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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２８年６月１０日（金曜日） 午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 諸般の報告について 

日程第 ３ 行政報告について 

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 

日程第 ５ 一般質問について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第５まで議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１４名） 

  １番   岡  崎     訓  君    ２番   越 前 谷  邦  夫  君 

  ３番   五 十 嵐  篤  雄  君    ４番   髙  臣  陽  太  君 

  ５番   千  葉     薫  君    ６番   立  野  広  志  君 

  ７番   小  松     晃  君    ８番   沼  田  松  夫  君 

  ９番   板  垣  正  人  君   １０番   七  戸  輝  彦  君 

 １１番   篠  原     功  君   １２番   大  西     智  君 

 １３番   下  道  英  明  君   １４番   佐 々 木  良  一  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（０名） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 

 

町 長 真  屋  敏  春  君 

 

副 町 長 

 

森     寿  浩  君 

総務部長

兼 

総務課長 

伊  藤  里  志  君 

 

経済部長 

 

澤  登  勝  義  君 
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洞爺総合

支 所 長 
大  西  康  典  君 

企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 

税務財政

課 長 
佐  藤  久  志  君 住宅課長 山  本     隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
原     信  也  君 

観光振興

課 長 

兼洞爺湖

温泉支所長 

佐 々 木  清  志  君 
産業振興

課 長 
佐  藤  孝  之  君 

建設課長 八 反 田     稔  君 環境課長 若  木     渉  君 

上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ

推進課長 
武  川  正  人  君 

農業振興

課 長 
杉  上  繁  雄  君 

会計管理

者兼会計

課 長 

田  仲  喜 美 江  君 

農業委員会 

事務局長 
片  岸  昭  弘  君 教 育 長 遠  藤  秀  男  君 

管理課長

兼学校給

食ｾﾝﾀｰ長 

天  野  英  樹  君 
社会教育

課 長 
永  井  宗  雄  君 

代 表 

監査委員 
宮  崎  秀  雄  君   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 毛  利  敏  夫 

庶務係長

兼 議 事 

係 長 

平  間  義  陸 

庶 務 係 阿  部  は る か   
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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28年６月会議を開会いたします。 

  現在の出席議員は14名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（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、５番、千葉議員、６番、立野議員

を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告について 

〇議長（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。 

  小松委員長。 

○議会運営委員会委員長（小松 晃君） おはようございます。 

  読み上げて報告します。 

  所管事務調査報告書。平成28年６月10日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。議会運営委員

会委員長小松晃。 

  本委員会は、所管事務調査のための委員会を開催しましたので、その結果を報告します。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成28年６月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成28年６月３日。 

  ３、出席委員、私、岡崎副委員長、越前谷委員、五十嵐委員、七戸委員、大西委員。 

  ４、委員外として、佐々木議長、下道副議長の出席をいただいております。 

  説明員は、森副町長であります。 

  ６、結果、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28

年６月の会議について、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。 

  会議期間について、６月10日から６月14日まで。 

  審議日程については、裏面のとおりですので、お目通しを願います。 

  以上です。 

〇議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 
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  本会議の会議期間については、本日から14日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願い申し上げます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎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。 

  町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町議会平成28年６月会議に、町の行政報告を申し上げます。 

  一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方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。 

  金員の寄附でございまして、洞爺湖町成香325番地、増田清晴様。金額は10万円でござい

ます。 

  二つ目に、平成28年度ふるさと納税についてでございます。 

  今年度のふるさと納税に対するお礼の品の贈呈につきましては、町内の事業者に参加呼び

かけをしておりましたが、このたび、12事業者から参加の申し出があり、活ホタテや和牛、

野菜など50商品により６月１日から受け付けを開始しております。 

  今後は、特産品のほかに町内ホテル等の宿泊券も商品に加えて、洞爺湖町の魅力を全国に

発信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ご協力賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

  三つ目に、2016アイアンマンジャパン北海道大会の開催中止及び新たなトライアスロン大

会開催に向けた実証実験大会の開催についてでございます。 

  アイアンマンジャパン北海道大会は、北海道の魅力を世界に発信するとともに、スポーツ

観光のモデルとすべく、洞爺湖周辺３町、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町、並びに羊蹄山、ニセ

コ周辺７町村、倶知安町、ニセコ町、蘭越町、喜茂別町、京極町、真狩村、留寿都村による

振興局の枠を越えた新たな広域観光の取り組みとして、これまで３年間開催してきた大会で

ありますが、主催者である株式会社アスロニアは、自社のホームページにおいて、ことしの

１月22日付で2016年大会の休止を発表し、その後、２月25日の大会委員会において、大会収

支で赤字が３年間続いたため、企業として休止を決定した旨の説明がなされました。 

  この間、今後の取り扱いについて、競技団体である公益社団法人日本トライアスロン連

合、北海道トライアスロン連合及び胆振総合振興局等にもご相談をさせていただき、洞爺湖

町の観光振興対策として、新幹線札幌延伸、インバウンド対策及びサイクルツーリズム振興

などの現況下において、後志管内町村との連携強化は重要な課題であり、また、この３年間

に築いてきた関係町村のつながりを維持するためにも、将来的に同様の国際大会の開催に向

け、取り組んでまいりたいとの結論に達しました。 

  この将来的な取り組みに先立ち、問題点の洗い出しや経費削減等について検証する必要が
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あり、４月14日に関係町村会議において、洞爺湖町が中心となった実証実験として、トライ

アスロン大会の開催を提案し、了承をいただいたところであります。 

  この実証実験大会の開催最低条件といたしまして、５月末までに50人の参加申し込み者を

確保することとしておりましたが、期限までに最低条件をクリアしたことから、実証実験大

会を今年度、開催する予定であります。 

  なお、これまでの実績や伊達、倶知安両警察署からの助言に基づき、開催日を８月21日と

想定していることから、早急に大会委員会を関係10町村で組織、準備を進めてまいりたいと

考えております。また、大会長と事務局は、洞爺湖町が担う予定であります。 

  実証実験大会結果に基づき、今後について判断をし、次年度大会に向け、関係機関と財源

等を含め、協議をしてまいるところでございます。 

  四つ目に、洞爺ふるさと交流センターの利用開始についてでございます。 

  洞爺ふるさと交流センターのオープニングセレモニーを旧洞爺村開拓の日である５月10日

に同センター前で行い、副町長、佐々木議会議長、蓮井勇つどいお茶の間の会代表、洞爺保

育所幼児２名によるテープカットにより、施設の利用を開始し、出席者の皆様が高齢者サロ

ンや併設された郷土資料展示室等、施設内を見学されました。 

  洞爺ふるさと交流センターは、オープニングセレモニーに際し、議員各位を初め、町内各

団体等の代表者48名のご臨席を賜り開催できましたことに心より感謝を申し上げるところで

ございます。 

  ５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いて、次のとおり報告をいたし

ます。 

  なお、朗読については、省略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で行政報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎報告第２号の上程、報告、質疑 

○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。 



－6－ 

○総務常任委員会委員長（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。 

  平成28年６月10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。 

  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。 

  所管事務調査その１。 

  １、調査日、平成28年４月21日、木曜日。 

  ２、出席委員、私、七戸副委員長、岡崎委員、髙臣委員、立野委員。 

  ３、説明員等、西いぶり広域連合からは、高橋事務局長、田所総務課長、佐久間主幹。洞

爺湖町からは、総務部、伊藤部長、総務課、菊地主事。 

  ４、調査事項、総合行政システムについて（西いぶりデータセンターの視察）。 

  ５、調査内容。 

  西いぶり広域連合は、３市３町で構成されており、廃棄物処理と電算処理が共同で行われ

ている。当町では、廃棄物処理のみに参加している現状である。 

  平成18年に虻田町と洞爺村の合併に伴い、新たにシステム統合を図ったことから、共同電

算処理には参画せず、現在に至っている。システムの更新時期や処理費用等を考慮した中

で、共同化への参画が課題となっていることから、電算センターの施設、設備、処理システ

ム、セキュリティー等について調査を実施した。 

  ６、調査結果。 

  国道37号線に沿って、室蘭方面に向かって右手にごみ焼却施設のメルトタワーを見て、対

面にひっそりと２階建ての電算センターを確認することができる。 

  施設、設備。 

  建設費約２億1,000万円、設備費約１億1,500万円で、平成19年９月に竣工している。マシ

ン室、帳票処理室、オペレーション室など、572平方メートルで、次のページになります。

専任職員や委託先ＳＥとＯＰで運用されている。帳票等の封入作業が機械化されていて、人

的作業の削減もなされている。 

  セキュリティー対策。 

  窓は少なく、あっても30センチメーター幅で侵入を防止できる。各室への入室はＩＣカー

ドで認証し、19台のカメラで館内監視を実施している。 

  災害、停電、バックアップ対策。 

  重要度係数を基準の1.5倍で設計しており、マシン室は免震の床構造で、データ倉庫とと

もに不活性ガスによる消火対応となっている。停電時には自家発電装置の稼働で給電可能と

なっている。センターとは別な場所（災害対策サイト）に全業務データのバックアップを保
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管し、システムの復旧を可能にしている。 

  処理システム。 

  住民系、税系、保健福祉系、内部管理系等70ほどのシステムがあり、行政業務の大半をカ

バーしている。 

  以上のように、高度化する電算処理と災害やセキュリティーへの対応ができており、共同

化のメリットが生かされている。当町は、当初からの参加でないことや現行稼働システムか

らの移行など多額の初期費用や内部業務、帳票類の見直しなど検討すべき事項が多く考えら

れる。内容を十分に精査した上での判断が必要と考える。 

    所管事務調査その２。 

  １、調査日、平成28年５月26日、木曜日。 

  ２、出席委員、私、七戸副委員長、岡崎委員、越前谷委員、髙臣委員、立野委員。 

  ３、説明員等、洞爺総合支所、大西支所長、庶務課、山崎課長、社会教育課、永井課長、

三谷主任。 

  ４、調査事項、洞爺ふるさと交流センターの現況について。 

  ５、調査内容。 

  老朽化した洞爺郷土資料室の収蔵品を改修した旧洞爺診療所への移転及び展示の作業が終

了し、５月10日に一般利用を開始した。このことから、展示や管理運営の状況の調査を実施

した。利用者がいれば、感想なども聞き取れると思っていたが、残念なことに利用者はな

く、担当者より施設の案内と説明を受けた。 

  ６、調査結果。 

  改修事業費2,877万円（国庫補助1,245万円）をかけて施設が完成し、ホール、サロン、休

憩室、展示室、書籍コーナーが配置され、高齢者の交流の場と郷土の歴史を語る収蔵品の展

示が可能となった。高齢者の利用に関しては、椅子、テーブルに問題がないか、利用の状況

を考慮して改善の必要があれば対応されたい。 

  展示に関しては、１階、２階とそれぞれ、テーマ、コンセプトを持って地域住民の協力を

得てきちんと整理され、展示されていた。現在は370点の展示であるが、収蔵品が多くある

ことから、定期的な展示がえと展示品の説明に工夫が必要である。以前から懸念されていた

ことであるが、管理人や説明員が不在の施設であり、土・日・祝日が閉館では、利用に課題

があると思われる。高齢者のボランティア等、運営に協力をいただける体制づくりなども必

要と思われる。町内小中学校への利用の働きかけや実際に使用できる収蔵品の活用など検討

する必要がある。 

  湖畔にある公民館については、今年度で解体予定である旨の報告があったが、跡地を有効

に活用されたい。 

  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。 
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          〔「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。 

  どうもご苦労さまでございます。 

  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。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、一般質問を行います。 

  本日は、６番、立野議員から３番、五十嵐議員までの３名を予定しています。 

  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。６番、立野です。 

  それでは、これから一般質問をさせていただきます。 

  私、今回は３件ほど出させていただいておりますが、その１件目は、まず、熊本地震を踏

まえて、当町の防災計画及び対策の検証を行う考えがあるかどうかということについて質問

をさせていただきます。 

  ４月14日に熊本県、熊本地方を震源とする最大震度７、益城町では前震ということになっ

ていますが、地震が発生し、また、16日に同じく熊本地方を震央とする震度７の地震が発生

して、今、甚大な被害を発生しました。50名以上の方々が犠牲となり、いまだ多くの被災者

が避難生活を続けています。 

  被害に遭われた地域の皆さんに心からお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた多くの

方々やその家族の皆さんにお悔やみを申し上げたいと思います。 

  さて、これまでの震災対策では、昭和56年６月以降の新耐震基準に基づく対策として、耐

震補強対策が施されてまいりました。ところが、熊本地震のように頻繁に強震が繰り返し発

生し、こういうことについては想定されていなかったというのが実は実態であるということ

です。従来の耐震基準は通用しなかったというのが、この熊本地震の教訓でもあります。 

  2000年の有珠山、火山噴火の際には、有感地震だけでも３月28日から４月１日の間、これ

は１時間当たりですが、震度４を超える火山性地震が大体60回ぐらい繰り返し起こっていま

す。 

  火山噴火の際には、危険区域の住民は事前に避難するということが前提となっていますけ

れども、町内に設けられた一時避難所などのように避難場所となっている施設の耐震対策な

ど、公共施設及び建造物の耐震対策の検証が、今、必要なのではないかというふうに思うわ

けでありますが、この点についてどのようにお考えになっているかということをまずお答え

いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） それでは、八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 私のほうから、まずもって、建設課において、公共施設全体の

耐震化の状況について答弁させていただきます。 
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  公共施設の耐震化につきましては、平成23年に洞爺湖町耐震促進計画を策定してございま

す。それに基づきまして、耐震の改修の促進に努めてまいったところでございます。 

  その中で今の、現状でございますが、耐震改修促進法により一定の規模のある施設という

のは、町内に34施設ございます。そのうち耐震性が不足していたものは、とうや小学校、虻

田中学校、母と子の館体育館、それから、あぶた体育館、洞爺湖温泉中学校体育館、それか

ら、洞爺湖観光情報センターなど、こういうものについて耐震改修工事を実施してございま

す。 

  結果といたしまして、現在は34施設中、32施設が耐震性を保有している状況でございまし

て、耐震化率といたしましては、94.1％でございます。 

  これは、国の平成32年までに95％という目標値がありますが、それに近い状況で、今、耐

震化が進んでいる状況でございます。 

  全体としては以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の耐震化、94.1％の耐震化が進んでいるというお話は、いわゆる昭

和56年６月以降の新耐震基準に基づくものというふうに考えていいわけですよね。 

  ですから、今、私が質問したのは、そういうこれまでの新耐震基準そのものが改めて見直

すところに来ているのではないかということでお話ししたわけですが、その辺についてはど

のようにお考えですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） いわゆる熊本の連続した震度７に対応する考え方だと思いま

す。 

  改めて申し上げますが、有珠山噴火により、先ほどお話があったとおり2000年の噴火では

この地域によっても震度４クラスが何度も発生したのは事実だと思います。 

  その中で先ほども言われました建築基準法では、昭和56年以前と以降によって耐震基準に

違いがございますが、旧耐震においても震度５強程度までは一定の損傷で済む状況になって

ございます。先ほど議員がおっしゃいました56年６月以降になりますと、６強、７まで損傷

しないという状況でございますので、その中で、今、対応させていただいている状況でござ

います。 

  それから、国のコメントといいますか、国の考え方は新聞報道で私が確認したところでご

ざいますが、国土交通省の建設指導課によりますと、熊本地震による応急危険度判定の状況

を見て専門家による調査結果を踏まえた上で、今の耐震基準の妥当性について見直しが必要

かどうかを今後検討したいという回答がございますので、私どももあくまでもそれに沿っ

て、今後、耐震化対策を進めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 建物の耐震化については、国のほうの考え方によって、これから見直

しになるかどうかということになるのだと思います。 
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  いずれにしても、これは熊本だけではなくて、特にこういう地震が繰り返し起こる可能性

