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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２８年６月１３日（月曜日） 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 一般質問について 

日程第 ３ 報告第４号 虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費繰越額の報告について 

日程第 ４ 同意第２号 教育委員会教育長の任命について 

日程第 ５ 議案第２号 洞爺湖町名誉町民に関する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第３号 洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第４号 洞爺湖町単独住宅条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第５号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

      議案第６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

      議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第 ９ 議案第８号 工事請負契約の締結について（多目的人工芝スポーツ施設整備 

             工事） 

 

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

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第９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 

 



－58－ 

 

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 

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
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監査委員 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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。 

  現在の出席議員は14名全員であります。 

  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、７番、小松議員、８番、沼田議員

を指名いたします。 

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

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、８番、沼田議員と、２番、越前谷議員の２名を予定しています。 

  初めに、８番、沼田議員の質問を許します。 

  ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） おはようございます。８番、沼田でございます。 

  皆さん、ご承知のとおり、きょう私は、通告のとおり熊本大震災を、報道で見ている限り

ですが、そういう中で、ああ、もう２カ月もたったのだなと。きょうは、そう思っておりま

す。そういう中で、２カ月間、熊本の報道を見る中で、うちの防災計画がどうなっているか

なということで、最新のをいただきまして読み返してみました。 

  そういう中で、あれということが何件か出ましたので、そういう中で質問させていただき

たいと思うわけであります。 

  熊本の大震災が長く続いて、きのうあたりも５強なんていうことで、まだ終息していない

のだなということで本当にお気の毒だなという思いをしているわけでございます。 

  私も自分自身では、知っているのは昭和52年の大噴火、山頂噴火。いわゆる私が小さいこ

ろに知っている、登った小有珠山のものは、もう、ぶっ飛んでしまって全く新しい山に変

わってしまったと。そういうのが52年の有珠山噴火の記憶ですね。それから、2000年の予想

もしなかった西山から噴出したという災害を、噴火を知っているわけでございまして、我が

まちには、長い歴史で津波の被害もあったということでございますが、私は津波の被害は知

りません。大きな被害は知っておりません。この間の底波でホタテの桁とかそういうのをや

られたとか、多少の被害が出たというぐらいのことは、もちろん承知していますけれども。

駒ヶ岳の大噴火の津波などは、私は知りませんが。二つ、ちょっとぐらいの災害の中で考え

て、質問したいなということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  第１番目に、避難所の生活をテレビで見ていて、うちはどんなになっているのかなという
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ことで見ました。そうすると、うちの避難所の、避難所と避難場所とありますが、避難所の

あり方がどうなのかなという中で、まず、収容人数が、ああ、もうこの収容人数は当てはま

らないなということで、思っているわけです。 

  それは、うちの場合は１人当たり2.36平米と。大体0.7坪ぐらいかなと思いますが。報道

を見ていると、あ、これではもう間違いなくだめだぞと。0.7坪ぐらいでは無理なのだなと

いう思いをしております。 

  そういうことから、この2.36という数字は、どんな形で出したのでしょうか。まず、それ

をお聞きしたいと思います。 

○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） 避難所の１人当たりの面積でありますが、畳１枚半を基本と

して算出しております。 

  北海道総務部危機対策局が平成18年３月に出されております避難施設の指定等に関する事

務取扱要領において、収容避難施設の要件の中で、２平米につき１人を基準としているとこ

ろでございます。 

  当町においては、旧虻田町時代から、この面積を基準に算出しております。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 私も先ほどから言っているように、テレビ、新聞しか見ていませんか

らわかりませんが、けさほども熊本の大地震についての報道をやっておりましたけれども、

前は、私は2000年の噴火のときに避難を、皆さん、したわけでございますが、私もしたので

すが、私は避難所生活というのは知らないのです。私は自分で孫と住みたいので、大岸のほ

うに一軒家を借りましたので。そのことで中身はわからないのですが、どんな形で避難され

ていたのかな。皆さん、ブルーシート、１枚だったのか、毛布だったのか。仕切りがあった

のかとかということは、全くわからないのですが。見ていないからわからないのです。そう

いう中で、今度、熊本で言われているのは、まず、人の頭を越えて歩くようなことはだめだ

ということで、通路をつくれと。それから、間仕切りなども、つくってもらわないと困る

と。プライバシーを考慮してくれと。こういう要望がたくさん出された結果なのだなと思い

ますが、けさ見た映像では、完璧に畳１枚ぐらいの高さなのだろうな、１メーターぐらいの

高さなのだろうなということで思いましたが、座ればみんなわからなくなる。そういうよう

な状態で、囲いを設けておりますよ。プライバシーを少しでも確保するということなのだろ

うなと。きょうは、そういう雑魚寝みたいな映像は一つもなかったです。 

  そういうことからいくと、私どものまちは、いつ来ても、次の噴火がいつ来てもおかしく

ないと言われているまちですから、早くそういうものに備えなければいけないのではないか

なと思います。それらを勘案した場合、どのぐらいの収容人数になるのでしょうかね。今、

数字上は7,467人が、我がまちのいわゆる避難所として収容できる人数ということになって

いますが、これからその先、またあれしますけれども、まずは、これに換算するとどんなふ

うになるのかなということで思いました。そこら辺がわかれば、ひとつ教えていただければ
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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） 有珠山噴火時の避難所の予定人数という部分で申し上げてい

