通じて、いろいろなことを

書いて、町民には周知したと言うのだけれども、受け取る側がわからなかったら、周知され

たうちには入らないなと。渡しただけ、見せただけというのではなくて、その辺が交互にう

まくいかないのかなと私は思っております。 
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  町民の、行政側から周知しているけれども、読んでいないという場面含めて、その辺の町

の考え方を、まず１回目に聞きたいと思います。 

○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） 町民への情報提供につきましては、広報とうや湖、毎月の回

覧、町のホームページ、月２回の防災行政無線等を活用して、各情報提供を行っております。 

  町民皆様への情報を有効かつ的確にできるよう、また、広報や回覧での重複がないよう努

めているところでございます。広報とうや湖につきましては、限られた紙面の中で有効かつ

効率的な情報提供を心がけており、町民に関心を持って読んでいただけるよう努めていると

ころでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、課長の言われたとおり、限られた紙面で一生懸命周知していると

いうことなのですけれども、肝心の町民のほうがなかなか、それが伝わっていないというの

が、ここにいる方は皆さんご承知だと、毎月毎月楽しみにして見ているのかなと思いますけ

れども、そうでもない方がたくさんいるということが現実ではないかなと。 

  例えば、先ほどもお話ありましたけれども、Ｊアラートのことで、北朝鮮からミサイルが

飛んできたと。まず携帯が鳴ったと。窓をあけると何か防災無線で話している。たまたま風

が強かったので、何しゃべっているか全然わからない。次に、どこかへ避難してくださいと

か何とかと、携帯でも言うし、テレビでも言っているみたいな。窓をあけないほうがいいの

かなというふうにもなるわけで。その辺がなかなか周知できないというのが実際のところだ

と思います。ただ、この間のＪアラートの場合は本当に特殊なことで、ふだんの町広報紙と

か、そういうのは私たちの努力で何とかすれば、少しでも今後喚起ができるのかなと私は

思っております。 

  そういった中で、（２）になりますけれども、例えば町の大きなイベントだとか、新たな

周知の方法も必要と思いますけれども、町の考えはということなのですけれども、例えば町

広報紙、１カ月に１回出しました。これで町民の皆さん、わかってくださいということはわ

かるのだけれども、でも、なかなかそうはいっていないというのが事実だと思っております。

100％ということは絶対あり得ないと思います。何％の方が広報紙を見ているのか私もわか

りませんけれども、隅々まで見ている方はそんなに多くはないのかなと。 

  それで、大きなイベント、例えばこの間、洞爺湖温泉地区でイベントがありました。トラ

イアスロンなんかは、町としてはこういう広報紙は入れたのですけれども、北海道トライア

スロンの開催のお知らせみたいな感じで。このぐらいのものが入っているのもわからない人

はわからないという。新聞広告も入っていたのかわかりませんけれども、これは広報に入っ

ていたものなのですけれども、ふだんと同じで余り見ていないから、わからない人がいっぱ

いいるのだなと思いました。 

  それで、例えば今回は、温泉地区からいろいろなところに行かれたわけですけれども、温

泉地区の人に限って、前の日にでも広報車を出すとかということも考えられるのかなと思い
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ますけれども、その辺の新たな周知の方法の仕方というか、その辺のことを町のほうが考え

ていれば、お聞きしたいと思います。 

○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） 町の主催するイベントにつきましては、広報とうや湖や回覧

等による開催の周知、ポスター掲示、ホームページへの掲載など、大きなイベントの開催の

際には、町民への参加のお願いも含めまして、広く周知しているところでございます。洞爺

湖マラソンや北海道トライアスロン大会など、交通規制により地域住民にご迷惑をおかけす

る際には、回覧により交通規制の内容など、きめ細やかな情報提供を心がけております。 

  大きなイベント開催には、町全体での盛り上がりと、町を訪れた方へのおもてなしの心で

接することができるよう、町民皆様のご協力が不可欠となっておりますので、イベントの開

催の際には、しっかりと情報提供ができるよう努めてまいります。 

  今回のツーデーマーチでは、交通の要衝となる駅やバスターミナル、銀行、病院、商店や

飲食店など、各所においてＰＲをしており、町全体でのおもてなしができるよう努めている

ところでございます。 

  また、前日の金曜日、また当日、土曜日、日曜日、それぞれ防災行政無線により町内広報

をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、行政側から、課長のほうからそういうお話ありました。それはそ

れでわかります。それがなかなか周知されていないから、今回こういう質問をしているわけ

ですけれども。 

  ３番目も行きます。毎月、各課のイベントなんか町広報紙に出ていますけれども、それな

んかも、これ一つの提案なのですけれども、あちこちにいろいろな場面で書いているのでは

なくて、例えば見開きの部分が一番、一番最後のページがいいのかわからないけれども、必

ず開いたら、ここにその月のイベントとか催し物が、要するにわかりやすく目次的に書いて、

町民の人が、私たちも含めてふと見て、これ何だべと調べて、何ページに書いているみたい

な、そんな格好にしたほうがいいのかなと思ったりしているわけです。必ずページが不動で、

いつもここに書いていると。時には１ページ、時には３ページではなくて、開いた場所に必

ず各課の、福祉も含めて、そういうのを全部書いてあったほうが、見たら案外わかりやすい

のかなと思ったりしているのですけれども、その辺の考え方はいかがですか。 

○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） 今、ご意見ございました、月ごとに開催されるイベントや行

事等を一覧化するご提案につきましては、広報とうや湖において、有効かつ効率的な情報提

供として、イベント、行事の一覧化も含めて、わかりやすい広報の改善を図ってまいりたい

と思っております。 

  また、担当職員の広報づくりの知識を深めなど、他の市町村の広報、そういったものも参
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考にしながら、広報の構成も含めて、全体的に見直し、町民に興味を持っていただけるよう

大幅な見直しの改善も含めて検討してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） とてもいい答弁で、ありがとうございます。 