のある地域、そういったところについては、これまでの耐震基準では、要は建物の１度や２

度の、１度といいますか、大きな地震、６や７の地震が１度なら耐えられるけれども、それ

が２度、あるいは、その以降、小さい地震にしても繰り返し起こると、これまでの耐震基準

では建造物としてはもたないというふうに、今、専門家の中からも出ているのです。ですか

ら、この辺については、町だけではなくて当然、国が前面に出て耐震基準の見直し、それに

必要な、例えば、補助事業だとかそういったことも、これから出てくると思います。 

  いずれにしても、ただ、うちの場合については、やっぱり噴火災害というのは、火山噴火

というのはまた独特でして、近くにそういう大きな断層がなくても、既に2000年のときには

多くの方が経験したように繰り返し激しい地震に見舞われるわけです。そういう場合に、特

にやっぱり、住民が避難すべき避難所、施設等がそういう繰り返しの地震に耐えられないと

いうことになると、これは大変なわけです。ですから、その辺の見直しが必要なのではない

かというふうに思っています。 

  ちょっとこれは小さいのですけれども、見ていただきたいのは、これは2000年の噴火のと

きの実は有感地震と、あるいは、地震計で計測した地震の回数を調べています。28日から４

月１日までに最高でも１時間当たり60回の地震が起こっています。それも１回や２回ではな

いのです。もう大体毎時間、頻繁に起こるときは毎時間起こっているわけですよね。そのた

めに、実際に多くの住宅では基礎が崩れたり、あるいは、道路なども含めて陥没をしたり隆

起をしたりというようなことも実際、起こっているわけですから、その辺を考えるとやはり

人ごとではないと。 

  私たちのまちとしても特にそういう住民が避難するような施設の耐震化については、噴火

地震などによっても被害を受ける可能性がないのかどうかということをぜひ検証すべきでは

ないかと思いますが、その辺のお考えは、国の出方次第で、出方待ちで、町としては独自の

検討、検証はしないということなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 検証ということになりますが、今回この機会に、先ほど申し上

げたとおり2000年の噴火において震度４クラスがあり、実際に、私ども、今回2000年のとき

も全壊、半壊の住宅がございましたが、いわゆるそれは地震の影響ではなくて、どちらかと

いいますと噴火災害の泥流とか噴石もしくは地殻変動によるものが大部分でございました。

地震対策というよりもトータルした対策を講じていかなければならないと思いますので、先

ほど議員が言われていましたとおり、それに対する費用は莫大にかかると思います。ですか

ら、やはり、そこら辺を国と調整し、意見を仰ぎながら進めていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは次に、この建てるもののことは置いておきまして、住民の命

と健康を守るという立場から、避難の対応について質問させていただきたいと思うのです
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が、災害発生前の避難対策、あるいは、避難所の設置とか運営に関する課題の洗い出しとい

うのも、これまでの取り組みの中で検証すべきものがあるのではないかというふうに思うわ

けです。 

  例えば、大災害に対する緊急対策である避難所、あるいは、避難場所への物資の供給ルー

トの早期確保、あるいは、避難所も被災するという想定外の事態も発生して混乱を生じまし

た。また、避難所の運営人材を前もって確保する点でも、町職員とか、あるいは、避難所と

なる学校などでいけば学校関係者が当たることになりますが、全体業務の回復にも影響が及

ぶ。災害関連死を防ぐ上で、例えば、エコノミークラス症候群への対応も、あるいは、車中

泊が想定外の人数になっていると。こういったさまざまな点が、このたび熊本の地震などに

よっても浮き彫りになりました。 

  このように、熊本地震のこれまでにない特徴を学び、当町における災害に対する対応、住

民の命と健康を最大限保つには何が必要なのかという観点から、備えとして、すぐにでも着

手できることから迅速に対応すべきだと思うのですが、その点での取り組みといいますか、

見直しなどは行われているのかどうか。あるいは、する予定があるのかどうか。このことに

ついてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 住民の命と健康を守れる避難対策という部分で、避難対策、

それと避難所設営、運営に関するご質問かと思います。 

  避難所の受け入れ対応でありますが、防災計画においては、避難対策班であります健康福

祉課が避難所の設置及び管理を行うこととなっておりますが、実際に避難所に行くのは、ほ

かの対策班の職員が行くこともあると想定しておりますので、その施設において、初期段階

で必要な資料や備品を準備して受け入れることとしております。 

  ただ、受け入れに当たり職員だけでは対応できるものではございません。避難所におい

て、自治会組織をつくっていただき、職員と避難者が役割分担をもって避難所運営を行って

いきたいと考えております。 

  そのためにも、自治会ごとで避難所に入っていただいたほうが安心していただけると考え

て避難所の設定をしているところでもございます。 

  避難所においては、集団生活の中から自由がきかないところでもあり、車の中で夜を過ご

す方も少なくないところでございますが、健康面からもよろしくないので、注意喚起ができ

る環境を整備していかなければならないと考えているところでございます。 

  また、災害発生前の避難対策でありますが、避難所設置時において、どのような障害があ

るか検証していかなければならないところでございます。施設については、見ているつもり

ではございますけれども、改めて確認をしてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） このたびの、これは熊本にかかわらず、さまざまな地域での災害が、

繰り返し、この間に起こりましたよね。 
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  私たちは、16年前に噴火による避難も余儀なくされました。私たち自身もそういう経験を

持っているわけです。そういう中で、今、課長が答えられたことというのは、これまでの回

答とほとんど変わっていないなと。 

  今回、例えば、熊本で実際に課題となって、さまざま出てきている問題に対しても含め

て、当町の、では今の対策として、もし、これが１週間、10日のうちに、津波なり、あるい

は、火山噴火があった場合に、きちんとした対応ができる状況に今、あるのかどうかと。そ

ういうことを考えたときに、私はまだまだやっぱり十分ではないなという気がするのです。 

  例えば、前にも質問をしていましたけれども、一番肝心なのは、防災計画の中にもきちん

と明記できていないのですけれども、災害発生前、いわゆる災害が発生する可能性がある、

そういう判断をしたときにですね。そのときに、それぞれの住民がまず、避難所までどう

やって避難をするのか。これは歩いていく人、車で行ける人はいいかもしれません。しか

し、実際に人の手を借りなければ避難できない、そういう方々に対しては、ではどうするの

だと。 

  避難の必要な方々については、大体１人について２人ぐらいが名簿登録して、そして、支

援することになっていますよというように前も言われました。そのための手上げ方式だと

か、あるいは、周りが、民生委員を含めて、この方が必要ではないかということで名簿登録

するとかというようなことは、今までやってきたかもしれません。 

  しかし、実際に避難をしなければならなくなったときに、本当にその方々の協力が得られ

るのか。そして、本当に避難ができるのかというところまで突き詰めて、実はきちんとやっ

てこられていないのですね、実際のところ。 

  また、そういう避難を必要とする人を支援するということで登録してはいても、いつでも

そういう状況になるとは限らない。時には外出しているときもある。時間的にも遅い時間で

あったり、いろいろあるわけです。 

  ですから、そういうことも含めて、本当に、例えば、要援護者といいますか、こういう

方々に対する支援がどうなのかということも含めて、もっと何というか実のある対応が必要

になるのかなという気がするのです。 

  もう一つは、実際に避難所に行った。避難所に行ったときに、では、その避難所のまず開

設や運営についてはどうなのだということなのです。熊本の最近の状況を見てもそうですけ

れども、決してうまくいっているわけではないのですよね。 

  それで、私たちの場合は、今回の熊本の地震ではですね。避難所の対応で、内閣府が、こ

の内閣府の政策統括官被災者行政担当の参事官という名前で４月15日に通達を出したのです

ね。避難生活で保障されるべき最低限の水準というのを示しているのです。 

  どんな水準かというと、まず、簡易ベッド、畳、マット、カーペット、パーティション、

ラジオ、冷暖房機、仮設洗濯場、仮設トイレ、簡易シャワー、仮設風呂を設置するというこ

とを定めているのです。 

  国が４月15日にこうやって通達を出していながら、実は被災者に寄り添った対応が十分さ
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れていないために、それが避難所ごとにどうなっているのかという実態が把握できていな

い。そのために十分な対応ができていないということで、現地からはさまざまなやっぱり、

声が上がっているのだそうです。 

  2000年の噴火のときも、町職員みずからも避難しながら、被災者に寄り添って頑張ってい

る姿を私たちは見てきました。そういう中で、それでもやっぱり、避難所の運営とか避難者

への情報提供、こういった対応には限界があったと思うのです。 

  身近な被災住民に寄り添える行政機関というのは市町村しかありませんから、その力がま

さに問われている。平時から、その対策と準備を住民とともに惜しみなく行っていくという

ことが必要なのではないかというふうに思います。 

  町長もご存じだと思うのですが、これは「山が動いた」ということで、虻田町社会福祉協

議会が噴火から１年後の３月31日に発行したものです。町民200人の方々から、噴火のさな

か、どういう状況にあったか、どういうことを感じたかと。いろいろ苦労話も含めて出てい

ます。 

  例えば、名前は伏せますけれども病人を抱えた人。肝臓がんのために１年半前から通院し

ている方が毎日３時間ほどもかかる点滴を受けての生活をしていたと。そのやさきに噴火で

避難をせざるを得なくなった。ところが、実際に入れる病院がない。いろいろと頼み込ん

で、ようやく協会病院で作成してもらった病状などの詳しい紹介状をほかの医療機関に持っ

ていったのですが、それがきちんと生かされなかったと。そういうようなことも含めて出て

います。たまたま、この方は、その後、伊達日赤に入院されて、その近くに借りて生活され

たそうですけれども、実は、伊達の避難所に行っても、ここはいっぱいで入れませんという

ふうに断られるだけで、どこか探してみましょうかということも一切なかったというような

ことで本当に苦労したお話、例えば、町民の声です。 

  もう一つは、これは職員の方。平成14年ですから噴火から２年後、２年半でしょうか。平

成14年の８月に出されている。これは、出しているところが企画防災課の広報統計係です。

ここには、現真屋町長も１ページにわたって、その当時のことをお話しになっておりますけ

れども。 

  とにかく避難所での対応にしても、あるいは、本部との連絡のありようにしても、さまざ

まな点で本当に貴重な経験、そして、ただ苦労したというだけではなくて、今後こうすべき

だという提案も持っているのですよ、職員のこの報告書の中には。 

  ですから、こういったことも含めて、やっぱりきちんと対応していくことが必要なのでは

ないかと思うのですが、今回は熊本の地震のようなこともありました。私たちのまちは火山

噴火を繰り返しているまちでありますから、それだけに、これを生かしていく、そういうこ

とが大事なのではないかと思うのです。その点での本当に本格的な見直し作業というのをや

るべきではないかと思うのですが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） まず、2000年３月31日の有珠山噴火の部分でありますけれど
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も、噴火前に避難指示という形の中で、本町のほうに皆さん、避難していただいたところで

あります。ただ、そうした中で、避難した後に、やはり噴火が起こったということで、全町

避難の中で、豊浦町、また、壮瞥町、そして、伊達方面へ急にまた避難をしなければならな

いという部分では、大変混乱をしたところでございます。 

  そうした中の教訓の一つとして、今、防災計画の中では、まず、有珠山周辺に住んでいる

方々は、少しでも近くで避難所生活ができるという部分の中での計画を立てているところで

ございます。その一つとして、温泉、泉地区、入江４区、一番最初に避難指示、避難勧告が

出る部分につきましては、いろいろ避難所を移り回る形ではなく洞爺湖町内で、また、避難

指示解除も最後になることにもなりますので、そうした部分では、洞爺湖町内の安全な避難

所のほうへ、また避難することのない場所への避難所の計画を立てているところでございま

す。 

  また、お話の中で、やはり、避難所までの移動という部分がございました。今の部分でい

きますと、元気な方は自動車や自力で避難できる方がいるかと思います。その方は、直接、

避難所のほうへ行っていただく形になります。ただ、やはり足のない方につきましては、一

時集合場所から避難所までの輸送について当町のほうで、対策本部のほうで準備しておりま

して、道南バス、または自衛隊の方々の協力を得まして避難所までの移送をする考えを持っ

ております。 

  それから、避難所の部分で、やはり体の不自由な方々、当町には災害要支援者の方々の登

録は162名いらっしゃいます。この方々をサポートするために、周りの方々が１名、２名、

３名という形でサポートしているところでございますけれども、やはり、今、議員がおっ

しゃったとおり、そのときにその方がいらっしゃらないとか、そういう部分があります。自

助・共助という部分では、そういうお力をかりる形になりますけれども、その方がしっかり

と危険な場所から避難しているかどうかの確認につきましては、その後、職員がチェックし

ております住宅まで出向いて、しっかりと避難しているかどうかの確認をしていく形をとっ

ているところであります。 

  また、避難所の開設に当たっての運営時、適応の体制づくりという部分にもなるかと思う

のですけれども、避難所の開設につきましては、やはり住民の方々が避難してくる前に準備

をしていくこととなりますが、必要な資材は協定を結んでいる建設協会やトラック協会の支

援をいただくこととしております。 

  避難所での運営につきましては、やはり、先ほどもお話ししたとおり、避難されている

方々で自治会をつくっていただいて職員と連携をとって管理していくこととなりますが、や

はり、子供からお年寄りまで来ることとなりますので、避難所の体制づくりをしっかりとっ

ていかないといけないとは考えております。 

  また、災害弱者と言われている部分でありますけれども、やはり、今、お話しした例でも

出ておりましたように、点滴を打ったり、また、酸素吸入をして自宅で過ごしていらっしゃ

る方々もいらっしゃいます。そうした部分につきましては、医療機関または福祉施設などと
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の協定を今後結んでいく形になりまして、そういう方々がやはり安全な場所で過ごしていた

だける環境を整えているところであります。 

  また、福祉避難所という部分になるかと思いますけれども、洞爺湖町においては、福祉避

難所として洞爺湖町地域交流センター、それと洞爺にあります洞爺ふれ愛センターの２カ所

をしているところであります。この避難所におきましては、やはり、避難対象としては

在宅で介護をされており、地域包括支援センターで把握している障がいのある方、特に

車椅子で移動が必要な方、こういう方を福祉避難所で、また、乳幼児の方もやはりい

らっしゃいますので、そういう方々と家族を想定して福祉避難所を設置しているところ

でございます。 

  また、今までの教訓の中でやはり、全国の中では、いろいろな災害が発生して避難所の開

設が行われています。そうした中で、いろいろな状況を見ながら、今後の有珠山噴火、また

は、津波災害もありますけれども、そういうものに備えた準備をしっかりしていきたいとい

う部分では、日夜、考えているところであります。議員がおっしゃるとおり、あす、また１

週間後に噴火したらという部分では、絶えず考えながら、職員ども、年に１回、防災教育を

しながら、やはり、災害に対しての心構えをとりながら、住民とともに避難対策をしっかり

ととっていきたいという考えで進めております。 

  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） 対策をしっかりとっていきたいと、こういうお話ですけれども、その

対策の一つがやはり、実践的な避難訓練をまず行うこと、そういうことが大事だと思うので

す。いろいろと対策を打っても、それが実際に動くのか、あるいは、生かされていくのかと

いうことを検証していかなければいけないわけでしょう。文面だけではなくて、本当に人が

その計画のとおり、対策のとおり動けるのか。職員がそういった対応をすぐとれるのかどう

か。住民の、では、避難行動はどうなのだということは、やっぱり、しっかりとこれ、見て

いかなくてはいけないと思うのです。 

  その点でいうと、ちょっと避難訓練のことを私、いつも思うのですが、お話ししたいので

すけれども、前にもこれ、防災対策のことで取り上げたときに、一般的に何か人に見せるた

めの避難訓練というのを展示訓練というのですね。ですから、展示訓練のような避難訓練に

なってはだめだと。実際に、その住民自身が、まず、自分の家から避難所に移動する。そし

て、避難所からさらに、より安全な場所に移動する。こういうことをしっかりとその流れに

沿って、住民がきちんと避難ができるかどうか。介助の必要な人にはそのための介助が十分

できるのかどうか。そんなことをやる必要があるのかなと思っています。 

  実は、私、できるだけまちが避難訓練をやるときに参加したり、あるいは、その様子を見

るようにしています。そして、そのときの状況をファイルにとめて、その都度、どうだった

のかなと自分なりに総括するのですが、平成25年の10月19日の訓練以降、ずっとその記録を

とってきました。 
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  それで、一番気がかりなのは、何といっても避難訓練でありながら参加する住民が非常に