きたいと思います。 

  避難予定者数につきましては、うちで捉えている分では5,576名。町内17カ所の避難所

と、豊浦町、伊達市への避難所応援を求めておりまして、全体の収容施設の収容人数は、

5,787人であります。 

  また、津波被害の分でございます。こちらの分に関しては、対象区域人口は12自治会、

2,080人でありまして、津波不適避難所を除いた施設において、収容可能としております。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 通告しているから課長のほうで先にお答えいただいたのですが、要す

るに、これを見る限りにおいては、津波に不向きですよという、当然、施設もございます

し、噴火に不向きという記述はないのですね、これ。ですから、こんなことを申し上げては

いけないのかもしれませんが、津波は、私は経験しておりませんので、大きな津波が本当に

来るのだろうかなという気もしますけれども、有珠山の噴火は間違いなく来るのだろうな

と。津波に不向きということは、噴火不向きも当然、あるのだろうと思いますが、その辺に

ついてはどう考えていますか。 

○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） 噴火についての不向きという部分での、避難所の部分ですけ

れども、避難指定区域等に係る部分にありまして、火砕流の到達エリアに関しては不向きと

いう形で、防災計画の中でも避難所の指定はしておりません。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） そこは、私は見落としているのだろうかなと思いますが。今、私が

言ったのは、間違いなく、この避難所の備考に津波不適と書いているのですよと。それはあ

るのだよと。噴火はどうなるのだと聞いたのですよ。噴火のときの不適というのは、既にわ

かっているのだと思うのですね。ですから、それを見て収容人数が、津波の場合はどの程度

になる。噴火の場合は、先ほど課長が答弁されたように、お隣のまち、お隣の市、さらに向

こうの市と、室蘭市までお世話になったわけでございます。それは知っているわけでござい

ますが、そういう中で、噴火の場合では、不向きだなんて言っていられない場合もあるので

はないのかなという気持ちでいるわけですよ。 

  ですから、そういう中で、これを言いたいのは、これからも出てくる話になりますが、お

隣のまちに頼む、お隣の市に頼む、受け入れてくださいというときの、それが大事になって

くるのだろうと思うのですよ。自分のところでは、自分のところの町民を賄い切れない、避

難民を賄い切れないという事実は、もう完全に抱えているはずです。 

  そういうことからいくと、どんな考え方で避難所、定住自立圏の問題もありますから、そ

ういう中で協力するという話は出ていますけれども、どんな基準でどういうふうに頼むつも
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りでいるのかなと。要するに、自分のところで避難不適と、噴火のときに不適だと。できる

受け入れと、できない受け入れをよそに頼まなければいけないわけですから、その辺は、僕

はどうなっているのかなと思うわけです。 

  そういうことで、きちんと噴火の場合は、この程度の収容しかありませんとか、津波の場

合は、洞爺湖温泉まで津波は行かないですから、そちらまで考えれば、旅館、ホテルを考え

れば、絶対、収容はできると思いますけれども。 

  そういうことで、先ほどからも言っているように、プライバシーを保った上で、そういう

ことを考えていかなければならないとすると、ただ数字合わせをしたような7,467という数

字がありますけれども、これではなくて、もう少し細かいのを出しておいたほうがいいかな

と思いますが、課長の答弁をお願いします。 

○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） 洞爺湖町においては、42カ所の避難所を指定しております。