  それで、広報紙については、今は紙のツールというか、この情報もなかなか手に届かない、

お金もかかることですし、こういうことというのはずっと続かないのかな、続くのかなと

思っております。 

  たまたま私たちが出している議会だよりというのがあります。情報を提供するのであれば、

ＱＲコードに、今はスマートフォンとか携帯でかざすと、議会だよりの場合だったら議会の

ホームページが映るのかな、いろいろなことが書いているところに飛ぶと。たまたま先月の

広報とうや湖の後に書いてある伊達信金の公告です。一番下のところに「フェイスブック始

めました」というＱＲコードがあるのです。これをかざすと、そっちのほうに行くわけです。

先ほど話題になっていて縄文の話ですけれども、クリアファイルをもらったのですけれども、

それにも必ずＱＲコードがついていて、そこにかざすと縄文の北東北から含めて全部イベン

トが書いているわけです。そういうものもこういう広報に、ＱＲコードにかざすと、中身を

見なくても後で携帯で見られるみたいな、若い人は特にそういうのが有効かなと。あと、Ｑ

Ｒコードをかざしてみると中も見られる。 

  また、広報のことを私も勉強させていただいたら、町によっては、広報コンクールがあっ

て、総理大臣賞をもらうために、第１位になるために頑張るのだみたいな担当職員がいたし

まして、例えばＱＲコードを写すと、中に入っている一部動画が見られるとか、配信される

とか、そんなことをやっているところが結構あるみたいなのだけれども、その辺の考え方と

いうのはいかがですか。 

○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） ＱＲコードでさまざまな情報提供というご提案かと思います。

先月号には、実は、防災情報無線をメールで受信できるということで、町が実施するＱＲ

コードについても、防災関連ということでご案内させていただいているところでございます。 

  また、その他情報につきましては、最近、若者を中心に、そういったサービスにおいて情

報を収集するというケースが非常に多くなっているところでございます。町にとってできる

かどうかという部分も含めまして、しっかり研究してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ぜひ検討していただきたいと思います。これからは、こういうことが

使える人が当たり前の町になっていくと思うのです。今までは、僕の世代なんか、僕は特に

疎いほうなのだけれども、そういうことは余り必要ないからと思っていたのですけれども、

そうではないなということが、次の世代、次の世代へと若くなっていく、生まれたときから

スマートフォンを持って、おぎゃーと産まれたらスマートフォンを握っているみたいな時代

になっていくのかなと思います。 
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  そういうことを考えていくと、行政側と町民との、伝えた、伝えない、わかった、わから

ない、周知した、周知されていないみたいな、そういうことがなく。少しでも、100％はな

いと思いますけれども、そういう部分でやっていただければと思います。 

  もう一つ、先ほどもスマホの話がありましたけれども、例えば私の自治会なんかは、小さ

な自治会ですけれども、ラインというのがあります。その中でグループラインを登録して、

使える人は、そこに登録しておくと、例えば、誰が亡くなりましたとか、きょうは町のイベ

ントでこういうことがありますとか、清掃のお手伝いをお願いしますとか、そういうような

ものが一斉メールで来るのですけれども、そういうことというのは、例えば町でそういうも

のを出しましたと。町民でやりたい人は申し込んで、ラインのグループになると。情報は提

供だけで返事は要らないと。そういうようなラインのグループをつくったらどうなのかと、

単純に私は思うのですけれども、その辺の考え方はいかがですか。 

○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） ただいまのご提案ですけれども、現在、議員おっしゃられる

とおり、ラインも含めて、さまざまな情報形態の中で情報のやりとりがされているというと

ころでございます。 

  現在、ラインですと、そういったグループを設定して、登録いただいた方に行政情報を提

供するということは可能かとは思いますけれども、そういった意味で、情報配信する内容等

も含めて、配信するセクションですとか、そういったところの整理が必要となっているとこ

ろでございます。 

  また、子育て世代ですとか、そういったターゲット層を明確にする手法、方法も含めまし

て、今後、そういったソーシャルネットワークサービスを活用した情報の活用については、

町としてどういったものができるのかというところも含めて研究してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） いきなり言ったので、検討していくという。余り予算をかけないで、

少しでも町民と行政の間でうまく情報が伝達できるような方法があればいいかなと私は思っ

て、今回この質問をさせていただいていますけれども、全国いろいろな町を調べてみると、

いろいろな町でいろいろなことをやっているのというのは事実で、少しでも行政側と町民側

との間にスムーズにいければいいのかなと思っておりますので、その辺のことをよろしくお

願いしたいと思いますし、また、先ほど信金でやっているフェイスブックだとか、ツイッ

ターのアカウントとか、そんないろいろなことをやっているところもありますし、これは時

代の流れというか、必ずそういう時代が来るのかなと、私は余り詳しくないですけれども、

そのような感じがしておりますので、その辺の検討を町全体としてやっていくべきではない

かと思います。この辺の考え方、町長はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 私もさっぱりそういうほうはだめで、本当はだめではいけないので
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すけれども、この時代に。今、ＳＮＳの関係になるかと思いますけれども、いろいろな手法

を活用して情報提供するというのは大事なことだというふうに思いますので、研究させて頂

きたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのとおりやっていただければ思いますので。 

  次に、２番の質問に移ります。 

  道道洞爺湖登別線中央通の大型車両通行による振動問題についてということで、私、本当

にここの場に立って、しつこいぐらいいろいろと、温泉大通り線から始まって、いろいろな

場面で町長にもいろいろなご努力をされていただいて、例えば大型通行車両が少しでも減る

ようにトラック協会のほうに働きかけたり、また、道や公安とかにもいろいろな部分で努力

されていることは知っておりますし、ご努力されているなと思っております。 

  今回、町長からの行政報告にもありましたとおり、洞爺湖温泉地区の交通安全対策という

ことで、きょうの午前中に町長報告されておりますけれども、これでは、中央通りの全面開

通により洞爺湖温泉市街地の交通状況は大きく変化しており、中央通りにおける信号機と横

断歩道の整備について、先般、洞爺湖温泉地区関係団体と意見交換をさせていただいたとこ

ろでございますと。早期に要望していきたいと書いておりますので、そのことはいいのです

けれども。 

  今回この質問をするのは、本当に細かいというか、単純な質問ですけれども、まず、大型

車両が24時間に近いぐらい、夜中も走っております。（１）に、マンホールの改善が必要と

思うが、町の考えはとあります。これはどういうことかというと、マンホールが道路よりく

ぼんでおります。要するにでこぼこというか、穴ぼこというか、そういう状態だと。そこに

20トンぐらいの荷物を積んだ大きなトラックが、基本的にはスピードも相当出ていると思い

ますけれども、そこを通ると、ちょうど通るところにマンホールがあると。そこですごい振

動とか音とか、隣近所または近隣に住まわれている方は寝られないとか、夜、地震が来たと

思ってびっくりしたとかといろいろお話を聞くわけですけれども、その辺の改善というか、

何とかしないと、この問題というのはずっと続くことだなと思っておりますので、そんなに

お金もかかることだとは思いませんので、何とか早期にマンホールの対策というか、少しで

も振動がなくなるような対策を講じるべきだと思いますけれども、その辺の考え方はいかが

でしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 道道洞爺湖登別線の中央通及び眺湖通につきましては、洞爺