少ないということなのですよね。これはなぜなのだろうと。いろいろ考えてみると、何回か

の避難訓練を見てもそうです。もう事前に町のほうから、避難訓練に参加する方の名簿を出

してくださいということで回覧を回して、名簿を提出していただく。では、名簿を出さない

人は、避難訓練に参加しなくていいということになってしまうわけですよね。それは、毎回

やっているわけではないでしょうけれどもね。時々、名簿の提出、それはバスでの搬送があ

るので、そのバスを何台確保したらいいか検討をつけるためにですというような話を、この

プリントの中にも、案内のプリントは出ているのですけれども、実際に、例えば、一番最近

で言うと平成28年３月４日です。これは、太平洋、北海道沿岸で発生した地震、マグニチュ

ード8.3を想定した避難訓練なのですね。対象区域の人口は12自治体で2,080人となっていま

す。 

  ところが、きょういただいた事務に関する報告の中にそのことについて出ていました。３

月４日、参加した方は222名です。つまり、対象は2,080人なのですけれども、参加した方は

222名だと。その前に行っているのが平成27年９月５日の今度は有珠山の噴火を想定した避

難訓練。訓練に参加したのは331人なのですが、実際に住民は159名なのですね。参加してい

るという状況です。 

  こういうふうに見ますと、せっかくの訓練、確かに何人か参加していればそこから生まれ

る教訓もあるでしょう。けれども、やはり参加者が少ないというのは、実践になかなかそぐ

わないと。参加できる人だけが参加すれば、それは避難訓練なのかとちょっと言いたくなる

ような、そういう状況なのです。避難の初動である避難所までの移動、あるいは、移送の対

応とか、あるいは、この体制を構築すること。このことも、非常にまだまだおくれているな

という気もするわけですけれども。どうなのでしょう。その避難訓練の対象者というか、こ

の程度でいいと思っているのでしょうか。それとも、もっとふやそうという気力があるのだ

ろうか。 

  私はもう一つ言いたい。避難訓練のその日が大事なのではないのです。避難訓練をするま

での間にどれだけ住民に周知し、合意し、そして、例えば、自治会とか、あるいは、自治会

の役員会でもそれを諮っていただくと。住民一人一人に働きかけをする。そして、当日を迎

える。それが大事だと思うのです。そのことが、避難訓練がなぜ必要なのか、そして、実際

に参加してみたらこういう点がまずかったと。こういう点がよかった、こういうものが出て

くるのではないでしょうか。そういう意味でいうと、何か避難訓練のあり方が、まだまだ位

置づけとして甘いのではないかという気がするのですが、その点、どんなふうにお考えです

か。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 今、議員がおっしゃっている、避難訓練の体制の部分かと思

います。 

  町長のほうからも、まだまだ住民参加が少ない中で、やはり周知をしっかりとしていかな
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ければいけないというお叱りを受けているところでございます。 

  昨年は９月５日に有珠山噴火を想定した避難訓練を実施しました。有珠山防災マップによ

る火砕流の危険区域を対象に、16自治会の住民の方々に参加していただいたところでござい

ます。 

  この訓練に関しましては、一時集合場所への避難訓練と自家用車と民間バスを利用して、

避難場所への移送訓練を行ったところでございます。 

  また、その後には有珠火山観測所の大島先生を講師に迎え、次の火山に備えてという講演

をしていただいたところでございます。 

  また、ことし３月４日におきましては、津波を想定した避難訓練を実施したところでござ

います。大津波警報発令の際には、まず、津波から逃げられる高台への避難が最重要と考

え、今回参加していただいた住民の方々には、サイレン吹鳴を合図に各指定の一時集合場所

まで集まっていただきました。 

  この集合場所という部分では、津波に安全な場所、到達しない場所まで避難をしていただ

くという、まずは高いところという部分でお願いしたところであります。 

  ただ、議員がおっしゃったとおり、避難訓練の参加者が対象地域の１割にも達していない

のも事実でございます。そういう部分におきましては、災害への意識を高めるためにも開催

時期の決定を早目に告知していくとともに、自治会や地域の対象住民の方々へ周知をしてい

きたいと思っています。そうしたことをやはり、事前にやっていきながら、参加しやすい環

境を整えてまいりたいと思います。 

  ただ、その部分におきますと、10月22日、土曜日、有珠山噴火を想定した避難訓練を今、

準備しているところでございます。７月の広報におきましては、その避難訓練の周知等をし

ながら地域住民にもいろいろと周知をしていきたいと考えております。 

  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） ちょっと時間が大分迫ってきたのですが、今、課長が答えられたこと

は、私は前回の防災対策に関する質問をした時も同じようなことを言われているのですよ、

実は。なぜそれが、ですから、うまくいかないのかなと思うのですが。防災対策、災害対策

といいますか、これについて担当する課は鈴木課長のところですね、企画防災課。ただ、避

難訓練というのは、では、企画防災課だけがやっていればいいのかということではないです

よね。当然、全ての職員、全ての部署でそれにかかわる訓練をしなくてはいけない。 

  例えば、住民課はどうだと。住民課は町内会や自治会に対して避難訓練の周知とそれへの

参加を呼びかけると、そういう役割を果たすべきだと。そういうふうな、それぞれ避難訓練

までの間、それぞれの部署ごとで避難訓練を実のあるものにするためにどうしたらいいかと

いうことを考えて取り組むべきものではないでしょうか。 

  ですから、一つの課だけが一生懸命やって、なかなか、当日だけほかの課が一緒に参加す

る。これでは、避難訓練にならないですよ。そう思いませんか。 
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  産業課なら産業課。事業者とかそういうところに避難訓練の参加をよびかけるべきです。

教育委員会。特に子供たちの参加。例えば、土曜日とか日曜日、学校のない日に、避難訓

練、今回は土曜日だと言いましたけれどもね、学校のない日に、教育委員会を通じて父母に

お知らせをし、そして、担任の先生も含めて一緒になって避難訓練をやると。 

  それぞれの部署ごとに、この避難訓練を本当に成功させようと、全町民を対象にした訓練

をやるのだという意気込みが、実は私、感じられないのです。 

  鈴木課長は、ですから、そういった点ではもう大変だと思いますよ。当日の運営、その前

の段取りづくり、そんなことを一生懸命やっていると思います。しかし、肝心なこの訓練へ

の参加する住民や行政の姿勢がそういう状況だったら、私はまずいと。 

  特に、そういうこともあって、この間、津波や噴火などを想定した訓練が行われてきまし

たけれども、対象地域の住民がどの程度、参加しているのかということを、これは担当者だ

けではなくてほかの部署でも、私は反省してほしいのですよ。そして、もしかすると行政側

から値引きしているのかなという気がしますし、もともと全ての住民を対象としていないの

ではないかとも思ってしまうわけです。 

  訓練に進んで参加できる住民だけが避難できればいいということは決してないわけであり

ますから、例えば、自治会なら自治会で会長に文書を渡しましたというだけではだめなので

す。役員会に諮ってもらって、そして、自治会の行事としても、積極的に参加していただく

ような段取りをする。そのために、役員会に職員が出向いて訴えるわけですよ。そういうこ

とも必要なのではないでしょうか。 

  さまざまな団体、サークルとか団体がありますよね。そういうところにも、例えば、子育

てサークルとか文化系のサークルであるとか、そういうところにも、教育委員会などを通じ

て働きかける。そうやって、本当にこの訓練が実のあるものにならないと、いざというとき

に結局、混乱をしてしまう。そのことが大事なのではないでしょうか。 

  私、最初から言いましたけれども、平時からその対策の準備を住民とともに惜しみなく

行っていくことが大事なのですよということを改めて指摘したいのですが、町長、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） 私どものまちは、非常に災害に遭遇する機会の多いまちというか、そ

れなりに、やはり対策もしっかりとっていかなければならないというふうに思っておりま

す。 

  特に、ここ数年、数年というよりも近年、いわゆる東日本大震災、そして、噴火災害、さ

らには、今回起きました九州の熊本地方を中心にした熊本市内周辺、あるいは、阿蘇市市内

周辺。大きな災害が非常に何日も続き、今なお、熊本県のほうでは震度３の地震が続いてい

るという状況もございます。 

  そんな中、日ごろ、やはり防災意識をしっかり持つという観点から、ここ２年間、いわゆ

る毎年ですけれども、職員に自分たちの課の仕事だけではなくて、このまちの役場職員、洞
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爺湖町役場職員として防災の知識、あるいは災害が起きたときの避難体制の意識、さらには

ジオパーク推進、世界の認定地域でもありますことから、防災に関すること、そしてジオパ

ークに関すること、これは職員の勉強会を通じて自分たちの今、持っている仕事のほかに、

この仕事も自分たちの仕事として勉強してもらいたい。そういうことで、今、実施をしてい

るところでございます。 

  また、昨年、平成27年度におきましては、次の災害に備えてということで、防災力の強化

ということから、まず、情報伝達、手段。町民の皆様にいち早く災害の危険性をお知らせす

る、これらの防災行政システム、あるいは、消防の集中指令台。そして、被災地に、いち早

く現場に駆けつけられるような連絡体系、さらには、ＦＭの立ち上げと。そして、今までな

かった洞爺地区への防災行政無線の整備等々にも力を入れさせてきていただいたところでご

ざいます。 

  また、昭和52年の有珠山噴火災害。そのときには、先ほど建設課長が公共施設の避難場所

となるところの状況のお話をさせていただきましたけれども、そのときにも耐えた公共施

設。ですけれども、その後もやはり、きちんとその施設の整備、点検をしていかなければな

らない。 

  その後、2000年噴火災害。これもその施設等々については何とか生き延びることができ

た。また、さらに、この次、起き得る災害に備えていかなければならない。 

  それらの、例えば、避難所整備ですとか、これらについては、やはり日ごろからきちんと

した整備を常に心がけていかなければならないなというふうにも思っております。 

  そして、私どものまちは、職員の中では2000年の噴火の経験しかない職員もおりますけれ

ども、まだ52年の噴火災害の経験者、あるいは、2000年の噴火災害の経験者、これがおりま

す。そんなことから、この職員の力を結集しながら、52年の噴火災害においても、大方の職

員は初めての経験ということで右往左往しました。2000年の噴火災害のときには、その経験

が生かされたかというと、そうでもない部分が多くございました。 

  それらのやはり経験を次の災害時に何とか生かせるようなシステムづくりといいましょう

か。それをしっかりやっていかなければならない。職員一人一人がやっぱり、しっかりその

ことを肝に銘じていかなければならない。 

  今、そのことをやっているわけですけれども、先ほどもご指摘がございました。以前に、

いわゆるその災害時の避難訓練もやった。やったけれども、それが本当にこの次に結びつく

避難訓練だったのかと。ご指摘のとおりでございます。それらについても、今後しっかり、

やはり検証していかなければならない。 

  今、10月22日に避難訓練を、これは噴火災害を想定した避難訓練でございますけれども、

それらを検証しながら、やはりしっかりした、住民の方に危機意識を持ってもらった避難訓

練、これをしていかなければならないなというふうに思っております。 

  そのためには、まだ、10月までに若干時間がありますので、自治会のほうとも十分な協議

をし、さらには、今、いろいろアドバイスをいただきましたけれども、子供たちにも参画を
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していただく。そういうふうなものも検討していかなければならないだろうというふうに

思っておりますが、いざ災害になると、どうしても人間だけが先に逃げてしまうという要素

もあります。大動物等々については、今、農業振興課が中心になりまして農協さんのほうと

いろいろ調整をさせていただいております。また、小動物等については、今、環境課、いわ

ゆる企画防災課からの伝達によって、環境課もしくはほかの課のお手伝いもいただきなが

ら、ペット台帳なるものを整備しようという計画もございます。そういうペットも前回の噴

火災害のときには、家族と同様のペットというお話もありましたので、そういうものも視野

に入れながら、10月22日には、実りある防災訓練にしていけるように、今、努力をしている

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） ちょっと時間を大分費やしてしまったので。この災害対策について

は、今、町長が答えられましたが、本当に、行政側から本気になって取り組んでいかないと

住民も本気になれないのだと思うのですね。それはちょっと住民としても非常に残念なとこ

ろですけれども。その点では、担当の課長だけではなくて、関係するそれぞれの部署がやっ

ぱりこの訓練を本当に成功させる。しっかりとした、やっぱり訓練ができないと、その総括

も中途半端になってしまうというふうに思うのですね。 

  ぜひそういう取り組みをしていただきたいのですが、あわせて、これはちょっと、先ほど

説明もいただいたので、これだけ言っておきたいと思います。災害弱者の関係なのですが、

避難所の関係で福祉や医療の現場では日常的な人手不足も起きていますから、福祉避難所の

設置ということで、先ほど町としては２カ所用意しているという説明がありましたが、当

然、民間の医療や福祉機関などとも協定を結んで進めていかなくてはいけないわけです。同

時に、町内の医療機関、福祉機関だけではなくて、町外のそういった関係機関と協定を結ぶ

ということが大事だと思うのです。 

  やっぱり実際に先ほど162名という話が出ました。災害要支援者ですね。そのほかに、避

難所に入っていることによって健康を害していく、そういう方もいますから、さまざまな形

で人数はふえていくのだと思うのです。では、福祉避難所は今、２カ所、町は設定していま

すよと。その２カ所にこれだけの人が入れるかと。多分、入れないですよね。当然、ですか

ら、民間の医療機関や福祉施設にもお世話にならなくてはいけない。そうなったときに、こ

こはまだ進んでいないところだと思うのです。 

  以前から私は、福祉避難所として民間のそういう医療機関、福祉施設と協定を結んでいく

ことを訴えてきましたけれども、まだ協定そのものが結ばれていないというふうに伺ってお

ります。話し合いはできていると。しかし、まだ、もう一歩進んでいないというような状況

だといいます。 

  ですから、これも早急に町内だけではなくて町外も含めた医療機関、福祉施設などとの協

定を結び、同時にその福祉避難所となったときに、ただ、施設に任せきりにするのではない

と。そこの施設自体が、大体人が足りなくて大変な状況があるわけですから、ふだんから。
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そこに、ではどういう形で要員を配置するのかと。ボランティアも含めてですね。そういっ

たこともきちんと、やっぱり計画を立てておく必要があると思うのですが、ちょっと時間が

ないので、短い時間でどういうふうにするつもりなのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） まず、民間の医療・福祉施設の協定でございます。 

  近々協定を結んでいけるような形で、今、準備ができておりますので、しっかりとそこの

部分で要援護者またはお年寄りの方々が安心して避難が送れる部分の整備をしていきたいと

思っています。 

  また、議員のお話ししている町外等の医療機関、福祉施設の協定の部分は、まだ結んでい

ませんけれども、まずは今、町内の関係者との協定を結んだ後に、しっかりとその部分をま

た再確認していきたいと思っております。 

  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） 段階を踏んでやるのも必要でしょうけれども、ぜひ双方向的に町内も

町外も含めて、そういう福祉避難所の確保のために、それぞれまた、それも部署によってつ

ながりの強いところもありますから、そういうところと協力し合って福祉避難所設置に向け

た対応をしていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） それでは、ここで10分間、休憩をしたいと思います。 

  再開を11時20分といたします。 

（午前１１時０９分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

（午前１１時２０分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○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、２点目の質問に移ります。 

  二つ目には、子供の貧困対策の取り組み状況ということで質問させていただきます。 

  これは、前議会でも取り上げさせていただきましたけれども、子供の貧困問題というの

は、決してこれは悠長に取り組めばいいというような状況ではないと思っています。 

  全国の都道府県の中でも、北海道は19.7％という状況ですし、これは全国で５番目に高い

子供の貧困率と言われています。 

  このように２割に近いと言われる北海道の子供の貧困率。健全な成長を阻害して、食べ

物、成長に適した靴や衣類にも事欠き、貧困の連鎖が子供たちを苦しめている。こうした実

態というのは、これは他のまちの問題ではなくて、この洞爺湖町にも当てはまる問題だと

思っています。こうした格差を是正する対策が、今、行政として求められております。 

  その点で、前回の議会でも、答弁の中では、担当の課長は早急な実態調査を図っていきた
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いと答えておりますし、町長は実態調査もやっていないということは情けないと、しっかり

今後対応していきたいと、このように答弁されています。 

  その後、どのようになっているのか。まず、そのことについて、手短に説明をいただきた

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） 子供の貧困に対する事態調査につきまして、どのような調査

をしたらよいのか、胆振総合振興局や町教育委員会などと協議を行ってまいりました。その

結果、保護者に対して、アンケート方式により調査を行うこととし、現在、調査項目につい

て協議、検討を重ねている最中でございまして、近日中に調査項目を決定する予定としてい

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） 調査の方法ですけれども、保護者に向けたアンケートだけでは、私は

だめだと思うのですよ。子供の状況について一番わかっている人、例えば、保育所に通って

いるような子供さんでいけば保育士、学校でいけば担任の先生方、教職員、こういう方々を

通じても、きちんとやっぱり、子供の実態というのを把握していかなくてはいけないと思う

のです。子供のいる家庭に対して、その父母にだけアンケートを求めるということだけで

は、私はちょっと、まだまだ足りないと思うのです。 

  その点では、子供とかかわっている、あるいは、その家庭の生活状況などについて、ある

程度、把握されている。民生委員の人も含めてですね。そういう方々も含めた調査が必要な

のだと思うのです。 

  後で言いますけれども、単発的な調査ではなくて、そういったことに継続的に取り組んで

いくための専門の機関を私は設けるべきだと思うのですが、いずれにしても、その調査の方

法として、例えば、この保護者向けのアンケートをやると言いました。いつまでやるのかと

いうことを含めて、実態把握に取り組む体制、計画や期日を明確にして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） このたびの実態把握のための実態調査取り組み体制でござい