この部分につきましては、防災計画の中でも津波不適という部分は、7.2メートルの津波が

来た場合の安全な場所での避難所という部分で、計画の中では不適という部分を出していま

す。 

  また、防災計画の中に関しましては、有珠山噴火に伴う計画というのを別枠で設けており

ます。そちらのほうでは17カ所の避難所を指定しているところですが、今、議員がおっしゃ

るとおり、17カ所全てでは、避難される方をみんな収容することはできません。なぜかとい

いますと、有珠山の火口周辺、洞爺湖温泉、泉地区、入江１区、入江４区、ここ周辺の避難

所に関しましては、やはり噴火の時点では火砕流等の発生、または噴火のおそれがあって、

避難所としてはできないところですから、そちらの部分に関しましては伊達市、豊浦町のほ

うへ応援を求めているところでございます。 

  当町においては、有珠山噴火等に関しましてもそうですけれども、３市３町において防災

計画協定を結んでいるところでありまして、そうした中で、近隣の市、町への応援というの

をお願いしているところであります。その中で避難所という部分では、伊達市、豊浦町、こ

ちらのほうに今、応援要請をしているところですけれども、きめ細かなという部分でいきま

すと、一つは伊達市側のほうについては、やはり医療行為が必要な避難の方もいらっしゃい

ます。例えば、透析患者の方々、町内には40名弱の透析の方がいらっしゃいますけれども、

やはり町内での病院での透析。また、伊達市内においての透析をされている方もいらっしゃ

います。３日に一度、やはり透析をしなくてはいけないという部分に関しましては、今、伊

達市のほうにお願いしている部分に関しては、その方々が病院に近いところで避難生活が送

れるように、そういう部分での避難所をお願いしているところでございます。 

  また、豊浦、伊達においても、やはり、防災計画も、向こうもありますので、しっかりと

こちらの計画で、やはりお世話になる人数等を把握していただいて、豊浦町、または伊達市

側の防災計画の中にも取り入れていただいて、安全な避難体制をつくれるようにお願いして

いるところでございます。 
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○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 重箱の隅をつつくようで申しわけないが、この防災計画の中で、既に

洞爺高校は避難場所としてはもうなくなるわけですから、それら関係のものは削っておかな

くてはいけないのではないかと、そういうふうに思います。 

  要するに、この避難所の選定をどうするかということの中で、先ほどの仕切りや何かにつ

いてはもうお話をしましたので、今後、簡易ベッドとか、それから、毛布一つにしても、う

まく畳んで担架にできるような毛布にしておいたほうがいいよというようなことも熊本で言

われているようです。実際に使われているようです。ぺたっと二つ畳んで棒を通すと担架に

なるという毛布にしておいたほうがいいという。そうすると倒れた人、けがした人をそれで

運んでいけるよというようなこともありました。 

  そういういろいろなことは、これからまた詰めるのだろうと思いますので、考えていただ

ければと思いますが。そういう中で、実は、今も言いましたが、避難所の選定をどうするか

というとき、給水、給食ということはあるのですが、トイレがないのですね。トイレの記述

がここにはないのです。熊本の報道を見ますと、トイレで困っているという報道が出まし

た。 

  そういう中でトイレの数ということもあるのだそうですけれども、トイレが足りないとい

う。いわゆる学校のトイレだけでは足りないよ、こちらの公民館のトイレだけでは足りな

い、体育館のでは足りませんよという状態が出たのだろうなと思いますが、それ以上に深刻

だったのは、トイレの質なのだそうです。いわゆる私はポットン便所というのは、当然、

知っていますけれども、もう私もポットン便所でトイレはできないなと。要するに子供がで

きないのだそうです。大人の年寄りも足腰が弱くなって、便座でないとできないということ

もありますが。私はそちらだと思ったのです、最初。そうすると、よくよく聞いていくと子

供がそういうトイレには入れないと、使えないと。こういうことなのだそうです。 

  ですから、避難所の選定の要件の中に、やっぱりきちんとトイレをどういう形で確保する

かということも、食べるより先に出るという問題もありますから。それが熊本の一番最初に

トイレが困ったという話がありました。そういうことで申し上げたところですよという部分

なので、担当者のご見解を聞きたいと思います。 

○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） 2000年噴火時の避難所の部分ですけれども、８市町村に70カ

所の避難所が設けられました。その地域や施設の状況により、使用に関しましては、まちま

ちでありましたが、記憶しているところでは職員が配置され、住民の対応をしておりました

ので、避難所の機能としては、まず、果たせていたかなと思っています。 

  ただ、施設において、給水、トイレについては、そのときも収容力は十分満たしていたか

と思っております。ただ、今、議員がおっしゃるとおり、トイレに関しては、16年前のこと

でありますけれども、やはり、和式トイレが多かったという部分がございます。そうした中

では、お年寄りがやはり、かがむ部分で大変苦労としたのではないかと思っています。ま
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た、今の子供というのは、子供というのはおかしいですけれども、若い、小さな子供たち

は、洋式トイレになれ親しんでおりますので、なかなか和式トイレで用を足すという部分が

大変難しいところもございます。 

  そうした部分では、簡易トイレの整備等をしていかないといけないところでありますし、

今は、準備としては段ボールの仮設トイレというか、その部分を順次用意しているところで

ございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 要するに、例えば、学校でもどこでもいいのですが、トイレを外に設