湖町が管理している下水道のマンホールが車道に45個、歩道に12個ございますが、大型車両

の通行時に、マンホール周りの舗装の破損に起因する段差等の影響による振動や騒音がある

ということがございまして、これまでもマンホール回りの舗装の補修を行い、対応してきた

ところでございます。今年度におきましても、６月に17カ所のマンホール周りの舗装補修を

行ってございます。 
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  下水道のマンホールにつきましては、下水道管の維持管理上必要な施設でございますが、

大型車両通行時の騒音や振動の原因となることから、今後も車両通行や路面の状況を見なが

ら、適切な維持管理が必要であると考えています。 

  また、道内には、道路管理者である北海道が管理する雨水排水のマンホールもあることか

ら、北海道と協議、調整を行いながら維持・修繕に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ぜひやっていただきたいと思います。 

  これ夏場でかなり振動しています。冬場になると、前にも話して、しつこくなりますけれ

ども、本当に何も改善されていないと、ことしの６月ごろに担当の課長のほうにお話しした

ときに、道と検討して、少しは改善されております。だけれども、根本的な部分のところが

まだなのかなと思って質問させていただいておりますけれども、冬場になるとマンホールが、

どうしても雪が解けて穴が深くなります。要するに除雪してもきれいに除雪するわけではな

いですから、ますます振動が大きいと。ことしの冬の場合は雪がそんなに多くなかったので、

いつもよりもそうでもなかったなという感じはするのですが、ところが本格的に大型車両が

走り出すことしの冬から相当、結構たいへんなことになるのかなと思っております。 

  それで、札幌あたりは聞いたところ、例えばマンホールのふたの熱を外に出さないための

ふたがあって、耐熱があって雪も解けないものがあると聞いたこともありますし、そういう

ことも対応していかなければいけないのかなと私は個人的に思っているのですけれども、そ

の辺、町の考えはいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 冬期間、積雪時のマンホール周りの段差についてのご質問で

ございます。 

  冬期間の積雪時には、汚水のマンホールのふたの部分だけ熱で雪が解け、道路に段差が生

じることがございます。この段差につきましても振動や騒音の原因となることがございます

が、昨年、工事を行った眺湖通の車道部のマンホールにつきましては断熱ぶたを設置してご

ざいます。 

  今後につきましては、道路管理者である北海道と協議を行い、状況を見ながら、必要な箇

所について断熱ぶたの設置を検討し、維持、修繕に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） すばらしい答弁で、そのとおりやっていただければ、それも早急に

やっていただきたい。ことしの冬ぐらいからやっていただきたいなと思っておりますが、本

島に住んでいる人はずっとそこに住んでいて、これから何十年も住む。恐らく車も何十年も

通るでしょう。だからここは永遠に残る問題であって、新しい道路をつくるのであれば、恐

らくマンホールなんかきっとなかったと思うのですが、もともとあった町道だとか、それが

道道に変わった、拡幅したというような、何十年という経緯があっての今の状態なので、こ

れは人ができることなので、何とか改善していくべきだなと思いますので、よろしくお願い
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したいと思います。 

  次、（２）交差点の危険箇所、要するに見通しの悪い場所の改善はということで短く質問

しておりますけれども、中央通、眺湖通も一部そうですけれども、大型車両もそうですし、

普通車の車両も新しく開通したおかげでかなり交通量がふえていると。それは皆さんご承知

だと思っております。 

  その中で、洞爺湖温泉地区というのは碁盤の目みたく道路がなっていますので、横に中央

通りと眺湖通が走って、縦に桜通線とか四十三山通線とかいろいろあるわけですけれども、

その中で、縦通りからメーン通りにでていくときに、かなりいろいろなものが邪魔になって

というか、信号もないですし、何もないですから、自分の感覚で出ていくわけですけれども、

いろいろな道のものがあったり、砂箱みたいなものがあったり、視界を遮るような木があっ

たりとかということで、車が停止線よりも車半分ぐらい出ないと両方が見られないなときに、

左側を見ていると右側から大きいトラックがいきなり来るとか、いきなりバックしたという

こともありますし、後に車がなくてよかったのですけれども、それは私の経験です。そうい

うところを少しでも解決していかないと、またこれも大変かなと、事故でも起きたら大変だ

なと私は思っておりますが、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山崎温泉支所長。 

○温泉支所長（山崎貞博君） ご質問の中にあります道道洞爺湖登別線におきます交差点の危

険箇所の改善についてのご質問でございますが、交差点での安全を確保するために、室蘭建

設管理部洞爺出張所と随分協議を行い、改善に向け対応をしていただいてございます。 

  また、支障物件、今、ご指摘の砂箱、植栽等につきましても、その都度場所を確認してい

ただきまして、対応していただいている現状でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 対応しているということなのですけれども、私の家のところなんかあ

るのですけれども、いまだにそうなっているけれども、それも改善するということなので

しょうけれども、とにかく事故が起きてからでは遅いとよく言われます。何か事故が起きれ

ば解決するのにみたいな話もよく出ます。そういうことのないように。 

  今回の行政報告にもありましたけれども、先ほど言いましたけれども、安全対策というの

は本当に必要だと。事故が起きたら何もならないという観点からも、早期にするべきだ。ま

して、町の職員の方なんかは町の中を隅々走られていますので、どこが危ないとか、どこが

危険だとか、ここは大丈夫とか、そういう情報を共有していると思うのです。その辺のこと

も含めて、議会の場で質問されなくても、あの辺は危ないとか、あそこはすごくうるさいと

か、そういう情報を共有して、職員の同士の中で解決していただければありがたいなと思う

のですけれども、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山崎温泉支所長。 

○温泉支所長（山崎貞博君） 板垣議員ご指摘の場所の四十三山通線につきましては、出張所
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と協議をさせいただきまして、砂箱の移設をすることで対応していただく予定となってござ

います。また、そのほかにつきましても、確認でき次第すぐに対応できるよう協議を行って

まいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 解決するということで、事故が起きる前でよかったと思いますので、