ますが、小中学校、保育所、幼稚園など、各関係機関の協力をいただきまして、それぞれの

保護者を対象に無記名方式により調査をすることとしてございます。 

  実施時期につきましては、調査票の配付は今月中を予定しており、健康福祉課におきまし

て、随時集計の上、８月中には作業を完了する予定としております。 

  いずれにいたしましても、一日も早く集計が完了するよう取り進めるつもりで考えている

ところではございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 課長も一生懸命なのでわかるのですけれどもね。わかりました。それ

で、今回の計画としては、６月配付、８月に完了ということですね。 
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  調査内容について、さらに、それを分析するという作業も必要になってきます。同時に、

それとともに必要な対策として、行政としてとるべき中身についても検討するというふうに

なるわけですが、実態把握に基づく子供の貧困の実態をどれだけリアルに把握することがで

きるかということが大事だと思うのです。 

  そういった点でいうと、幅広くその子供の実態を把握するために、例えば、教育や医療や

福祉の面などについても、その実情などについて総合的に把握する。そんな取り組みが必要

だと思います。 

  そういった点で、私はこれを今回やったら、また、もう、あとはやらないということでは

なくて、まちとして子供の貧困対策についての検討の場を設けて、子供の貧困についての実

態調査を定期的に行う。そして、それに対する必要な対策を検討していくための恒常的な機

会を設けていく必要があると思うのです。 

  例えば、そういった貧困対策推進委員会であったり、それに基づく計画として、洞爺湖町

子供の貧困対策推進計画とこういったものを策定する。こういうこともしっかりと考えてい

くべきではないのかなと思うのですが、いかがですか。 

○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） 議員のご指摘のとおり、子供の貧困につきましては、そのと

きの社会情勢や環境などにより大きく、さま変わりするものと考えております。そのために

は、その時々の実態を的確に把握し、貧困対策について、その都度、対応しなければならな

い必要性は十分認識してございますことから、定期的な実態調査の実施につきまして、町内

横断的な組織としてのプロジェクトチームを構成し、その中でしっかりと検討してまいりた

いというふうに考えております。 

  また、子供の貧困対策推進計画の策定についてでございますが、このたびの実態調査の結

果をもとに財源問題も含めまして、実効性のある貧困対策を計画することとなります。貧困

対策推進計画の策定につきましては、その必要性について、先ほどのプロジェクトチームの

中でも、今後、十分検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そのプロジェクトチームというのがどういう名称のものになるのかわ

かりませんけれども、庁舎内のプロジェクトチームなのか。あるいは、そういういわゆる子

育てにかかわっている人たちとか医療や福祉、そういった分野の人たちも含めた、いわば第

三者といいますか、そういった専門家も含めたものにするのか。その辺の違いが出てくると

思うのです。その辺について、どういうふうにお考えですか。 

○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） まず、先ほど説明しましたプロジェクトチームというのはあ

くまでも庁舎内の子育て、いわゆる貧困対策にかかわる担当の課で構成するつもりで考えて

ございます。そのほかに、アンケート調査の補完といたしましては、現在、子ども・子育て

支援事業計画の策定委員会がそのまま毎年度、評価・検証を行うために、そのまま継続して
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いく状況になってございます。 

  そういった検討会の中でもさまざまなご意見等をいただきながら、それらを参考にしなが

ら、また、プロジェクトチームの中でも協議をしていきたいというふうな、そういった取り

組みで考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 子供の貧困対策ということで、その必要性については、十分理解いた

だいているのだと思うのですが、では、それを実際に取り組む形としては、今、庁舎の中に

プロジェクトチームをつくって、そこの中でまず、検討する。そして、推進計画というもの

が必要なのかどうかも含めて、そのプロジェクトの中で、チームの中で検討しますというこ

とですから、計画をつくるともつくらないとも言っていないわけですよね。 

  そういう中で、私、もうちょっと一歩前に踏み込んで、やっぱりこの子供の貧困対策とい

うのは、何というのですかね、今、皆見課長が担当している健康福祉課でしたか。そこの課

だけが担当すべきものではないと思うのですね。教育もあれば医療もあるし、福祉もある。

そういうそれぞれの分野で、今、子供たちがどういう状況に置かれているのか。そして、そ

れに対してどういう支援が必要なのかというところをやっぱり、しっかりと考えていただく

ことが必要なのだと思うのです。 

  貧困の問題には、三つほど貧困対策として取り上げられていることがあるのですが、例え

ば、食の保障。これは、一つは食事ですよね。食事の問題です。極端な話、欠食で給食が唯

一の栄養源だと。全国的には、そういうようなこともあるのだそうです。ですから、実際に

子供たちが必要な栄養をとっているかどうか。家庭での食事のことも含めてですね。 

  その食の保障や、もう一点は学習や進学権の保障、こういうのも、塾なども開いて、無料

で勉強会を開いているというところも実は地域的にはあるようです。 

  いずれにしても、やっぱり、貧困化している家庭の子供さんというのは、学力的にも非常

に学習の機会が少なかったり、あるいは、学習意欲がなかなか出てこない。そういうような

ことから、実は、学習や進学という点でいうと非常におくれているという状況が言われてい

ます。そればかりではないのでしょうけれども、学習意欲のある子供でさえ、なかなか学習

できない、進学できない。こんなような状況もありますから、こういう学習、進学権の保障

をどうするか。こうなるとまた、担当する部門も違ってきます。 

  経済的な保障も当然あります。貧困というのは、当然、お金がない、暮らしていくのが

やっとという状況ですから、そういう中では、親御さんの就労の機会、あるいは、受け取る

賃金の問題も含めて、さまざまな対応をしていかなければならない問題もあるわけです。 

  そういうふうに幅広くやはり検討し、行政としてできる対策を進めていくことが必要だと

思うのですが。何かプロジェクトチームだけで議論するだけでは、決してそれは十分ではな

いと。やっぱり、専門的なそういった推進の場、いわゆる検討の場を設けること、これが大

事だと思いますし、そのことに基づく対策、推進計画をしっかり立てて進めていく必要があ

るのかなと思うのです。そういう点での必要性は十分受けとめていただきたいものですが、
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いかがですか。 

○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） 今、いろいろとご提案をいただきました中身につきまして

は、やはり、いろいろな課にまたがることが想定されますことから、健康福祉課だけではな

くて、本当に広くほかの課とも連携を持ちながら協議をしてまいりたい。また、専門的な検

討の場、さらに専門的な検討の場の確保というところにつきましても、先ほどのプロジェク

トチームの中等でも、十分にもんだ中で考えていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 貧困の問題というのは、私どもも非常に重要な大きな問題だという

ふうに思っています。 

  今、担当課長からも答弁しておりますけれども、プロジェクトチームについては、庁内的

に非常に広い範囲の関係にありますので、そういったものを集めて、まずはその実態の把

握、そういったものに努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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） プロジェクトチームは、名前は何でもいいのですけれども、そういう

検討する場をぜひ常設していただきたい。必要に応じて人を集めて、その都度、メンバーが

変わるようでは困るわけで、やっぱりきちんとした常設した委員会として設けていきなが

ら、継続的な対策、計画の推進を図っていく必要があると思います。 

  その上で、例えば、この、命と健康を守る立場から、教育委員会の中にも専門の子供の貧

困対策とか、あるいは、就学援助担当者などを配置するというようなことや、現在、中学卒

業までの医療費の助成をやっていますけれども、こういった子供医療費助成の拡充であると

か。あるいは、貧困の連鎖を断ち切る。そして、教育の機会確保のために給付型の奨学金制

度を創設する。そういった面も具体的にやっぱり検討を進めていただきたいと思うのです

が、その点はいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 教育委員会の中に専門の子供の貧困対策や就学援助担当者を配置

してやったらどうかというご提案でございますけれども、就学援助事務は教育委員会で担当

してございますが、これにつきましては、教育委員会でしっかりと対応しているということ

です。それから、また貧困対策につきましては、今、副町長がお答えしたとおり、庁内、関

係各課に横断してまたがるということでございますので、それぞれ連携して取り組むべき課

題ということで、そのプロジェクトチームの中でしっかり、今後、取り進めていきたいと考

えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） これは以前も言いました。給付型の奨学金制度の創設とか、あるい

は、就学援助の基準の緩和と。対象者を広げる。そういったことの対応についても求めたわ
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けですが、例えば、今回ちょっと、特に就学援助の関係でですね。前回の議会でも、このこ

とについても検討したいというお話でした。 

  現在、生活保護基準の1.1倍というのが準要保護の範囲になっております。実は、管内で

も、伊達とか室蘭などでも、この基準の見直しを図っているという状況です。生活保護基準

の1.3倍まで引き上げております。 

  そういったことからいいますと、現に今、生活保護基準額そのものが、国の政策によって

引き下げられているのですよね。ですから、従来の生活保護基準額を見ても、実は対象とな

らない子供たちが出てくるということもあるのですが。そういう状況だけに、今、洞爺湖町

としても、就学援助の最低1.3倍、管内の市が、今、進んできている方向にですね。横並び

ですよ、これでも。1.3倍ぐらいに引き上げるということも含めて、これは、年度中にぜひ

実施していただきたいと思うのですが、この検討についてはどうなっていますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 就学援助の判定基準の見直しというご質問でございます。 

  ３月の定例会のときにもお答えしたとおり、近隣管内の状況をお答えしますが、まず、室

蘭市、伊達市につきましては、平成28年度から1.3倍に変更しているところでございます。 

  それから、登別市につきましては、平成29年度から1.3倍にすべく今、検討している、進

めている状況とお聞きしてございます。 

  それから、豊浦町につきまして、平成10年度代、相当早くの段階から1.3倍ということで

適用しているということで、今のところ、それをそのまま運用するという形を考えていると

いうこと。 

  それから、壮瞥町さんにつきましては、私ども洞爺湖町と一緒で1.1倍ということで、壮

瞥町さんにつきましては、変更する予定もないというような今、状況でございます。 

  こんなような状況の中で、今、私どもは1.1倍でございますけれども、この見直しに当

たっては、恒久的な財政的負担増なども見きわめる必要があることから、貧困対策全体の中

で検討してまいりたいというようなことで、今、考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ３月のときも同じようなことを言われましたよね。財源もあるので、

どういうふうにするか検討したいと。それだと同じなのですよ、答えが。むしろ今、室蘭に

しろ、伊達にしろ、登別にしろ、豊浦にしろ、生活保護基準額に対して1.3倍まで、とりあ

えず引き上げていこうという方向を示していたり、実際に行っていますよね。 

  この洞爺湖のまち、子育て支援だなんだと言っているけれども、最後はもう財源です。確

かに財源は大切ですよ。しかし、今、子育てしやすいまちにするかどうかという、本当に少

子対策も含めて定住対策だなんだと一生懸命打っている割には、具体的にとる手だてという

のは非常に消極的なのですよね。その点で、ほかのまちより、どんどん私たちのまちはやっ

ぱりおくれていくのだろうなと、子育て、ほかのまちから比べたらやっぱりしにくいなとい

う状況になっていくのかなという気がするのです。 
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  これは、将来のやっぱり子供たちがこのまちを支えていく、そういう人材を育てていくと

いうことも含めて、やっぱり早急にですね。これは例えば、いつまでに、この基準見直しを

するのだということなのかね。あるいは、1.3倍なら1.3倍に向けて、今年度中、検討します

と、来年度から実施できるかどうか検討を始めますというぐらいの何か前向きな姿勢があっ

ていいのかなと思うのですけれども、これは、町長、どうですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 子育て対策、これはもう非常に大切な問題だというふうに思っており

ます。 

  私は、各自治体でやれるところには、ある程度、限界がやっぱりあるのかなというふうに

も思っております。事あるごとに、北海道町村会、あるいは、この間も開発建設部、それか

ら振興局との合同の会議の場でも言わせていただきましたけれども、今、日本で人口、いわ

ゆるその減少問題が続いている中で、子供の生まれてくる数が非常に少ない。それは、子供

を産み育てる、そういう政策に日本国がなっていないのではないかということを訴えさせて

いただいておりまして、何とか国において、やはり子供、そして、小学生、中学生、高校生

等が本当に健やかに育てられるような環境づくりを国がやるべきではないかということを訴

えているところでございます。 

  そんな中であっても、洞爺湖町は非常に財政の厳しいまちでございました。皆様、ご承知

のとおり、平成21年から財政の早期健全化団体に指定された。それは、町民皆様のご協力も

あって、何とか平成23年度決算で脱却できたわけでございますけれども、まず、やれるとこ

ろから、少しずつではありますけれども、手をつけていこう。 

  今まで未就学児が医療費は無料。そして、小学生まで、入院については医療費を無料とし

ていたところを何とか中学生まで、27年度からだったと思いますけれども、中学生まで、通

院あるいは入院についても無料というところまで何とかこぎつけてきたと。 

  今、1.1から1.3にするか。いろいろなものを調査しながら、それは、今、検討中でござい

ます。いきなり、いつまでに、それを1.3にする云々の話については、今、私どもの町でそ

の答えをすぐ出せというのは、なかなか厳しい状況にあるという現状でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 大変厳しいのだというふうな話をされたのだと思うのですが、就学援

助の基準を1.1から1.3にしたら、どのくらいの対象児童になっていくのか、そして、どのく

らいそのために必要な予算がかかるのかということを試算したことはありますか。そんなに

莫大な費用はかかっていないはずですよ。それを、何というのか、あたかも何千万もかかる

ようなそんな話をしているような気がしてですね。 

  例えば、医療費助成にしても、おくればせながら、豊浦とか壮瞥に続いてうちのまちは昨

年の８月から、中学校卒業まで、豊浦はもう高校卒業までということになっていますけれど

も、医療費を助成していると。ですから、おくればせながらでも、とにかく子育て支援とい

うことで、ほかのまちとできるだけ遜色のないような状況に持ってきているわけでしょう。 
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  そういう中で、今、よくこの胆振管内の市町村が連携してとか、協力し合ってとか、横並

びでとかという割には、ほかの町村が、多くがもう1.3倍にしようとしているところに、う

ちのまちはこれだけはやれませんという話は、私は何かおかしいなと思うのです。都合のい

いような話の持ち方だと思うのですが。 

  いずれにしても、この予算も含めて、時間が余りありませんので、どのくらい必要になっ

ているのか。では、そのことについてお答えいただきながら、次の質問に移りたいと思いま

す。どうぞ。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） どのくらいの、1.3にしたときに予算がいるのか等の話でござい

ますが、これにつきましては、世帯の状況によって、はっきり言って違います。子供たちの

人数であるとか家族の人数によって、全く違ってきます。収入によって違ってきますから。

その収入の捕捉そのものをすること自体が、今、簡単にすぐできるわけではございませんの

で、調査の中でも、所得もある程度、聞くことにしてございますので、それを今、簡単に調

査できると、試算できるような状況ではないと。そういう中で実態調査等をするわけでござ

いますので、簡単に出る問題ではないということでございます。 

  それから、簡単にその、何といいますかね。1.3にするとかしないとか、それをするため

に当然、見直しをするということでございますので、決して何かを見直しして、しないとか

という明言しているわけではございません。向けて検討したいという話をしているところで

ございますので、その辺はご理解をいただきたいと思います。 

  それと就学援助の対象者でございますが、児童生徒数全体で小中学校は532名中133名、４

月１日現在でおります。予算で1,200万円をちょっと超えてございます。多分、こういう小

規模な児童生徒数にあって、はっきり言ってこの人数というのは、私、委員会としては相当

多いのだというふうに理解してございます。 

  そういう状況の中で、先ほどお答えしたとおり、恒久的な財政的負担増ということも、当

然、考えなくてはいけないという中で、ご答弁申し上げていますので。それで検討させてい

ただきたいということでございますので、ご理解を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） 当町では、準要保護がかなり多い。ほかの町村も多いは多いのですけ

れども、先ほど言いましたように北海道自体が２割近く、貧困家庭が多いと。ですから、当

然、当町においてもそうなのですよね。 

  ですから、逆に言えば、こういう貧困対策のためにこの就学援助というのは非常に重要な

支援なのですよ。そのことを前向きにやっぱり捉えて、ぜひ考えていただきたいというふう

に思います。 

  改めてまた、このことについては、次の機会で取り上げさせていただきたいと思うのです

が、子供の貧困解決のために重要な課題として、先ほど三つほど挙げましたが、その中で

も、働く貧困という問題が大きいわけです。ワーキングプア問題です。 
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  これは、就業世帯のうち最低生活費以下の収入しか得ていない世帯の割合のことを言って