くどいですけれども、事故が起きてからではもう遅いということでありますので、緊張を

持って行政というか、そういう形でやっていただきたいと思います。 

  次、３番目、交通安全対策の信号、横断歩道の設置に向けての進捗状況はということで、

先ほど冒頭に読み上げた町長の行政報告の中も書いてありましたけれども、いろいろな部分

でこれから要望、陳情としていくというような、結構前からいろいろな要望、陳情をしてい

るわけです。どこに信号つけて、どこに横断歩道をつけて、何をどうするかということも私

はまだ見えていないです。その辺も早く決めて要望、陳情していかないと、いろいろな議員、

各団体の方にお願いしてという下りがありましたけれども、早くどういう形にしていきたい、

こういうことで要望していきたいというのが図になっていないと、きちっと要望もできない

のかなと思っております。それがはっきり決まったものを私はまだ見ておりませんが、その

辺の進捗状況はいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 道道洞爺湖登別線中央通の信号機、横断歩道の設置に向けた進捗

状況等とのご質問でございます。一部、行政報告と重複する部分もございますが、ご答弁さ

せていただきたいと思います。 

  道道洞爺湖登別線の交通安全対策の進捗状況につきましては、本年３月16日、中央通、眺

湖通りの全線が開通し、５月末には眺湖通と町道洞爺湖温泉大通り線の交差点に信号機と横

断歩道の整備が完了しております。そのほかの洞爺湖温泉地区における交通安全施設整備に

つきましては、長年の要望活動の実施にもかかわらず、なかなか先に進んでいないのが現状

でございます。 

  このように、交通安全対策が進まない中、道道洞爺湖登別線の全線開通により、議員おっ

しゃいますとおり、洞爺湖温泉市街地を走行する大型車両等が増加し、さらに、観光客等が

絡む一時停止交差点での事故の増加、あわせて観光客など、歩行者の道路横断位置の変化な

ど、従来からの交通安全対策要望の内容では対応できない状況も発生してきております。 

  このような状況から、町として交通安全対策の要望内容を一度見直す必要があると考え、

先日、関係団体の皆様と要望内容に関しての意見交換を実施させていただきました。現在、

ご意見を参考として要望内容の調整を行っており、早急に内容を固め、北海道公安委員会と

関係機関に対し、強く要望を行ってまいりたいと考えております。 

  また、本年度の要望につきましては、洞爺湖温泉地区の交通安全対策が洞爺湖町の総意で

あることを伝える趣旨から、要望の実施に当たりましては、議会を初め関係団体の皆様のお
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力をおかりし、オール洞爺湖町の体制で要望活動を行ってまいりたいと考えておりますので、

その際には皆様のご協力をお願いしたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、課長の答弁を聞くと、まだはっきり図もできていない感じかなと

いうふうに思いますし、これからという話もいっぱいあった。これから要望活動をしていく

と。29年度はもう無理かなと、設置というのはできないのかな。ということは、全面開通し

てからちょうど１年過ぎてからの後に信号なり横断歩道ができるのかなという感覚で私、今

聞いておりましたけれども、その辺の考え方はいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 本当にスピード感が少しなくて、その点についてはおわびをしたい

というふうに思います。いろいろ関係団体の皆さん、あるいは地先の方々と協議をしながら、

どこの箇所が必要か、あるいはどこから移設するかというような協議をずっとやっておりま

した。おおむね、町としていろいろな意見を聞いた中で固めております。最終的に関係機関

の皆さんと、それでいいのかどうかの確認をまずしてから、大至急、できれば９月からでも

警察、関係機関に要望していきたいというふうに考えています。その際は、やはりオール温

泉、オール洞爺湖でやっていきたいというふうに考えておりますので、ご了解をお願いした

いというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ご了解というか、話はわかります。スピード感がなかなかないという

ことで、走っているトラック、車は偉いスピードを出して走っているけれども、こっち側は

スピード感がなかなかないと、ちょっと皮肉ぽく言いましたけれども、やはり事故があった

ら大変だと。 

  ことしまたインバウンドのお客さんが冬にたくさん来ると思います。そこが一番私は懸念

しているところであります。最近、車の事故なんかも、インバウンドの方がレンタカーに

乗ってぶつけて、ぶつけた後すぐ追突された方の話を聞くと、言葉も全然わからなくて、警

察も来たけれども何もわからなくて、大したけがではなかったのだけれども、そのまま、あ

したもう本国に帰ってしまうから、もう知らないみたいな場面とかがあったり、これは被害

者が日本人の場合です。 

  逆に今度、被害者がインバウンドの方であれば結構大変な問題になるのかなと。どこかを

歩いていて、例えば中国の方が中央通なり眺湖通を歩いていたときに、あの人方というのは

どこでも写真を撮ると。先ほど民泊の話にもありましたけれども、日本人がええと思うとこ

ろでも写真を撮って、結構ポーズをつけて時間かけるのです。我々の世代というのは、写真

というと結構恥ずかしくて、写ればもういいなという感じなのだけれども、とにかくいろい

ろなポーズをとって、動画にしたり写真にしたりということで、見ていても、車が来たら危

ないなという感覚。前にも話したことありますけれども、冬だったら滑って車に引かれたら
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どうなるのだろうかと、そこで死亡事故でも起きたらどうなのだろうかと思ったときに、行

政としても安全対策をきちっとしておかないといけないなと私は思います。 

  もう一つ、トラックの悪口を言うわけではないですけれども、大型車両というのは、私が

住んでいるすぐそばは、壮瞥側から上り坂になってきて、滑った上がれないと思って、思い

切りスピードを上げてきます。ちょうど一番最初の交差点が、夜の界わいで、酔った方だと

か、ここにいる方は皆さん経験したことがあると思いますけれども、ふらふら歩いているよ

うな方もいますし、冬ならきっととめられないだろうなと。夏場はどういうことをやってい

るかと言ったら、要するに歩いている人にクラクションを大きな音を鳴らして、歩いてやつ

邪魔だからどけろみたいな雰囲気でやっているのです。これ冬で、例えば外国人の方だった

らやっぱり厳しいかなと私は思うのです。その辺の考え方というか、そういうこともあるの

で、しつこく口につばをためながらしゃべっておりますけれども、本当にもし事故があった

らどうするのだ。何も対策しないで、例えば来年の５月になったら、全面開通して１年たっ

ても何やっていたのと必ずなると思うのです。だからこの辺はスピード感を持ってというか、

本当にみんなで協力しながら頑張っていきたいと思いますけれども、その辺の考え方という

か、町長の考え方があれば聞きたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま副町長が答弁しましたけれども、全くスピード感がないとい

う中で、これは深く反省しなければならないな。私が今聞いているところによると、角の立

木だとか、あるいは徐行等の看板はもう済ませましたという報告を受けていたものですから、

もうその辺はすっかり整備できていたのかなという思いでおりましたけれども、まだまだ整

備が整っていない。 

  それは、一つの課だけで済ませようとするからなかなか進んでいかない。温泉地区の関係

については、温泉支所があって、パトロールもやっています。地域の実情は非常に把握しな

ければならない。また、交通安全係に対しては、交通規制、信号、横断歩道等々、規制に係

ること、特に公安委員会との関係は交通安全係がしなければならない。実際に土現ですとか、

そういうところと交渉するときに、ただ単に担当課が行くだけではなくて、うちには経済部

というところがありまして、そこには部長もおります。今うちの部長は、洞爺出張諸所の所

長とちょこちょこ話をしているように聞いておりまして、コミュニケーションは、やっぱり

関係機関と常日ごろとっていなければならないなということも、ことしの３月に道路が開通

して、５月に信号ができた。眺湖通りも中央通りも通っている、いろいろな要素のものは

しっかり町としても考えていかなければならない。これは道の道路だから何ということでは

なくて、町にあるものは、私いつも言っておりますけれども、開建だ土現だではなくて、町

が真剣に考えて、それを実現するまでの間、それぞれの関係機関に強く要望していこうとい

うことを言っているわけでございますが、その辺は、また改めてしっかり内部体制を固めて

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） ９番、板垣議員。 
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○９番（板垣正人君） 町長、進めていただきたいと思いますけれども、本当に来年は眺湖通

と、全面開通で丸１年たっております。そこで何も解決していないとか、進んでいなかった

ら、ここでまた６月ごろまた大きな声を出さなければだめなのかなと思っておりますけれど

も。 

  観光地で、これから質問しますけれども、世界ジオパークの町でもあります。そういうこ

とで、例えば死亡事故が起きた、何かのニュースになりました。今いろいろな週刊誌もいっ

ぱいありますし、世の中を騒がせている。その中で、何の対策もしていないのだということ

になっていれば、誰がどうするのという話だと思うのです。そういうことも含めて、今、町

長言われたとおり、道だとか国だとかと言っていないで、総ぐるみで何とかやっていかなけ

れば、例えばいろいろなお願いはしましたけれども、結果はできていない。だからこういう

事故が起きたとかと、そういうことにならないように。 

  道路ができてまだ１年はたっていないけれども、この話をし始めてからもう何年もたつわ

けです。必ずそういう話をして、完成時にはできるのかなと思ったら、そういうこともでき

ていないということで、かなりおくれていると思いますので、ぜひ進めていただきたいなと

強く要望しておきます。 

  次、３番目、ジオパーク推進についてということで質問させていただきます。 

  今までの質問と違いますけれども、（１）の質問で、日本で初めて認定された町として、

アピールが足りないと思うが、町の考えは。これもまた１行、２行で簡単に質問しておりま

すけれども、世界ジオパーク、日本で初めて認定された町とかと。いろいろな部分で町長も

全世界いろいろなところに行っておられると思いますけれども、その中で、今回の行政報告

にもありました。今回、審査されたということで、審査員の講評ではということで、火山マ

イスターが噴火からの防災に向けた大きな役割を果たしていることや、火山の恵みを生かし

たジオパーク復旧活動など、数十年ごとに噴火する活火山との共生という点で、すばらしい

取り組みをしていると高く評価されましたと書いております。 

  私、皮肉ではないですけれども、高く評価されてよかったかなと思っております。思い出

せば、その前の審査されるときには、かなり町の人にもお願いして、私もジオパークのポロ

シャツを着て、市町民として先生方をお迎えしたりした記憶もあります。今回、いつの間に

か、新聞では見ておりましたけれども、マイスターの方があちこち連れていっていただいて、

いろいろな説明もあって、町長とのやりとりもいろいろあったみたいですけれども、我々は

余りわからなかったという自体が、ちょっと寂しかったという思いがあります。 

  評価は高いのだけれども、町民も余り、そのことに対してどうなのかなと、結構いまだに、

ジオパーク認定ないかの話で、されてからでも、いまだになかなか理解されていないのでは

ないかなというふうに、理解されている方もいると思いますけれども、理解されていないの

ではないか。ということは、アピールが足りないのではないかということは、今回の予算か

ら見る洞爺湖町の仕事29年度版というものもありますけれども、これでは、洞爺ジオパーク

事業費ということで576万円。中身を見ると、有珠山ジオパーク協議会負担金で395万円、マ
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イスターによる出前講座42万円、ジオサイト保全活用が45万円、ジオパークの大地と恵み運

営など95万円。ほとんどが負担金みたいな感じで、予算的にはそんなに大きくないのかなと

思っています。ジオパークの課長も一生懸命努力されて、いろいろなところから補助金を

持ってきて、されていることは承知しています。それはわかっておりますけれども、町とし

ての取り組みというか、前回の審査のときにはあちこちにのぼりを立てて、ジオパーク何と

かと、うちの店の前にも立てておりましたけれども、ジオパーク推進の店とか、いろいろな

グッズとかつくったりしてやっておりましたけれども、今回はそういうことも一切なかった

のか、あったのかは私のわからない部分なのですけれども、そういうことも含めて、ジオ

パークの町として一生懸命、いろいろなことで活用していきます、頑張っていきますと言っ

ている割りには、何かちょっと寂しいなと。私個人だけの話かもしれませんけれども。 

  第２期洞爺湖町まちづくり総合計画にも、42ページに、洞爺湖有珠山ジオパークの活用と

いうことで結構書いているわけです。主要施策なんかを読むと、ジオパークを活用した教育

を促進しますとか、洞爺湖有珠山ジオパークの普及啓発を推進します。ジオパーク資源の保

全と活用を図ります。ジオパークを活用した地域産品の付加価値化を推進しますと、ほかに

もたくさん書いているのですけれども、一生懸命やっていくということで、総合計画にも

入っているわけです。 

  そういうことから見ると、何か寂しいなと、何か物足りないなという感じがしていますけ

れども、その辺の町の考え方というのはいかがなものでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 武川ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（武川正人君） それでは初めに、洞爺湖有珠山ジオパークの関係につ