おりますけれども、これも当町においては非常に高いのだろうと思うのですね。ですから、

町が雇用している臨時職員あるいは期間雇用のパート職員などを含めて、やっぱり、こう

いったところから、町自身がこのいわゆる規範を示していくということも大事なのだと思う

のです。このことは、多分、同じような回答になってきますので、答えは要りませんけれど

も。 

  こういった洞爺湖町の実態、町内のワーキングプア率、非正規雇用率などの実態把握もし

ながら、行政として必要な対策をとるということが大事なのではないかと思うのですが、こ

のことだけ、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） ワーキングプアということで、３月の議会でも質問が出ておりま

したけれども、当町としましては、臨時、非常勤職員の賃金、労働条件につきましては、従

来の対応のまま行いたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私、対応のことではなくて、そういった実態把握をしてくださいよと

いうお話をしたはずなのですけれども、それは時間もありませんので、次に移りたいと思い

ます。 

  三つ目、もう13分しかありませんけれども、教育行政について質問させていただきます。 

  昨年の３月以来、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部の改正がされました。

今回、昨年の８月の議会では洞爺湖町総合教育会議というのが設置されたと。第１回会議が

開催されて、洞爺湖町教育大綱というものを策定したという報告がありました。 

  この会議で、町長と教育委員会がどんな関係になっていくのかということをちょっと簡単

に確認をさせていただきながら、やはり、この点でいろいろ問題もあるので、指摘をさせて

いただきたいと思うのですが、まず、町長と教育委員会はどんな関係になるかということを

改めて簡単に説明いただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 町長と教育委員会の関係ということで、これにつきましては、あ

くまでも対等な執行機関ということで、地方自治法上の附属機関には、この会議は当たらな

いということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そのことについては、昨年７月に地方教育行政の組織と運営に関する

法律の一部を改正する法律というのが出された後、文科省のほうから改めて、このことにつ

いて示されたようです。 

  総合教育会議というのが設置されることになりますが、町長の側が指揮監督権を持って、

この会議をリードするとか、町長の附属機関であるだとか、そういうものではないと。あく

までも対等、平等な二つの機関の協議体だということなのですが、これは非常に大切な点だ
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と思っております。 

  そういうことから、では、実際にどういう運営がされていくのか。会議が取り扱う大綱の

内容などについて、ちょっと説明をいただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 会議の内容でございますが、ここにつきましては、洞爺湖町にお

きましては、洞爺湖町総合教育会議設置要綱というのがございます。この中の２条の中で、

一応、協議及び事務の調整を行う項目として、３項を掲げております。 

  まず、１項は教育行政の大綱策定に関する協議。教育の諸条件整備など、重点的に構ずる

施策についての協議。それと、児童生徒の生命、身体に係る緊急の場合等に講ずる措置につ

いての協議が行われるということで、３項目の協議事項が掲げられております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 特に、重点というか、ぜひ町長としても認識しているとは思います

が、改めて議会の場でもはっきりさせておきたいのは、この総合教育会議では、教育行政に

かかわる何でもかんでも協議できるという性格のものではなくて、町長または教育委員会が

協議の必要があると判断した事項について、協議または調整を行うということになっており

ます。つまり、かなり限定的に扱わなければならないということが、この文科省のほうから

の通知でも言われているようですが、これに間違いないですか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 会議に係る協議事項でございますが、これで調整する対象となる

事項でございますが、当該予算の措置が政策判断を要するか否かとか、そういうことであ

り、また日常の学校運営に関するささいなことまで、会議において協議、調整する旨ではな

いというふうにされております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 実は、何でこんなことを聞いているかといいますと、もともとがこの

教育委員会制度を変えた目的自体が、かなり政治的に教育行政に介入するということを実は

可能としているということだけに、こういう教育行政に対する中立、公正で適切な行政を推

進するということが、今、大事だということなのですね。 

  そういう点を改めて町長の認識を伺うわけですけれども、教育振興の大もととなる大綱の

策定義務者が町長となっています。そういった点でいうと、独断専行させないことが中立、

公正で適切な教育行政の一つの課題だということなのですが、具体的な歯どめとしては、例

えば、会議は原則、公開だということであったり、町長の教育行政へのかかわりが町民にも

明確にされるように、大綱の内容を含めて総合教育会議で町長及び教育長が合意した事項に

ついては、互いにその結果を尊重すると。それぞれが所管する事務を執行すると。そのこと

によって、中立、公正な教育行政を確保するということになっているようです。こういうこ

とに徹していくかどうかということなのです。 

  心配されるのは、今回、地方教育行政法に関する文科省の通知では、改正案の審議が反映
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して、かなりそういった限定的な解釈となっているわけですけれども、今後の運用次第で

は、この解釈が変わっていくことが懸念されるということなのです。 

  現に全国の中では、入学式や卒業式で君が代斉唱を押しつけたり、教職員に対する管理、

統制が強化される。あるいは、全国学力テストの成績が振るわなかった学校の校長名を発表

したりですね。こういったことが、それぞれの首長などが公表しようとする動きが出ている

ということもあるわけです。さまざまな首長の側からの問題というのが、今、全国でも起こ

りつつあるわけで、このことについて、町長はどのようにお考えなのかを伺っておきたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 以前にもお話しさせていただいたかなというふうに思っておりますけ

れども。 

  私は、今度また新しい教育長を、同意案件で出させていただくわけでございますが、教育

行政に関しましては、私も前には教育長の経験がありますけれども、現場等々については教

育委員会の考え方を尊重しておりますので、特に町のほうから押しつけ等々のことについて

は一切言わないようにしておるつもりでございます。また、今後におきましても、そのよう

にするつもりでおります。 

  また、今回、教育委員会のほうから教育指導専門員、これらを配置したい、特に、管理部

門あるいは社会教育部門です。こちらのほうにつきましても、それを尊重いたしまして、町

のほうで予算づけをさせていただい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） ぜひ町長もそういう姿勢で、今後も引き続き取り組んでいただきたい

と思います。先ほども言いましたように、運用次第では、これが変わっていく可能性がある

のだということは、日弁連などでも声明を発表して明らかにしているのですが、首長の権限

の強化によって、教育に首長の意向が反映しやすくなると。選挙で首長が交代するたびに、

その自治体の教育政策が転換される危険を持っていると。また、教育行政の継続性とか安定

性が損なわれる。教育の自主性や自律性、ひいては子供の学習権とか成長発達権を脅かすも

のにもなるということで、実は、日弁連は、この法の改正や運用については反対をし、批判

をしているという状況ですが、法は改正され、当町においても、この４月からこれが運用さ

れるという状況になってきたわけです。 

  ですから、その点をいいますと、教育は子供の成長とか発達のための文化的な営みですか

ら、教育は教員と子供との人間的な触れ合いを通じて行われるもので、自由や自主性が欠か

せないわけです。何をどう教えるかは、関係する学問とか教育学に基づく必要がありますけ

れども、だからこそ、この憲法のもとでは、政治権力による教育内容への介入、支配は厳し

く戒められているわけです。 

  今回の地方教育行政法改正によって、国や首長が露骨に教育内容に介入したり、あるい

は、憲法に保障された教育の自由と自主性を侵害することがあってはならないし、そうした
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理念を持って、町長が今後も教育行政に取り組んでいく。そのつもりであるかどうか、改め

てそのお考えを伺って、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 教育に携わる、今、教育委員会職員は、これはもう町の職員として中

立、公正を保っているというふうに私は信じておりますし、特に教育委員さんにつきまして

も、議会の皆様の同意を得て、中立、公正な方を教育委員に選ばせていただいたかなという

ふうに思っております。 

  特に、何回も言うようでございますけれども、教育については、教育現場にある程度の権

限を委ねて、対等といいましょうか、そういう権限がありますので、私のほうから特にこれ

らについて意見を申すだとかということは、今、やっていない状況でありますし、今後もや

るつもりはございません。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、これで質問を終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、立野議員の一般質問を終わります。 

  ここで、休憩に入ります。 

  再開を午後１時30分といたします。 

（午前１１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 １時３０分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  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） お昼ご飯も食べて、今、一番いい時間ではないかと思うのですけれど

も、２回目の一般質問なので、どうぞよろしくお願いします。 

  それでは、通告にも書いておりました月浦の人工芝運動場について、お聞きしたいと思う

のですけれども、今、これから工事が始まるとは思うのですが、今後のオープンまでの流れ

を教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） オープンまでの流れということでございまして、議会には

以前にもご説明してございますけれども、この施設の管理につきましては、指定管理者制度

を導入するというふうに考えて、ご説明してございます。 

  指定管理者の前に、９月議会に設置条例の提案で、今、準備をしてございます。 

  それから、３カ月の公募、公選を経まして、12月議会において、指定管理者の決定という

形でございます。 
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  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） それでは、12月から運用するための業者が決まるということだと思う

のですけれども、実際に、施設がオープンして稼働できるのはいつぐらいになるのでしょう

か。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 今回、議案にもございますけれども、工期的には11月いっ

ぱいをとってございますけれども、稼働的には４月頭から稼働したいというふうに、４月１

日というのですか、から稼働したいというふうに考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 工期が11月で稼働が４月１日ということなのですけれども、ぜひお願

いしたいのが、これから稼働するに当たって、できるだけ早い期間で使っていただくため

に、ソフトの、使い方の告知もあるのですけれども、ぜひハードのほうの、こういう施設が

あるんだよという告知をぜひ早めていただきたいなと。そう思っているのですけれども、そ

の予定はあるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 今のご質問でございますけれども、これにあわせてハード

の周知ということで、まず、使用料金、そういう減免も含めました料金体制の規定の定めが

ございます。 

  本来、12月ですと、札幌周辺の小中学校に対します修学旅行の誘致が一斉に行われる月で

ございまして、これは指定管理者とは別に観光振興課のほうで、観光協会、旅館組合、学校

訪問が行われます。 

  また、サッカー少年団等の誘致もございますので、それらについては、こういう施設がで

きまして、いつから使えます、料金は幾らですというものを、議会の承認を得た中で早急に

提示していきたいと。そして、できれば予約を受けていきたいぐらいの考え方を持っていま

す。 

  以上です。 

○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、早目にやっていただきたいのですけれども、今回のこの運

動場の名称が多目的人工芝運動場となっているので、ぜひ、今はサッカーの話がメーンだっ

たと思うのですけれども、それ以外に、練習だったり合宿だったりとかという使い方もでき

ると思うので、ぜひそちらのほうにも目を向けていただきたいと思います。 

  そういうふうな考え方はお持ちでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 今、ご質問がございました名称というところにつきまして

は、私ども事務方のほうでは、月浦自治会等にもご相談を、今、している最中でございま
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す。 

  また、これは試合ですとか公式競技だけで使うグラウンドではないと私は思っておりまし

て、合宿、小中学校の合宿、それとか地域でのイベント、そういう地域の、できればチーム

みたいなものもできて、何ていうのか、地域で活用していただければ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） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ぜひ、大きなお金がかかってつくられる施設ですので、ぜひたくさん

活用していただければと思います。 

  次の質問に移るのですけれども、洞爺に建設予定の単身者用住宅についてということで

す。これもまだ建設は始まっていないと思うのですけれども、建設までのとりあえず経過の

説明をお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 今、現在、実施設計業務をしておりまして、それが完成次

第、今後、建設の工事の発注ということで、最終的に３月末に工事が完成という、今のとこ

ろ、そういう予定で進めております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 12月に一般質問をさせていただいたときに、私の質問で、洞爺湖町の

人口ビジョンは、社会増減がゼロの前提で、今、考えられていると思うのですけれども、大

きな方向性として、洞爺湖町は移住、定住対策についてどんなことに力を入れていくので

しょうかという質問をさせていただいたときに、答弁として、具体的には、今後20代から40

代までの子育て世代について、ターゲットとしたいというふうにお聞きしました。 

  今回、その中で単身者住宅というのを建設される予定だと思うのですけれども、もし中

期・長期的に何かそういう枠組みの中で考えているのだよということがあれば、ぜひ町長の

口から、その計画を聞かせていただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 以前の質問の中では、子育てに力を入れていくというような

答弁があったということでございます。 

  それで、今、実際に子育て応援ということで、単身者住宅については、そのような形で進

んでおりますけれども、ネイパルの住宅が、道のほうから取得しまして町の名義になってお

りますけれども、これについては子育て応援という形で昨年度、検討しまして、今年度、予

算措置をしまして、改修を行った上で募集をするという計画で、今、進めております。 

  そのほかに、子育てについての中・長期的な計画があるかというお話でございますが、こ

れについては、現在、洞爺地区のすばらしい自然環境の中で、洞爺に住みたい、また、洞爺

で起業したいという方など、洞爺に興味を示している方が、若者を中心に大勢おられるとい

うふうに聞いております。実際に、起業されている方も多くおりまして、水の駅周辺も空き
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家、空き店舗を活用していただいているところでございます。 

  それで、洞爺地区のそういった若者に対するいろいろなＰＲにつきましては、地域おこし

協力隊が、洞爺の魅力やイベント情報、また若者のいろいろな活動など、多くの情報発信を

しているところでございます。昨年度も協力隊のフェイスブックなどに掲載した町内の記事

については、106件ほどありまして、目を通した人は延べ23万件ということです。１記事当

たり平均すると、2,170名の方々が目を通しておられるという状況でございます。 

  これらの情報を見ておられる方々は若い方が多いということでございまして、その中で

も、いろいろな住宅情報などについても、地域おこし協力隊への若い人たちからの問い合わ

せも多く寄せられているということでございます。 

  このように地域おこし協力隊制度を積極的に活用して、若い人たちが活発な情報交換を

行って、地域の活性化を図りながら、隊員も含めた中で、若者のそういった移住、定住につ

なげていきたいなと。子育て世代も含めた中で、そういったことにつなげていきたいという

ふうに考えております。 

  それで、また、先ほども申しましたけれども、若い子育て世代の方々への定住対策とし

て、まず安心して子育てができる環境づくりが必要であるというふうに考えてございまし

て、子育てをする環境の面で他のまちより劣る部分がございましたけれども、出産祝い金、

それから、インフルエンザワクチンの接種の助成、乳幼児医療費の助成制度の拡大なども実

施されることになりました。 

  それで、今年度においても、子育て世代に対する子育て応援住宅として、旧ネイパルの住

宅を活用して、住宅料金への支援を行う予定としているところでございます。 

  これからも、洞爺湖町に定住していただけるよう、住宅の確保はもちろんでございますけ

れども、あわせて医療、福祉、教育、環境などについても、関係各課が連携して取り進めて

いかなければならないというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） その中で、ちょっとお聞きしたいのですけれども、ネイパルの子育て

応援住宅の戸数をちょっと教えていただいてもいいですか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） １棟４戸でございまして、建物自体は３ＬＤＫということで

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） ありがとうございました。 

  それでは、これを踏まえて次の質問に行きたいと思います。町のホームページについてと

いうことなのですけれども。今、先ほどの中でもありましたが、地域おこし協力隊の方だと

かが情報発信をして、いい結果を得ているという中で、その根幹にある町のホームページが

ちょっと見にくいなと思っているのですけれども、これはどういった運用方針で情報の発信
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の仕方を決めているのか教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） ホームページの運用でございますが、これにつきましては、現在

は町の制度や手続方法、または施設のガイド、さらには各行事やイベントを知らせておりま

す。 

  町民の皆様の暮らしに欠かせることのできない情報を迅速かつ的確に、見やすく、わかり

やすく提供することを基本に運用を行っ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） 私も、もう何度も洞爺湖町のホームページを拝見させていただいてい

るのですけれども、確かに各項目に区切られていて、その中に情報量はすごくたくさんある

と思うのですが、結局のところ、情報がつながっていないというイメージを持っています。

各課、各課の中で例えば、子育てというところに入りますと、各課の名前が並んでいて、そ

の課のやっていることがそこを見れば見られると。 

  それは間違いではないとは思うのですけれども、正直言って、見る方にとって何課が何を

やっているかというのは全くわかっていないと思うのですよね。 

  ですから、見る方の側に立ったホームページのつくりをしてほしいということと、各課で

は、いろいろなやり方をやっていらっしゃると思うのですが、画像の多いところ、少ないと

ころとあるのですけれども、例えば、洞爺湖で暮らすという左上のほうにあるバナーをク

リックしますと、中に入って、洞爺湖町はこんなところです、こんな施策がありますよとい

う文字の説明があって、直接、その情報に飛ぶことができないのですよね。 

  結局、きょう、イベントをいろいろやっています。じゃあ、どんなことをやっているのと

思ったときに、その情報にたどり着くことができないという。情報がうまく連動してまと

まっていないという感じなのですけれども、そこら辺の取り組みというのは、何かされてい

ることはあるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 議員がおっしゃるとおり、トップページの配下に続くページに