いて若干説明させていただきます。 

  ジオパークは、ユネスコの支援で2004年に設立された世界ジオパークネットワークにより、

現在、世界各国で推進されて、2015年11月の第38回のユネスコ総会において、ユネスコの正

式事業となりまして、世界遺産と同格とも言えるユネスコのプログラムになったところでご

ざいます。 

  洞爺湖有珠山ジオパークは、2009年、平成21年８月22日に、日本で初めて、世界ジオパー

クとして登録された日本の火山系ジオパークの代表格と言われております。その活動におい

ては、火山災害以降の保存と活用、火山マイスター制度など、地域の人の育成と災害記憶の

伝承による減災文化構築など、国内外から高く評価されているところです。 

  現在、日本国内43地域、構成する自治体は201の自治体に及んでおります。構成いたしま

すＪＧＮ、日本ジオパークネットワーク、これは、うちの真屋町長が理事になってございま

す。総力を挙げて国への活動支援要望を行うとともに、都道府県と連携を図りながら、ジオ

パークの認知度向上、普及活動を図っているところです。 

  ご質問にあります、ジオパークの町としてのアピールについては、ジオパーク活動への国

の支援策を捉えながら、ジオパークを構成する広域的な地域づくりとして、効果性のある事

業提案を行い、町として財源確保を図りながら年次的に進めてきたところでございます。平



- 75 - 

成26年度は、過疎の交付金、27年、28年は地方創生の交付金、これが採択されて、町の単独

予算ではなし得なかったユネスコ世界ジオパークの町としてのＰＲ事業を年次的に進めてき

たところです。 

  26年には、ジオパークで暮らすすばらしさを写真で伝えるということで、「時間旅行だか

ら」、これは今、小学校３年生以上の全部の児童・生徒、新しく３年生になった子供たち、

それから、新しくこの町に来られた教職員の先生方に毎年、地域のふるさと教材として使っ

ていただいております。それから、26年には、ジオパークの物語を伝える「大地のポケッ

ト」、シリアルナンバー入りの500のものをつくる。あるいは食材の６種類のカードをつ

くってございます。その後、こういう活動が国の目に、地方創生の流れの中で認めていただ

いたということもあって、平成27年度には、ホテルと情報拠点関係の施設へのオリジナルの

ジオパークのコンシェルジュの設置棚を17基、それから、何といっても洞爺湖町へ海外旅行

の皆様の玄関口になるＪＲの駅のところで、やはり大きくＰＲをする必要があるだろうとい

うことで、壁面に大鳥瞰図のパネルを設置する。あるいはＪＲの駅前に歓迎のＰＲ看板をつ

くる。それから、大地の恵み展を洞爺湖温泉の会場につくるということをしてございます。 

  28年には、さらに食材のカードを10種類ふやして16種類の、この町の食材のＰＲ。それか

ら、ＪＲ洞爺駅の協力を得て、バナーの設置を駅のホーム内33カ所に設置をする。あるいは

現在、洞爺湖温泉のジオパークの大地の恵み展で、やはりたまりをつくって滞留していただ

く。雨天対策の子供たちの学習にも活用したいということで、研修受け入れのプロジェク

ター、それからスクリーン等を国によって整備させていただいたということでございます。

これについては、各事業で積極的に活用しているところでございます。 

  ジオパークの活動に関する成果の検証については、イベントの来場者数、あるいは売り上

げのような捉え方をするのは非常に困難な状況にございます。このため、ＪＧＮでは、全国

的な比較を捉える仕組みとして、日本ジオパークネットワークの活動状況とジオパークの認

知度に関する調査というのを、一般財団法人の地域経営センターに委託をして実施している

ところです。 

  この2016年の調査では、全国の20歳以上の男女１万人を対象として実施されて、知名度を

含む、その活動について調査をしたところですけれども、当ジオパークは、箱根ジオパーク

とともに全国２位にランキングされているというところでございます。少しずつではありま

すが、ユネスコ世界ジオパークの町としての認知度が向上してきているのかなと思っており

ます。 

  それから、テレビ取材、あるいは企業応援ということで、放送前ということで、番組の名

前は公表できませんけれども、ＮＨＫの全国放送の人気番組が「なぜ世界にこの地域が認め

られたか」というテーマ性を持って、火山遺構、湖、温泉を歩く45分の番組の取材に既に訪

れてございます。これは、ちょうど世界審査を受けたときに、私ども対応できませんでした

けれども、ＮＨＫのクルーが来て取材をしてございます。これは11月ごろまでに全国放送さ

れる予定というふうにお聞きしております。日本を代表するユネスコ世界ジオパークの町と
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して全国的にＰＲされるものと期待しているところです。 