は、課単位で情報提供している部分が一部ございます。 

  今後とも、やはり迅速性など電子媒体の特殊性を生かした情報発信ができているか、ま

た、的確な情報が詳細にわかりやすく掲載されているか、その辺も幅広い世代の皆様に親し

まれるように、今後、各部署と協議しながら、議員の意見もご参考にしながら、改善に努め

てまいりたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） その改善の中でちょっとお願いしたいことがありまして。以前のホー

ムページでは、若手の職員の方が集まって、何か意見を取りまとめたりとかというのもある

と思うのですけれども、今、この洞爺湖町のホームページを見る方は、洞爺湖町に住もうと

思っている方か、何か興味を持っている方だと思うので、また、先ほども20代から40代の子
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育て世代の方を対象にという話もあるように、その世代の方たちが必要としている情報を載

せられるような仕組みをぜひつくっていただきたいことです。 

  あとは、各課で、さまざまなホームページの取り組みをされていると思いますし、また、

フェイスブックなんかも使って情報発信をさまざまにやっているのですけれども、結局、そ

の動きがホームページの中で全然、捉えられないので。各課でやられているフェイスブック

の表示が見られたり、せっかくやっているいい活動が、全然、表でほかの人の目に、特定の

人にしか向けられないというのはとてももったいないことだと思うので、ぜひそこら辺を改

善していただいて、ぜひ洞爺湖町に住んでくれる方がふえるような魅力のあるホームページ

にしていっていただければと思います。 

  とりあえず、情報発信については、町長の行政方針の中で、ジオパーク、スポーツ観光、

それから、先ほどの子育てしやすいまちづくりというのがあると思うので、そこら辺をどう

いうふうに出していきたいのかというのを、ぜひ町長の口から、こんなことをうちのホーム

ページでは打ち出していきたいんだよというのを聞かせていただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、町の主要施策、例えば防災に関して、あるいはジオパークに関し

て等々、あるいは定住対策について、空き家情報ですとか。そういうものは町のホームペー

ジの中にあるものと、そしてリンクして、こちらをクリックしていただくとジオパークに飛

びますと、ジオパークのホームページを開けますというふうなものにしているのですけれど

も、今、いろいろな方からご意見をいただいております。 

  例えば、空き家情報にしても、住所とその空き家がどういう形の空き家、一戸建ての平家

だとかいうことなのですが、もうちょっと、築年数が何年たっているだとか、あるいは、家

賃がどのくらいだとか、一戸建てで転売するときには何百万、何千万だとか、そういう細か

い情報をもうちょっと載せていただけないだろうかという話も聞いております。 

  そこら辺は、今、総務部長が答弁したとおり、少し改善していかなければならないかな

と。ただ、うちの、今、空き家情報も非常に件数が載っております。たしか600件ぐらい

載っていたかなというふうに思うのですが。もうちょっとわかりやすくというか、例えば、

地区別ですとか。洞爺湖温泉にはこういうふうな空き家がありますよ、洞爺地区にはこうい

うふうな空き家がありますよというふうなものを、具体的に、ここにのっけていければいい

のかなと。 

  それと、これは前から言っている話なのですが、ホームページの中で、例えば、今、ここ

が見どころですだとか、今回も、たしか菜の花の写真が載っていて、これが、今がちょうど

見ごろですだとかというご案内を差し上げております。 

  今、ちょっと担当のほうにもお願いしているのですが、どの通りを、例えば、ビワオク

線、町外の方がビワオク線といってもよくわからないかもしれないので、虻田小学校の裏の

通りから虻田中学校の通りに行く途中に菜の花畑が、今、きれいに咲いていますと。あるい

は、洞爺の総合支所の前のツツジがありますけれども、あそこも相当手入れがされておりま
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すので、今がちょうど見どころですとか。例えば、もう一つ、歴史公園の、あそこは八重桜

が主流にあるのですけれども、きれいに剪定もされておりますし、この間も咲いたときには

非常にきれいに咲いておったと。それから、いろいろな桜の名所も、数はまだ少ないのです

けれども、今が見どころですよというところがたくさんありますので、そういうところをま

ちのＰＲを兼ねて、多くの方に通っていただきたい。 

  もっとやっぱり、見やすい、ご指摘のとおり見やすいような、そして、いつからいつが見

どころですだとか、そういう細かい情報も入れて、皆さんにわかりやすいようなホームペー

ジにしていければなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） ありがとうございます。 

  洞爺湖町まちづくり総合計画の中で推進事項として、職員提案制度の活性化とシティーセ

ールスの強化とありますので、ぜひここを推し進めて、町外の方に洞爺湖町のことを知って

もらえるような働きをしていただきたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○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、休憩をいたします。 

  再開を２時からとします。 

（午後 １時５０分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

（午後 ２時００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。 

  今月といいますか、６月の会議では３件の質問を予定しておりまして、順次、質問をさせ

ていただくことといたします。 

  まず、１件目は交通弱者、特に高齢者の足の確保についてでございます。 

  多分、この件については、去年の議会でも、同じ課題だったかどうかは別にしても、同じ

ような質問を何人かの議員の人たちが取り上げていたように記憶しております。重なるとこ

ろがあるかもしれませんけれども、順に質問させていただきたいと思います。 

  まず、ちょっと私のほうで勘違いといいますか、質問の１番目ですが、本町地区の巡回バ

ス、洞爺地区の福祉バスというふうに通告をさせていただきましたけれども、中身は多分、

変わっていないと思うのですが、協議会が立ち上がって、それぞれの名称が、本町地区では

なくて虻田地区コミュニティバス、洞爺地区コミュニティバスというふうに呼び方が変わっ

ているということでございます。その辺も訂正した中で質問をさせていただきたいと思いま
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す。 

  高齢化が急速に進んでいて、買い物、また、通院等、歩いていければよろしいのでしょう

けれども、うちのまちには、その辺が不可能な地域が幾つか存在していると思います。 

  車で移動できれば、それに越したことはないのですが、不自由を余り感じないかもしれま

せんけれども、車を持っていない方、運転できない方、また、家族に運転してくださる方が

いれば、それも頼れるのでしょうし、また、近所の方が車で買い物や通院で面倒を見てあげ

るという方がいれば、それはそれで済んでいるのかもしれませんが、いわゆるこういった交

通弱者、特に高齢者の方にとっては、やはり地域公共交通に頼らなければならないのが現状

かというふうに思います。 

  そこで、まず（１）の質問でございますが、虻田地区のコミュニティバス、それから洞爺

地区のコミュニティバスの運行が地域公共交通活性化協議会でいろいろな議論をされて改善

されていることは存じ上げておりますけれども、それでもまだカバーできていない地区がこ

の地域にはないのかどうか。もし、そういう地区があれば、どのような対策をとっているの

か。まず最初に、その件についてお伺いをいたします。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） コミュニティバスの件でございますけれども、経緯のほうを

ちょっとお話しさせていただきます。 

  平成26年10月前までは、議員がおっしゃるとおり本町地区においては巡回バス、洞爺地区

におきましては福祉バスと運行されておりました。 

  平成25年６月に洞爺湖町地域公共交通活性化協議会を設立しまして、住民一人一人が幸せ

を感じる生活交通の構築と、活力あふれ、元気をつくる交通環境の創出を基本方針とした洞

爺湖町生活交通ネットワーク計画を策定をしまして、26年10月より、今、議員がお話しして

いるとおり、本町地区においては虻田地区コミュニティバス、また、花和地区においては花

和コミュニティタクシー、そして洞爺地区におきましては洞爺コミュニティバスの３系統を

運行しております。 

  再編による利便性の向上として、以前と変わったところでもありますけれども、虻田地区

においては、運行路線を拡大し、空白地域を解消いたしました。そして、線路から上なので

すけれども、バス停留所だけではなく、路線を通るところで、バスが通過するときに手を上

げれば乗りおりができるという形での自由乗降区間を設定したところでございます。また、

交通拠点の乗りかえを考慮して、途中のバス停で、伊達方面、また豊浦方面へ乗り継ぎのし

やすい時間帯をつくったところであります。 

  また、延長の部分では、泉地区の奥地のほうもしっかりと交通網として確保できるような

形で整備をしたところでございます。 

  また、花和地区におきましては、バス運行からデマンドタクシーの運行へ切りかえまし

て、予約運行ではありますけれども、自宅から本町地区のお店のほうまで来られる形となっ

ております。 
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  また、洞爺地区でございますけれども、こちらは、路線の拡大による空白地区の解消とい

うところで、高台地区の通行の網羅を十分させていただいたところでございます。 

  この運行に関しましては、住民の方々に説明会を開催して、ご意見等をお伺いして、ま

た、ご理解をいただいた中で再編をさせていただいております。 

  これが26年の10月の話でございまして、27年10月のダイヤ改正のときにも、再編後の追加

改善になりますけれども、洞爺地区をデマンド運行に切りかえて、さらに奥地の、奥地と

言ったら変な言葉ですけれども、大原地区のほうを奥のほうまで通行できるような形として

おります。そういう部分では、基本路線の運行のほかに、利用者に合わせたルート変更をし

ているところでございます。 

  また、先週なのですけれども、委員会を開催しまして、10月のダイヤ改正に伴う部分を、

今、やっているところであります。ここの部分におきましても、虻田地区、洞爺地区におい

てのルートの見直しをさせていただいているところでありまして、洞爺ですと、いこいの家

からフェニックスのほうに運行路線を拡大して走るような形にしているところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 先ほども申し上げましたように、そういう、逐次見直しをして、少

しでも住民サービスに徹しようという方向性というのは私も感じてはおりますけれども、ど

うしても人というのは、コミュニティバスが家の前の道路を通り抜けていかないと、何かサ

ービスされていないように、不便にちょっと感じるのだろうと思います。 

  かといって、では、細い路地から路地まで全てをバス路線として指定しても、それは時間

がかかるだけで、効率等を考えたときに、なかなかそこまではサポートできないだろうとい

うことは十分に考えられるわけでございますから、どうしてもその細かい対応というのは、

なかなか難しいかもしれません。 

  特に奥まったところにぽつんと１軒だけあるとか、そういう方についても、１軒だからい

いということではなくて、やっぱり優しく対応してあげるという意味合いで、今もきめ細や

かな対応をされていると思いますけれども、具体的に、ちょっと入江の地区とか、私も

ちょっと地形に詳しくないので恐縮ですが、清水の団地の奥のほうとかというのは、何か空

白地帯といったら失礼かもしれませんが、その辺はカバーできている地域になっているので

しょうか。ちょっと確認をさせてください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 虻田地区のコミュニティバスの清水の路線であるかと思いま

す。 

  こちらのほうにつきましては、洞爺駅から清水中央、清水団地まで行っているところでご

ざいます。その奥、細い道の中で、橋を渡って奥があるのですけれども、今、運行している

車両につきましては、中型バスという形で運行しております。なぜ中型バスかということで

すが、実は乗車の中で10人以上、乗られている状況でありまして、小型の車両に関しての運
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行ができない中で清水地区、また、洞爺地区もそうなのですけれども、中型バスでは細い道

で入っていくことができなく、清水のほうも、そちらのほうは運行できない状況になってお

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） やはり、では小型化したら数が乗れないというような、いろいろな

課題があるので、それはやっぱり検討の一つには、将来的な検討の一つになるのでしょう。 

  そんなことから、実は次の２番目の質問に入ってまいりますけれども、これも費用や利用

者との関係、それから、今のバス路線との関係等々、いろいろ考慮しないと簡単にできるこ

とではないのでしょうが、やはりひとつ発想を変えるという意味、あと、細かい個人的な、

個人的というか細かさの対応ということになると、どうしてもタクシーという交通手段を

ちょっと考えざるを得ないかなというところにもたどり着いたわけです。 

  実は、花和地区でタクシーの対応をされているということで、この公共交通活性化協議会

の何といいますか、報告書といいますか、レポートにも、花和地区については、これは多

分、去年の実績かと思いますが、200人の目標に対して337名と。168％、利用率がすごく高

かったということもございましたので、その辺の状況も踏まえながら、このタクシーによる

交通の足の確保が考えられないのかどうか、２番目の質問についてご答弁をお願いしたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） きめ細かな車両の運行ということで、タクシーというお話か

と思います。 

  本来であれば、ドア・ツー・ドアという形のものが最善であるかと思いますけれども、先

ほどお話ししたとおり、乗車人員の部分で、今、中型バスを運行しているところでございま

す。 

  また、議員がお話ししているタクシーの利用でございますけれども、タクシーの運行で洞

爺地区または虻田地区を運行すると、数千万の経費がかかるものと試算しているところでご

ざいます。 

  そうした中で、やはり利用しやすいという部分では、今後、やっぱり運行形態の検証は必

要であるかと思いますので、そうした部分に関しましては、今後、地域公共交通活性化協議

会やまちづくり審議会、そして行革審議会などにご意見を伺うような形で検討してまいりた

いと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 検討はよろしいのですが、花和地区のタクシーで利用率がすごく高

いという結果が出ておりますけれども、多分、これも利用はいいのだけれども、やっぱり維

持をしていくには、費用の負担がかなりあるのだという報告書も何か出ているようです。具

体的に金額がわかればお教えいただきたいのですけれども。花和地区のタクシーの、コミュ

ニティタクシーだけでどれぐらいの費用が見込まれているのか、わかればお教えください。 
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○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 花和地区、週１回の運行になりますけれども、金額に関しま

しては、210万円ほどかかっているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ありがとうございました。 

  それで、では単純にただタクシー、代替手段としてのタクシーを使うという手段の中で、

実は今、高齢者による交通事故等が多く見られるということで、次の質問に移っていくわけ

でございます。 

  単純にバスの代替としてのタクシーだけではなくて、高齢者の事故防止のためにひとつ、

免許証を自主返納することにより交通の手段がなくなってしまう方への対応等も考えたとき

に、一緒にタクシーというものが考えられるのではないかということで、実は、この２番と

３番というのは、非常に関連した形で質問項目として取り上げさせていただきました。 

  これは、やっぱり、先ほど答弁があったように費用のかさむことでございますので、どこ

まで応援といいますか、助成できるか、補助できるかという問題もあろうかと思いますけれ

ども、やはり高齢者の事故を少しでも未然に防ぐ。かといって無理やり免許証を返せと、返

納しろということではございませんけれども、自主的な返納が、これから高齢化社会を迎え

て数がふえていくであろうという想定をしたときに、今から、交通手段をバス、タクシー、

両方含めて、しっかり考えておく必要があるだろうと。これは将来的な話でいいと思うので

すが。 

  ということで、３番目の高齢者の免許証の返納状況は把握されているかどうかということ

と、事故防止の上からも、ひとつ交通の手段を保障しながら推進したらどうかという質問で

ございます。一括して聞くと、ちょっとあれなので、まず、返納状況について数字をつかん

でいらっしゃっておるのであれば、そこから伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） まず、運転免許証の返納状況についてでございます。 

  ちょっと残念ながら、洞爺湖町単体での状況については、町として、把握はちょっと難し

い部分がございます。 

  一応、伊達警察署のほうに問い合わせをさせていただきました。伊達警察署におきまして

も、１市３町を管轄しているのですが、個々の市町村の部分のちょっと数値は把握していな

いということで、伊達署管内における返納者の状況について、お知らせをしたいなと思いま

す。 

  まず、申請にある運転免許証の取り消し件数でございます。 

  伊達警察署管内につきましては、平成25年が20件、平成26年が56件、平成27年度が54件と

いう数字となってございます。 

  参考までに、全道の状況もちょっと教えていただきましたのでお知らせいたしますと、平

成25年が3,469件、26年が5,338件、平成27年が8,074件というような形になってございま
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す。伊達警察署管内でも、26年は対前年36件の増、27年につきましては対前年２件の減少と

なっておりますが、全道的には年々、返納者が増加している傾向となってございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ありがとうございました。 

  管内では、全道から比べたら比率としては大変低いものであろうかと思います。多分、札

幌方面といいますか、返納が多いところは、交通の便の悪くない、要するに、ほかの手段が

使える地域で、割とそういう返納の確率といいますか、比率が高いのかなと、そんなふうに

思っています。 

  高齢者のひょっとして事故の発生なんかも捉えられているのかと思います。多分、これも

洞爺湖町単独ではわからないのかと思いますけれども、もし、交通事故、高齢者による人身

事故になるのでしょうか。この数字が、もし、おわかりであれば、ちょっと教えていただき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 一応、管内の高齢者が絡む交通事故の発生状況でございます。こ