  それからもう１点は、食材のカードが少しずつ形になったということで、航空機内食採用

の道内有数の菓子メーカーでは、洞爺湖町産100％の赤シソを原料とする、主力のゼリーと

いうことで果実ゼリーを開発してございます。それを機に、ジオパークの食材カード、赤シ

ソを縁とする連携協力の意向、これを企業のほうから申し出てきてございますので、この後、

さらに何ができるかということをお互いに話し合っていくというところに来てございます。 

  現在、協議会のホームページをリニューアルして、より見やすくしております。今後もさ

まざま制作物を有効に活用しながら、ユネスコ世界ジオパークの町洞爺湖町を国内外に広く

ＰＲしていきたいと思います。 

  それから、先ほど、今回の審査に当たっては、広告物、広報物が少なかったのではないか

ということなのですが、実は今回、ＰＲの配布をしてございますけれども、それぞれの機関

を通して、私からの一方的な押しつけでなくて、いいよと、うちでラミネートあるいはのぼ

り、ポスター、それを何枚提供してくれたら飾るということで、これは、伊達の商工会議所、

それから、もちろん厚生省、全てのところを通しまして、洞爺湖町は43件、壮瞥町17件、伊

達は、商工会議所を含めて14件ということで、のぼり、ポスター、それらを、事業所みずか

ら手を挙げていただいて、配布させていただいた。のぼりも含めて置かせていただいたとい

うことです。 

  それから、先ほど来、電子情報ということで、もちろん私ども電子情報にも力を入れてご

ざいます。ホームページのアクセス数につきましては、洞爺湖町に来る前は２万6,000件ほ

どだったのですけれども、私どもの今の協議会のホームページは５万5,000件ぐらいアクセ

スございます。閲覧数では16万7,000件ほどございますけれども、さらに今リニューアルを

図っているところです。 

  それと同時に、アナログ的なのですけれども、みんな足で配って歩こうということで、 

１市３町の258カ所の観光関係施設、あるいは病院、診療所、調剤薬局、歯科診療所、金融機

関、美容院というところを歩いて、ここの待合室に置かせてくださいということで、私ども

のＰＲ関係のものを全て置いてきているというような状況にございます。こういうことが、

少しずつですが芽を出しまして、この９月18日に、北海道の理容ブロックの女性100人から

の集まりが来られて、ジオパークについて説明してほしい、あるいは火山マイスターのガイ

ドをお願いしたいということで、オーダーがかかってございますし、管内の子ども会育成連

楽協議会、子供のリーダーの交流会ということで、これについても四、五十名、洞爺湖町の

大地の恵み展会場を主として、そこで、トレーニングをして外に出ていくということで、プ

ログラム、10月１日に要望が来てございます。 

  このように私どもＰＲして、こういうことがありましたという広報が少なかったかという

反省はございますけれども、少ない予算で効果を上げるということで、私どもの課で持って

いる予算は少ないですけれども、地方創生のお金、あるいは協議会のお金を有効に使うこと

で、面全体でジオパークをＰＲしていこうということで、今１市３町の構成市町の幹事、課
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長方は非常に連携をとってやっているということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 大変丁寧な説明ありがとうございました。 

  課長が言われていること、さっきの広報と重なるのですけれども、現場サイドでは一生懸

命やっているだと、自分たちはこうやっていると。声を上げてくれたところには、こうやっ

て、ああやってという話ありました。私初めてというか、今まで気づかなかったのは私だけ

かもしれないけれども、私はそう思うのです。 

  だから、アピールというか、要するに、まず町民のかたがわかっていなければいけない。

１市３町なのだけれども、我々洞爺湖町の人間で、洞爺湖町を中心に、有珠山も含めて、洞

爺湖を含めて、洞爺湖町を中心に考えた立場から言わせていただきますけれども、私も観光

の仕事に携わっているものですから、例えばことし３人の人に、東京か埼玉だったか、あの

近郊の方だったのですけれども、夫婦２人で来られて、「ジオパークってどこですか」と、

まず聞かれた。僕は洞爺湖、湖の前にいたので、「ジオパーク、ここです」としか表現がで

きないと。向こうから来た人は、ネットか何かで見てきて、やはり公園というか、何か集

まったところがあるのかなというような感覚。でも、私が説明しようとすると、いろいろな

話はするけれども、なかなか。要するにどこへ行ったらジオパークがあるのだという話です。

だから、ここ全部ですと言ったって、えっみたいな話なのです。 

  一つの案ですけれども、今いろいろな団体や子供たちからオファーがありますとか、いろ

いろなことありましたけれども、例えば、ジオパーク２時間コースとか半日コースとか、１

日コースとか２日コースとか３日コースとか、そういうので、２時間ぐらいだったら、ジオ

パークのこことここは見られますみたいなものだとか、半日だとこうだとか、１日だとこう

だとかというようなことも含めて、そういうのもあってもいいのかなと。それが町のあちこ

ちにあれば、これを見て好きなところへ行ってくださいみたいなことでもいいのかなと。た

だ、現場で我々観光業をやっている人というのは、そういうことがわからないので、例えば

有珠山に行ったらすごいですよとか、噴火後、西山火口のほうへ行ったら、2000年に噴火し

た火山の遺構いろいろありますという話はするのですが、ジオパークを見に来た人は、どこ

かにジオパークがあると、これがジオパークだというのがあるというような感覚できている

ような気がします。そういう人方は、学者でもなければ、何となく興味を持って、ジオパー

クというのはどんなところなのだろうと思って来たお客さんだと思うのですけれども、これ

からは、案外そういう人がふえるのではないかというような気がするのです。 

  洞爺湖町としてジオパークを一生懸命推進していくのであれば、そういう方にも配慮する

べきであって、マイスターを呼んでいろいろな説明を受けるのは、本当に限られた人なのか

なと思うのです。お金もかかりますし。そういうことも含めて、現場の声を聞いてもらいた

いということが一つなのです。 

  それで、（２）のジオパークの推進課のあり方について伺いますと質問しておりますけれ

ども、これは、今は残念ながら、例えば土日、観光客が一番多いときは、ジオパーク推進課
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というのは、本庁の中にあって、土日は休んでいるわけです。観光のお客さんとか、ジオ

パークを見たいとか、興味を持ってくる学校単位だとか学者先生方の単位ではいいのだけれ

ども、普通の一般の方が、ジオパークということで来るのは土日が多いのかなと、人数的に、

休みを利用して。そういうときに、推進課の一部でも推進課全体でもいいから、洞爺湖温泉

地区にあったほうがいいのではないか。例えば我々が昼間、お客さんに聞かれたときに、あ

そこへ行けば全部説明してくれますみたいな、そこへ行けば全てわかりますみたいな、そう

いうところが温泉地区にあったとすれば、観光地ですから、虻田本町地区に来るよりもそっ

ちが多いと思うのです。そういう人がいれば、ジオパークのことを説明していただいたり、

何か資料をくれたり、時には外へ出て説明してくれたりみたいな、そういう方がいたほうが、

これからは親切かなと。ましてや外国人もふえていますし、そういうことも含めて、洞爺湖

温泉地区にあったほうがいいのではないかと、ただ単に思っておりますが、その辺は、町の

考えとしていかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、ジオパーク推進課を温泉のほうに持っていっては、これはいろい

ろ難しい問題がありまして、本町地区にはある程度業務集約、主管にあるところがあるわけ

でございますが、合併したときの洞爺総合支所、ここは総合支所でございますが、職員の数

が以前から比べたら非常に減ってしまっている。今、洞爺湖温泉もご承知のとおり、昔は支

所長と受付の女の子１人で、２人体制でやっていたわけでございますが、観光が主産業とい

うことで、観光課を向こうに持っていく。そして、マラソンあるいはツーデーマーチ等々の

関係もあったものですから、そこに職員を張りつけた。そして今回また、ジオということに

なりますと、なかなか今現在は非常に厳しい状況があるかな。 

  そんな中で、私が町長になりましてから、職員にお願いしているのは、職員にそれぞれ自

分たちの課の仕事はしっかりやってもらう。だけれども、防災関係とジオの関係は、自分の

職場以外の仕事なのだけれども、皆一緒の仕事だと思ってやってほしいということで、年何

回か勉強会もやらせていただいております。今、毎月地域に地域担当職員が各自治会長さん

のところを訪問して、まずは防災の関係とジオの関係を説明してくれということで、その報

告は、毎月私のほうに報告が上がってきますので、それはチェックをさせていただいており

ます。 

  また、ビジターセンターあるいは観光振興課、あるいは商工会、また、ＮＰＯ等々が今一

緒のフロアに入っているわけでございます、ビジターセンターは別なところですけれども、

そこについても、やはり先ほど職員が勉強しているように、防災あるいはジオの関係、これ

はやっぱり職員一人一人が説明できるような体制づくりを今やっている途中でございますが、

さらにそれに磨きをかけ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。 

  余りにも今、温泉支所のほうにだけ人数が多くなってしまうということになりますと、洞

爺の総合支所の関係がどうなるのだ、いろいろな絡みが出てきます。ですから、今ちょっと

ジオパークだけを向こうのほうに持っていくというのはなかなか難しい状況にあるかな。観
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光協会には英語を話せる方を今雇い入れております。ジオのこともいろいろ勉強していただ

いております。ビジターセンターにおいても、火山マイスターになっていただいている方も

いらっしゃいます。ジオのことはよくご存知の方でございます。また、温泉利用協同組合に

おいても、職員で、地質学あるいはマイスターの称号を持っている者もおります。町内には

至るところにそういう方がたくさんいるわけでございまして、そういう方々のネットをしっ

かり結んでおけば、決して温泉のほうにジオパーク推進課が行かなくても対応はできるかな

というふうに思っております。ここしばらくはこういうふうな体制をとっていきたいなとい

うふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 私、なぜこういう質問をするかというと、最初、ジオパークのアピー

ルが足りないのではないかという話しました。これは、要するにわかっている人はわかって、

わからない人はずっとわからないみたいなことで、基本的に町民の方も観光客の方も、わか

りやすくなればもっといいのかなと思っておりますし、そのために、観光地に私もいると、

生の声をそのまま、日本人であろうが外国人であろうが、聞くということは、本当に次にジ

オパークを推進していくために何が必要かな、生の声を聞くことによって、いろいろなアイ

デアとか、どうやって手を打てばいいのかというのが出てくると思うのです。 

  そういう意味で、私一番窓口的に、課が全部でなくて、例えば担当の専門の人が１人か２

人ぐらいいたしましたほうがいいのかなというふうに思っていますし、要するに庁内の人事

の事情の中で、温泉地区だけに職員をふやせないということだと思いますけれども、今、ジ

オパークは後からできたものですから、先ほど言いましたとおり、ジオパークはどこと聞か

れても、ここだよとはっきりしたものはないですし、説明するには相当時間もかかるだろう

し、それはやっぱり専門の人がちゃんといたほうがいいかな。先ほど町長言いましたけれど

も、あちこちにいますと。火山科学館ではなくて、マイスターがいる火山科学館のほうです

か、ビジターセンターのほうに行けば必ずいろいろな説明していただけますと、皆さんがわ

かれば、そうしますし。その辺の考え方というのは、くどくなりますけれども、いかがです

か。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 実は、この間も洞爺湖温泉の役職を持っている方々からお話がありま

した。我々もジオパーク、少し勉強しながらＰＲしないとだめだよな。町長は、ユネスコグ

ローバルジオパークのバッジをつけていると。これ何とか俺たちにもくれないかと、俺たち

もつけるからと、そして一生懸命ＰＲするからというふうなことを言っていただきました。

たまたまきょう、担当課長のほうに、これもう少しつくろうということで、温泉の方々にも、

私、観光客が来たときにジオパークの紹介してあげるというときには、ぜひそういう方々と

いろいろ話し合いを持っていきたいなというふうに思っております。 

  また、きのうおとつい、ツーデーマーチのウェルカムパーティーがございました。そのと

きにお２人の方、別々の席の方でございましたけれども、１人は宮崎市から来た女性の方で
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した。ジオパーク、私も本当に非常に興味があるのです。洞爺湖有珠山ジオパークの売りは

何ですか。ここは火山との共生です。今、議員おっしゃっていただいた、今から11万年前の

大きな火砕流噴火活動でできた洞爺湖、そして、今から約５万年前に火山活動でまた盛り上

がって、隆起してきた中島、それと今、活火山有珠山があります。この活火山の恵みを私た

ちも享受している地域でございます。火山灰によって肥沃な大地、すばらしい大地、洞爺の

農村地帯、グローバルギャップを日本国内の農協で第１号に取得したすばらしい農産物をつ

くっているところ。あるいは火山灰でできた内浦湾の有珠の岩礁から大岸のほうにかけての、

いわゆる魚の住みやすい、また、貝類の住みやすい岩礁があります。そして、何よりも温泉

があります。火山の恵みの温泉にどうぞきょうはゆっくりつかっていってください。 

  もう１人の方は、別なところから来ていて方、大阪の方でございましたけれども、都市に

はジオパークはないと。ここは一生懸命ジオパークやっているけれども、ジオパークとはど

ういうことなのですか。同じようなお話をさせていただきました。そういうことがジオパー

クなのですかということで、お話をさせていただいたお２人の方にはご理解をしていただい

たかなと。来年もぜひ来てくださいというお話をさせていただきましたら、必ず来るからと

いうことを言っていただきました。来るかどうかはわかりませんけれども、それが一つのお

もてなし、ジオパークのＰＲにもつながっているかなというふうにも思っておりますので、

今まで手がつけていなかった洞爺湖温泉の、いわゆる実力者の方々から逆に、こういうバッ

ジをくれないかと、我々も応援団の一員になるからということを承りましたので、それこそ

私どももしっかり対応していかなければならないなというふうに思っていまして、今、観光

協会あるいはＮＰＯ洞爺にぎわいネットワーク、洞爺湖温泉の情報源の一角になっておりま

すので、そこらのところはしっかりまた皆さんとご協議、また、理解を深めていただけるよ

うな努力を私どももしてまいたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 町長、今そういうお話しされました。一般の町民だとか、その施設に

よっては温度差があると思います。町長だからそういうお話ができたかなと思います。 

  そのためにも、先ほど言ったような史上的なわかりやすい、本当に観光客として遊びに来

た方がジオパークを楽しめるみたいな、そういうものを、本当に簡単なものでいいのですけ

れども、パンフレット的なものがあればもっといいのかなと思います。 

  ジオパーク推進課のことも含めて、これからジオパークのことを進めていく、要するに日

本で初めてのということが、日本で最初というのはなかなかないですよね、最初というのは、

第１号とか。それも名誉な称号なので、ぜひそれを生かして、これからまちづくりも検討し

ていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、９番、板垣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。 

─────────────────────────────────────── 
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◎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 ４時５１分） 
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