れも伊達警察署管内、この事故に関しては洞爺湖町の絡む部分も、数字として警察署のほう

から教えていただきましたので、その辺をちょっと報告させていただきます。 

  まず、洞爺湖町での発生件数ですが、平成25年度は14件、平成26年度が13件、平成27年度

につきましても同じく13件でございます。 

  そのうち、第１当事者、事故を起こした本人でございますけれども、高齢者の件数につき

ましては、平成25年度が１件、平成26年が５件、平成27年が４件というような状況になって

ございます。 

  ちなみに、伊達警察署管内で見ますと、平成25年度が99件、平成26年が88件、平成27年が

107件という数字になってございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 数としてはそんなに多くはないかもしれませんが、やはり高齢者に

よる人身事故が、今の数字からでも、管内においても、やはり３割ぐらいが高齢者の事故に

なっているということもあります。 

  交通事故は、本来は多分、警察署の仕事なのかもしれませんが、地域の人たちの、何とい

いますか、幸せや何かを考える上では、自治体としても、交通事故に対して何らかの手だて

を一緒になってやっていく必要があるのだろう。そういう意味で、自主返納という部分につ

いては、警察署なり公安委員会なりの本業なのかもしれませんけれども、やはりどうして

も、体のぐあいや体調等で運転が不可能である。しかし、不便さを考えたら、免許証を返さ

ずに何とか乗っていかなければどうしようもないというような人に、やはり優しく声をかけ

てあげる。そういう意味でも、救ってあげるというのでしょうか、自主的に返納しやすい制

度があれば、金額や満足のいける制度になるかどうかわかりませんけれども、やってあげた

らどうかなという思いで、この質問をさせていただいたわけです。先ほど申し上げましたよ
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うに、一定の補助制度ということも踏まえてということですけれども。 

  多分、調べていただいているのかもしれませんが、ほかの自治体で、この自主返納につい

て何かテレビで取り上げられた自治体もあるようでございますけれども、もし、幾つか紹介

できる事例があれば、ご紹介をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） ちょっと私どもも、余り深く内容はわからないのですけれども、

一応、十勝管内で実施されている取り組みについて、まずはご紹介したいと思います。 

  この事業につきましては、北海道警察などからの協力要請を受けまして、十勝地方で路線

バスを運行しております民間バス会社２社が、平成23年５月より共同で実施している事業

で、60歳以上で運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書をお持ちの人を対象に、都市間バ

スなど一部路線を除き、運行する全路線の運賃を半額で利用できるという制度でございま

す。これは民間バス会社の制度でございます。 

  あとは、昨年ですか、から北竜町さんのほうでタクシーを利用した制度を設けたというこ

とで、ちょっとお話は聞いているのですけれども、これも深くはちょっとわからない部分な

のですが、自主返納して運転経歴証明書をもって申請することによって、３年間有効のタク

シーチケット、５万円分を交付するという事業だそうでございます。ちなみに昨年実績で

は、15名ほどが交付されたということでございます。 

  あとは、道内ではちょっと私ども、つかみ切れなかったのですが、他の都府県におきまし

ては、県警などが中心になりまして高齢者運転免許証自主返納サポート協議会というような

団体を組織され、企業に会員として事業に参画をしてもらった中で、企業の協力のもと、購

入商品の割引や宿泊料金等、施設利用料の割引など、そういったタクシーやバス運賃の割引

などの優遇制度を設けて事業の制度推進を図っているという事例があるということでござい

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） ありがとうございました。 

  きのう、きょうあたりの新聞の中で、これは企業のバス運行会社への赤字路線の助成に対

して、補助に対して、減額するというか打ち切るような記事も出ていました。ますます地域

の公共交通機関が、町の負担でやれない部分がなくなると、今度、本業でやっていただくと

ころも路線変更したり減便になったりとか、不便さがますます来るようなところになってい

ます。 

  これはお金のかかることですが、知恵を絞りながら、何とかそういう交通弱者に対しての

サポートを考えていかなければいけないだろうというふうに思います。 

  このコミュニティバスの関係ではありませんが、洞爺地区で買い物支援バスが、数カ月、

ちょっと予算の関係でとまっていましたけれども、復活をしていただいて、これは地方創生

の予算の中で対応されて、１年間、もう一度、試験というかトライアルとしてやろうという

ことでございます。大変、これは、まちの人には評判がよくて、よく継続してくれたと喜ば
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れている声をよく聞きます。これは多分、結果を待っての来年度の話になろうかと思います

けれども、やはり、交通弱者が現にいる。それと、買い物する場所が、どうしてもこちらの

地域にまで来ないと買い物がしづらいという現状がある以上、これは地方創生の特別事業で

はなくて本来の予算を立てた支援バスとして、もう支援ではなくて買い物バスとして、定着

をしていただければなと。そういうことも、あわせてお願いしたいと思います。 

  最後に、やっぱり困った方に優しさをという意味合いで、町長から一言、お答えではない

ですけれども、考え方をお示しいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 2000年の有珠山噴火災害以降、いわゆる路線バスが、非常に不便に

なったということで、巡回バスあるいは福祉バス等々、旧洞爺村時代からは福祉バスという

ことで運行していたようですが、それ以降、いわゆる地域交通網体系は、年々金額が、正直

言って、増加してきております。 

  私どもの昨年の予算書、決算を見ても、福祉のほうにかかる予算が、相当、やはり高く

なってきている。今、私どものまちの一般財源、町税等々でございますけれども、11億円を

若干切っている状況があります。そんな中で、今、福祉関係が、年間たしか14億円ぐらいだ

と思いましたけれども。いただく交付税も今までは二つのまちがあったことの10年間の特例

措置がありました。しかし、残念ながら、平成28年度から、それが一本算定になってくると

いうことで、非常に入ってくる地方交付税そのものも下がってくると。なおかつ、かかる費

用が、これから福祉の関係、あるいは、子育て関係でかかってくるであろうということが予

測されております。やはり、財政的に非常にやっぱり、厳しい状況にならざるを得ないかな

という思いがございます。 

  そんな中、今、行財政改革推進審議会も立ち上げさせていただきました。また、まちづく

り審議会が一番最大の審議会になるかなと思っておりますけれども、そちらのほうでも十分

にご審議をしていただかなければならないと思っております。 

  ただ、やはり弱者、特に生活弱者と言われている方々を何としてもやっぱりフォローして

いかなければならないという部分もございますので、その辺は、いろいろなところを加味、

あわせながら検討していかなければならないなというふうにも思っております。 

  今、一つ、個人的に心配なのは、たしか洞爺のほうだと思いましたけれども、個人のお名

前はあれですが、100歳で、この間、お祝い金を、昨年だと思いましたけれども、お持ちし

た方が、いまだに車に乗っていらっしゃると。いや、本当にいつも不安で不安でたまらない

ものがあるわけです。 

  いろいろなことをやっぱり加味しながら、検討をしていかなければならないなというふう

に思っております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 近い時期にそういう高齢化がより進んだ中で、このようなことが起

き得る。財政との上手なかかわり合いの中で取り組んでいかなければだめなことだと思いま
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すけれども、将来に向けて検討していただきたいということと、もう一つ。私が去年の質問

の中で、洞爺湖町版ＣＣＲＣという質問の中で、実は、元気なお年寄りにこちらに住んでい

ただくと。都会の方に住んでいただくというものではなくて、今、元気に暮らしていらっ

しゃるこのまちのお年寄りを、何といいますか、シェアではないですけれども、ある程度、

地域に集まってもらって、共同生活をしてもらえるような検討をするという、研究するとい

うことだったのですけれども。 

  そんなことまで考えて、それはもう個人の判断ですから強制的にというわけにいかないで

すけれども、そういう交通の不便なところにおひとりで住むのではなくて、むしろそういう

施策をもって、その地域から出てきてもらって、交通の比較的便利なところに住んでもらう

ようなことも、将来的には考えていかなければだめなのかなというふうにちょっと感じまし

たので、つけ加えさせていただいて、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  ２件目は、洞爺の水ペットボトリング事業ということでございます。 

  これは、地方創生加速化交付金の交付申請で、洞爺湖有珠山ジオパークの資源を活用した

観光地づくりという事業が認定されて予算がついたものでございます。その中に、四つの

ジャンルがある中の一つに、火山・自然活用マネジメント事業、ＮＭＯというのでしょう

か。その中に位置づけられております。 

  簡単に説明をしていただきたいと思うのですが、このジオパークの事業。やはりこれは、

一つのまちの目玉になり得る、どこにもないものですから、これはしっかり推進していくこ

とが必要だということもあって、取り上げさせていただいたのですが、本日も初日というこ

とで、職員の皆さん、我々議員も、このＰＲを兼ねて、おそろいのシャツを着て、議会に臨

んでいるわけです。 

  ちょっとあれですけれども、議会では白が４、ブルーが４、グリーン３、紺３と、大変バ

ランスのいい色合わせになっております。職員の皆さんをちょっと見てみましたら、圧倒的

に紺が多くてですね。余り目立たないようにしていらっしゃるのかもしれませんけれども。

中には、旧のモデルのシャツを着ていらっしゃる方もいらっしゃいまして、いずれにして

も、これはちょっと蛇足ですけれども、事業をみんなで進めていこうという一つのあらわれ

だというふうに理解をしていきたいと思います。 

  そこで、１番目の質問に入りますが、このペットボトリング事業に着目した大きな理由、

それから、どこまで進んでいるかわかりませんが、その事業の進捗状況について、簡単にご

説明をいただきたいと思います。 

○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） 私のほうからは、事業に着目した理由という点でお話

をさせていただきます。 

  近年、水道水や、水道水源の水をペットボトルあるいはアルミ缶に詰めて販売、またはイ

ベント等で配布している自治体、これがふえております。 

  ボトルウオーターをつくる理由はさまざまですが、基本的には、水道水のおいしさを知っ
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てもらいたい。あるいは、ボトルウオーターを通じて、水道事業についての知識を深めてい

ただく。こういうことを目的とした自治体が多いようでございます。 

  代表的なものとしては、水源がよいことをＰＲする。二つ目には、給水開始から節目の年

数、何年を記念、あるいは、イベント開催を記念する。そして三つ目に名水アピールによる

まちの知名度向上。クリーンで資源豊かなイメージ、これを形成していく。そういうことが

挙げられるかと思います。 

  洞爺湖有珠山ジオパークを初め、日本のジオパークには、大地と命をつなぐ水の物語があ

ります。水は太陽のエネルギーによって、海や地表から蒸発して雲を生み出し、再び雨や雪

となって地球に降り注ぎます。ふだん、当たり前のように使っている水も、長い時間をかけ

た、こうした地球規模の循環によって生み出されてきているといえます。 

  洞爺湖有珠山ジオパークでは、当たり前のように水道の蛇口をひねるだけで、安全でおい

しい水を得ることができますが、このような自然の循環によって生み出された、あるいは、

日常生活や産業の中で使っているこのジオパークの恵みのありがたさをどうしても私たちは

忘れがちだと思います。 

  この水を象徴する洞爺湖は、11万年前の巨大な噴火でできた天然の水がめですが、ユネス

コ世界ジオパーク認定の象徴的存在であり、世界に誇るかけがえのない私たちの財産だとい

えます。 

  洞爺湖を中心とした日々繰り返される水の循環が、大地と人を結んでいるという考え方を

もとに、今回の水のペットボトル化は、ユネスコ世界ジオパーク認定のまちとして、まちの

知名度向上、そして、クリーンで資源豊かなイメージ形成を図る、地方創生の先駆的事業と

して取り組む価値がある事業だと。そういう視点で着目をして、事業提案をさせていただい

たということでございます。 

○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） 事業の進捗状況についてでございますが、現在、製品化に使

用する水の選定やペットボトル水の製造委託事業者及び商品名やラベルデザインの作成委託

事業者の選定を行っているところでございます。 

  水の選定につきましては、洞爺湖町には貫気別川水系、十太川の湧水を水源とした洞爺の

水、洞爺湖を水源とした本町地区の水、泉湧水を水源とした水の３種類がございますので、

ペットボトル水の製品化について、どの水を採用するか検討したいと考えております。 

  また、ペットボトル水の製造委託事業者につきましては、自社製品以外のペットボトル水

の製造を北海道内で請け負っている事業者は限られておりますが、製品製造委託に際しての

諸条件等を勘案し、検討してまいりたいと考えております。 

  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） 今、武川課長からもるる説明があったように、私もこのまちにあっ

て、森があり、湖があり、自然の豊かさがあり、水に着目したというのは、環境を大切にす
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るまちとして、やっぱりＰＲする効果もありますし、観光やイベントにも活用できて、最後

に災害のときの備蓄用というのも言っていますけれども、そのように活用の度合いが大変広

いということで、私はいい着目点だなというふうに思ったものですから、たくさん、7,600

万円ほどある予算の中で、これは600万円しか予算がついていませんけれども、この事業を

取り上げさせていただきました。 

  ただ、残念なことに、今、上下水道課長のほうから、まだ進捗状況というよりも、まだ事

業に取りかかろうかというような段階だということで、実は、２番、３番、４番の質問が、

何かやっても仕方ないというのは変ですけれども、どういうふうに聞いていったらいいか、

ちょっと困ってしまっています。２番目の質問ですが、製造業者云々ということですけれど

も、製造、流通、販売などの総合的な事業計画はということです。今、選定しているので

しょうが、例えば、先ほど認定を受けるときに、事業に着目して、多分、この600万円とい

う予算も、具体的な項目といいますか、これをしたい、こういうふうにするのだということ

の積み重ねの中で申請して通ったのではないかと思うと、ある程度の事業の内容というのは

あるのではないかなと思うのですが、それはなかったのですか。 

○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） 全国のジオパーク自体で、非常に名水を、採水地のジ

オパークは多く存在してございます。 

  もともと名水百選という環境省の制度がございました。先ほどはお話ししませんでしたけ

れども、特に平成の名水百選。これは洞爺湖サミットを記念して2008年につくったものです

けれども、縁があって、2008年という年は、洞爺湖有珠山ジオパークが国内で初めて日本ジ

オパークに認定された年ということがございます。そういうことから、各それぞれのジオパ

ークに照会をして、その製造に係るコスト等を調べておりました。 

  特に、南紀熊野はいい水が出ておりまして、本州最南端の串本町というところがございま

すので、そちらに製造でどれぐらいのコストがかかるか、これらも調べておりました。 

  この串本町については、自分の水道事業の中で製造してＰＲを含めてやっているというこ

とですけれども、もう一方では、箱根町のように民間の事業者にロゴマークを使っていただ

いて、１本当たり幾らということで、その後、売れた１本当たりに対して１円の寄附をいた

だいていると。そういうようなお金のやりくりをして、年間300万円ぐらいのお金の寄附が

あるというようなお話も聞いております。 

  そういうことから、いろいろと調べて、本数的なことも割り返しで考えていたのですけれ

ども、水道を担当している課長に確認したところ、やっぱり、三つの採水地があるのだけれ

ども、うちの場合は、そこで直接くみ上げてその場でボトル化できないということで、その

水を運搬して道内、道外にそれを持っていくわけにいきませんので、道内の事業者でどうだ

ろうかという検討をして、コストの割り返し。それで最終的に大体の本数が出るだろうとい

うところでございますけれども、何せ道内では限られているということがございまして、そ

れを賞味期限、５年あればいいねという話だったのですけれども、２年程度しか道内の事業
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者でできないということがあったり。いろいろと、今、関係する課が集まって協議をしてい

るということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ちょっとやっぱり、具体的ではないので、私のほうで、この辺を

しっかり考えた中で進めてほしいということで、お願いをしてこの質問を終わりたいと思い

ます。次の１回ボトルをつくって終わりにする事業ではないですよねという部分、これは最

後に町長からちょっとお答えいただきたいと思いますけれども、これをちょっと置いておい

てですね。やっぱり製造については、今、言った、３カ所あるのでしょうが、どこの水を使

うのか。これは、生活用水にもかかわってきますので、十分な量を確保できるのかどうかと

いうことと、これはやはり成分分析を絶対しなければいけないと思いますので成分分析をす

る。それから、どこでつくってもらうのか。それから、容器、容量のサイズ。それから、形

状はペットボトルにするのかアルミにするのかとかですね。それで、どれぐらいのロットで

つくっていくのかということについて、検討する必要があると思います。流通、販売のほう

では、どこで販売するのか。これは、庁舎とかイベントで使うのか、どうするのか。 

  これは、先ほど言いましたように、このボトル事業が、今後のこのまちの事業として、

ずっと継続するか否かによっても違うかもしれませんが、私はぜひ継続してほしいという意

味合いで、今回は今回の予算を使って終わりかもしれませんが、このペットボトル事業はい

い事業だと私自身は思っていますので、続けてほしいという意味で、この質問をさせていた

だいています。 

  ちなみに、私が広域連合の視察で、実は、去年とことし、ごみ処理の関係で４カ所、視察

をさせていただきました。その４カ所のうち３カ所で、会議に出席したときに、地元でつ

くった水が提供されました。 

  先ほど武川課長が、いろいろな自治体が取り組んでいるとおっしゃいました。ちょっと、

行ったところは大きな市でしたので、取り組みやすかったのかもしれませんが、簡単にご紹

介しておきます。 

  防府市では、伏流水の水源地で500ミリリットルのペットボトルをつくっていまして、100

円で販売しています。ここは、担当するのは水道局です。販売しているところは、庁舎やま

ちの物産館等で、目的は、まちのＰＲと災害の備蓄用です。 

  もう１カ所は、さいたま市で、これは浦和地区だったのですが、さいたまの水という名称

で、これはアルミ缶の水でございます。これは井戸水を使っていまして、110円で販売をし

ておりました。水道局で担当し、水道庁舎やその営業所、それから水の公園が幾つかさいた

ま市でございまして、そこで自動販売機で販売している。ここは、いろいろな加熱処理か何

かをするものですから、賞味期限が５年ございました。それで、これは備蓄用に使うという

ことで、もちろん備蓄用にも使うということでございます。 

  もう１カ所は、実は新潟県の三条市というところで、これ、実は私の生まれたところでご

ざいまして、私が行けと言って行ったわけではないのですが。そこも水に取り組んでいまし
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て、これは湧水。上流の湧水を使っていまして、ここは500ミリリットルのペットボトルと

２リットルのペットボトルもつくっていました。販売価格は120円と240円。これは建設部の

水道課がやはり担当していまして、庁舎、それから公共施設、そして、これは募集して、一

般店でも販売をしておりましたし、インターネットでも販売をしていました。これは賞味期

限が２年で、これはまちのＰＲとして使うということでございました。 

  こんなようなことも参考にしながら、早く事業を進めていっていただきたいということ

で、２番の質問は、これでとどめておきたいと思います。 

  今、３番目の質問に移りますが、上下水道の課長にお答えいただいたので、この私の今、

例を申し上げたところも水道部門が担当していたので、当町でも水道部署が担当するのはい

いのかなと思いまして、３番目の水のボトル化に水道部署が担当する自治体が見受けられる

が、当町はどの部署が主体となるのかという質問をいたします。 

  先ほどもちょっと答弁の中にありましたように、この水をつくるに当たっては、もちろん

ＰＲ等があるのですが、水道部局が担当しているということもあって、水道開設の何周年と

かそういう記念事業に合わせて取り組んでいるところが多くあったようでございます。そこ

で、また質問に戻りますけれども、当町の部署はどこが主体になってやるのかということに

ついて答弁をお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回、洞爺湖町で水をつくろうとしたのは、実は、地方創生のお金を

いただいて、こういう事業をやってみようということで取り組ませていただきました。財源

は10分の10、国の交付金でございます。 

  そんな関係でジオパークと企画のほうで地方創生計画を出させていただいてやった。実際

には、担当のほうで動けないものですから、水道課のほうで、その事業化に当たってやらせ

ていただく。 

  今、計画しておるのは、今年度、約６万本を一応、計画させていただいております。予算

的には600万円あるわけでございますけれども、そのうち、その水をくみ上げるところの器

具を設置しなければならない。そして、ペットボトル化する業者さんのところに持っていっ

て製品化していこうと。 

  今年度のものについては、一応、まちのＰＲということで、各種イベント、恐らく来年の

イベントにもぶつかってくるかもしれませんけれども、そういうもの。そして、先ほどジオ

パークの課長が言っておりましたけれども、今、全国各地のジオパーク地域から水を集めて

おります。最終的には、全国の水ということで、水のコーナーを設け、それを地域住民の皆

様に見ていただく。そういうふうなものを今、設置しておりますけれども、そういうところ

にも洞爺湖の水をあえて渡して、恐らく何箱かずつになると思いますけれども、逆に北海

道、洞爺湖にもこういう名水がありますよということを広くそのジオパーク地域内、全国の

ネットワークを使ってＰＲしていこうということも、今、考えさせていただいております。

恐らくは、今、国の事業でやるものですから、収益を上げるものではなくて、まちのＰＲに
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つながるもの。 

  今、いろいろ参考になるお話を聞かせていただきました。私どもの姉妹都市の箱根町も、

実は水を製造しております。そのときに、箱根旅館組合の皆さん方にご協力をいただいて、

売れたペットボトルの10円をフィードバックしてもらう。まちの財源に入れさせてもらう。

まちのほうでは、そのお金を利用してたまった財源が年間、聞いておったのは、たしか

2,000万円程度、集まってくるというふうに聞いたのですが。それをもって、また次年度の

ペットボトル化にしているというお話で聞いておったのですけれども。 

  私どもの水が、市販を本当にできるようになるのか。それは、ことし、いろいろ実証実験

等々もやっ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し、さらには、この

水を内地のほうに水を送ってつくっていただくとなればまたコストが高くなります。北海道

でつくる、ペットボトル化するのには、賞味期限が２年ということで、非常にやはり、

ちょっと災害用の備蓄とするのには、逆に市販のものを購入したほうが安く上がるかもしれ

ない。そういうことも、備蓄については、また別の角度からも検討していかなければならな

いだろう。 

  ただ問題は、来年以降もできるのかというところの中で、それも先ほどと同じようになる

わけですけれども、いろいろなものを加味しながら、新年度、平成29年度予算をこれから策

定していくわけです。その中でも、そして、当然、まちづくり、あるいは行財政改革、いろ

いろな場面で皆様のご意見を聞きながらというふうなことになっていくのではないかなとい

うふうに思っておりますけれども、今、議会のほうからも、そういうご意見が出ましたの

で、議会のほうのご意見も踏まえて検討していきたいというふうに考えています。 

○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。 

  とりあえず６万本、大体、１本100円ぐらいのあれで、600万円ですから100円ぐらいでで

きるのかなということなのですけれども、４番目の質問と絡みます。確かに２年の賞味期限

でしたら、ちょっと備蓄は難しいかなということはありますけれども、これが例えば、事業

化ができて、２年ごとに、１年ではなくていいのです。２年ごとに製造するようにすれば、

うまく１年で切りかえか何か、ちょうどうまくやってですね。１年たったものについては、

備蓄用のやつを拠出して、新たにつくったときにまた補充しておくみたいな形ですね。それ

と、これは私どものまちだけの備蓄ではなくて、いろいろなところで用意されているのかも

しれませんが、近隣や箱根は姉妹町村、持っていますけれども、実際、持っていても、自分

のところが災害にあったときには、その何というか取り出す手だてがなかったりする場合も

あるわけです。どこに備蓄しておくかによるかもしれませんけれどもね。 

  そんなこともあるので、４番目の質問の噴火災害を抱える当町として、備蓄用にというこ

とで、ちょっと今、町長の答弁をいただいたような形になりましたけれども、簡単に考え方

だけでもお答えください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 
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○企画防災課長（鈴木清隆君） 防災用の備蓄という部分でのお話かと思います。 

  今、賞味期限が２年という部分では、議員がおっしゃるとおり、２年ごとに製造の部分で

は備蓄も可能かと思います。まずは、ことし始め、地方創生の加速化交付金でいただきまし

たこの事業に関して、まずはしっかりとＰＲをして、その後、検証して、その後、続けてい

くかという部分の中で備蓄というのを考えていきたいと思います。 

  ただ、今、製造している備蓄に関して、もし町外で災害等があって、やはり今回のような

熊本地震のようなものがあったときには、すぐにでもお送りするような体制はとっておきた

いと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） そのように検討を進めていっていただきたいと思います。事業もま

だ半ばですので、早急に進めていっていただきたいと思います。 

  ３件目の質問に入ります。 

  これは洞爺地区で開設された、一日町長室の開設についての質問でございます。これも何

か昨年の議会で洞爺地区の振興策について私が質問した中で、これは個人的な考え方ですけ

れども、いろいろな施策をとっていただくのも振興策として大変重要なのだけれども、町長

が月に１回でも、シーズンに１回でも、総合支所のどこかにいらっしゃることも非常に精神

的な振興策につながるような話を何かしたのではないかなと記憶しております。 

  １番目の質問に入りますが、合併して10年たちました。この記念行事もやりました。少し

遅かったかなという感がしないわけではないと思いますけれども、いい取り組みを町長は決

断してやっていただいたなというふうに思っていますし、割といい評判を、まちの中で聞い

ております。２回しかまだやっていないようですけれども、まず、率直な感想をお伺いした

いと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） １回目、４月28日に洞爺のほうにお邪魔させていただきました。２回

目は５月26日に洞爺のほうに行っていたわけでございますけれども、率直な感想ですが、１

回目はさほど人数は少なかったように思います。まあ、３名です。ほとんど、ほとんどとい

うか３名の方が自治会長さんです。それで、顔を見に来たという方が２名で、もう１名の方

は、そこに相談もあったのですが、端的に言うと、これは事務的に済む話だなという思い

だったのですが、顔を見て言ってくれたのかなというふうにも思っております。本当に何日

も行ければいいのでしょうけれども、こちらのほうも予定がいろいろ入っておりまして。 

  ２回目は、実は、５月26日にやったときに、訪れてくれた方々は団体で、全部で３団体、

４団体と言うのでしょうか。 

  午前中は僕が向こうのほうに出張していたものですから、開建の洞爺出張所さん、所長さ

んがわざわざ職員を連れて洞爺のほうまで来てくれました。この内容等々についてはチャ

ス・クリヤトンネル、これは私どものまちとして非常に早くに何かやってほしいと、改修

等々についてやってほしいという要望をしておりますので、開建のほうとして、今年度も調
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査を実施したいと。昨年、実は、実施していただいております。その結果を有識者の方々に

ご意見をいただいたそうでございます。しかし、この調査ではまだまだ足りないということ

で、有識者のほうからもご意見が出たようで、新たにまた調査を今年度も続けていくという

内容でございまして、その説明でございました。 

  もう１件、これは台湾のほうからお客様が５名、来てくれました。たまたまこれも、僕が

向こうのほうに勤務しているということで、ご挨拶に来ていただいたという関係でございま

すが。 

  午後からでございますけれども、実は、洞爺に移住をされてきた方々、この方々が３人で

来られまして、そして、まちづくりに関するご提言といいましょうか。特に年寄りといいま

しょうか、お年寄りに優しいまちですとか、あるいは、町内をバリアフリー化にしたらどう

でしょうかとか、年寄りが今度、誰かを見回りをやったらどうだろうかと、そういうご意見

を賜ってまいりまして、それについては、今、まちづくり総合計画を立てておりますので、

そちらのほうにも十分協議をさせていただきますというお話をさせていただいておりまし

た。 

  そして、その方々がお話をしているときに、実は、お２人の方が、１人ずつですけれど

も、来ていただきました。その方々は、私もちょっと時間をちゃんと区切ってやればよかっ

たのでしょうけれども、いや、きょうは、ちょっとこれ、時間がかかりそうだなということ

でお帰りになって、この次、６月に洞爺のほうにお邪魔するときに来ていただけるというこ

とで、係員に話していったということでございます。 

  やはり、行ってみて、これは皆さん、やっぱりお待ちしていてくれたのだなという感がい

たします。それで、今年度は、ずっと続ける思いでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 町長が向こうにいらしたので、こちらに来たけれども、向こうに

行っていたから向こうに訪ねてきた方がいたというのは別にいたしましても、私は個人的に

は、来る人の多い少ないということよりも、地域の方が、気楽に町長と話をできる場ができ

たということのほうが、とても大事なことなのではないかなということと、やはり月に１

回、私はこんなに月に１回も見えてくださるなんて思っていなかったものですから、町長み

ずからが出向いてくるという、このことに地域の人は大変感激しているのではないかなと、

こんなふうに思っております。 

  仮に訪ねる地域の人がないにしても、地域にはきっといろいろな施設が、町長もご存じだ

と思うのですけれども、施設があるけれども、おどかすわけではないですが、ひょっと徒歩

で、歩いて顔を出して、新しい消防庁舎もできていますし、芸術館でも毎月いろいろな催し

をやっていますので。個人的に行かれるのもいいのですけれども、そんな時間も、もし来訪

者がいなければ、そんなのを回って、気軽にお年寄りや子供たちに声をかけていただけれ

ば、なお、この町長室が生きるのではないかな、こんなふうに思っております。 

  町長がどうしてもその月に都合がつかなければ、副町長がかわりに行くということもあっ
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ていいのかなというふうに思います。 

  ２回目ということですので、一定期間、ずっと継続してやっていただきたいということで

ございます。 

  担当者のほうの答弁になるかもしれません。４月から５月と２回、今、開催されています

けれども、その受け付けの仕方とか会場なんかについて、今、人数の紹介は町長のほうから

ありましたけれども、どんな状況だったのか教えていただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山崎庶務課長。 

○庶務課長（山崎貞博君） ご質疑についてお答えさせていただきます。 

  開催の日程等につきましては、広報の配付時に洞爺総合支所からのお知らせで日時をお知

らせしております。特別、予約等は受け付けしてございません。 

  また、実施場所につきましても、その際に洞爺総合支所の中で対応してございますが、念

のために別室もご用意させていただいております。 

  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） 受け付けがシビアでも、気楽に行けるという意味では、予約がなく

ても行けるのもいいと思うのですが、あらかじめ１時間欲しいとかという予約があるのであ

れば、それも受け付けてもいいだろうというふうに思います。会場についても、気楽さから

いくと、ロビーであったり応接のチェアであったりするのも可と思いますけれども、やはり

きちんと、プライバシーという大げさなことではないかもしれませんが、場所にも考慮して

いただいて、この一日町長室を開設していただきたいというふうに思います。 

  最後の質問になりますけれども、今、町長からもお話がありましたように、大体いつも自

治会で話をしたり、懇談会で出席したりする方がまず多かったということでございます。そ

れはそれとしていいのですが、どうしても、なかなか面と向かって町長と話しにくいという

方も、多分、多くいらっしゃると思います。 

  この３番目の質問ですが、直接お話しするのはとても勇気がいることなのではないかなと

思われますので、この際、この町長室の開設とあわせて、これは仮称なのですけれども、

「気持ちを伝える箱」というふうに書きましたけれども、こんなのも設置して、単に批判や

要望を受ける箱ではなくて、心の通じ合うような箱を設置してはどうかなと。検討していた

だきたいなというふうに思います。 

  これも、できたら提案型のことや本音をいただくような箱として活用できれば、地域の意

見や何かの吸い取りも、吸い上げもできると思いますし、これは、すぐ取りかかれるような

ことがあれば、すぐに取りかかればいいことでもあります。少なくても年に何回かは取りま

とめをした中で公表していただければ、なおいいのかなということと、この一日町長室と、

もしこの伝える箱を設置してもらえるのであれば、この洞爺地区に限らず、全町的な中での

取り組みとしてやっていただければなというふうに思います。 

  この最後の質問の答弁をいただいて、私の質問を終わりにしたいと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 貴重なご意見、ありがとうございます。できることからまず、やって

いきたいなというふうに思っております。 

  以前から、今現在もそうなのですが、私のところに直接、手紙が来て、これは苦情も入っ

ております。ここの街灯が切れているぞとか、いろいろなことをご提示していただいており

ますので、できるところから本当にやっていきたいなというふうに思っております。 

  また、今、地域担当職員、これが大体定着してきたかなという感がありますけれども、自

治会での行事参加。いろいろなことがありますけれども、今、毎月、それぞれの職員が、地

域リーダーもそうですけれども、職員が行ってきたことをリーダーに報告して、すぐ解決で

きるものをすぐ解決し、時間のかかるものについては上のほうに上げて整理をしていくとい

うことをやらせていただいておりますが、それは毎月、私のほうに上がってきます。毎月、

それは目を通させていただいております。もう既にご意見をいただいて実施した箇所が何カ

所もありますけれども、そういうことでも、いろいろなところで町民の皆様のご意見を拝聴

できるところがあればというふうに思っておりますので、早速取りかからせていただきたい

と。恐らく今、とりあえずは町内３カ所か４カ所ぐらいでということになろうかと思います

けれども、貴重なご意見をありがとうございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 以上で質問を終わります。 

○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。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時０８分） 
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