置してということをお考えなのでしょうが、避難所にもトイレの施設がなければだめだよと

いう話があるのですよ。うちのまちには、避難所が何カ所かありますが、そういう中で、集

合場所。ここへ集合してくださいと言ったときにトイレがないというと困ると。ですから、

災害、避難広場ということで、地震を想定して大都会の中で、草地とかそういうグラウンド

とかに皆さんが集まってくださいという施設をつくっていると。これは全国にたくさんある

そうですが、ここにはトイレの管がつながっているのだそうです。それで、そこへ持ってい

くと、もうトイレがそこで、ためてどうのではなくて、ちゃんと水洗化して流れる、トイレ

さえ置けばなるよという状態にしてあるのだそうです。 

  ですから、避難所でもそういうことを考えていかなければ、僕はならないのだろうなと。

確かにトイレは、我々の餓鬼のころみたいに草わらに行ってというわけにはいかないですか

ら。そういうことで、避難場所についてのトイレの計画なんかも、きちんと持った上で、避

難してくださいと言わないと、やっぱりだめなのだろうなと。 

  そういうことで考えていますが、避難所の、避難場所のトイレや何かについては、お考え

はありますか。 

○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） 洞爺湖町においての避難場所でございますけれども、15カ所

ございます。この場所につきましては、公園等はございますけれども、そこの場所、グラウ

ンドにつきましても施設がございますので、今の部分ではトイレがあるという判断をしてい

ます。 

  ただ、その避難場所で、当町においては、生活をするという考えは持っていないところで

ございまして、まずは一時集合場所として、安全な避難所まで行っていただく場所の、まず

第１の集合場所という形をとっておりまして、そうした部分の中では、今、既設のトイレの

部分で対応できるという考えを持っております。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 今、課長が言ったのは、大体、グラウンド、グラウンド、グラウン

ド、公園ということで考えているから、それで間に合うというお考えでしょうが、絶対、そ

れでは間に合わなくなると、本気でそこに集めたら、間に合わなくなると思います。ですか

ら、その辺はもう少し、その辺も考えておいたほうがいいのではないかというふうに思って
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おります。 

  次に、これはちょっと通告を私、するのを忘れたような気がしますので、お答えできなけ

ればいいのですが、最近の新聞を見ますと、備蓄の食糧について触れております。うちのま

ちの備蓄の食糧の、これは若干書いてございますが、これについて、食糧の備蓄についての

事情はどうなっておるのでしょうか。 

○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） 備蓄の部分ですけれども、乳幼児と高齢者の部分で準備は備

蓄しているところであります。 

  備蓄の部分で、高齢者の分の調理不要食という部分で、火を使わなくても食事が出る部分

に関しましては、300食、用意しております。 

  また、乳幼児に関しましては、粉ミルク等に関して、１週間耐えられる部分、40名ですけ

れども、１週間耐えられるだけの備蓄をしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） どこの都道府県もせいぜいやっているところで食糧が３日分というと

ころもあるようですが。そういう中で、今、言っているのは公的備蓄ということになるのだ

そうですよ。そういう中で、公的備蓄は、限界がやっぱりあると思います、私も。しょっ

ちゅう入れかえておかなければならないということになると、賞味期限が切れたものを誰が

食べるのだという、そういう結果にもなりますし。 

  そういう中で、流通備蓄というのが言われているのだそうです。これについて、あ、そう

か、そういうことだったのかということは、最近、私もわかったのですが、よく、多分、東

京都だったと思いますが、大手コンビニと緊急のときの援助協定をしたというようなことを

聞きました。ちょっと細かいことはもう忘れていますが、調べたらいいのにそのまま、あと

は調べていませんが。流通備蓄ということがあるのですが、うちのまちで流通備蓄を考えた

ことはございますか。 

○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） 流通備蓄でありますけれども、今、防災協定を結んでいると

ころでは、飲料関係に関しましては大手と防災協定を結んで、災害があったときには支援し

ていただけるようになっております。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 私は、できるだけ早く、流通備蓄の協定を洞爺湖温泉の旅館組合と

か、そういう方々とするべきだと思うのです。いわゆる行政で、公的備蓄には限界がござい

ますから。 

  ですから、そういうことで、逆に地震があるよ、噴火があるよと言ったら、私も経験がご

ざいますが、納めた卵を持って帰れと。取りに来いと。とてもではないけれども、できませ

ん。お前、来なかったから、金、払わないというやつなのです。ですけれども、そういう備

蓄というのは必ず持っているわけですよ、ホテルや旅館は。ですから、何かあったときの、
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そういう、そちらのほうの考えを持って協定する気はありますか。 

○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） 洞爺湖町には大手のホテル、旅館がございます。災害の内容

についてでも、いろいろと違うかもしれませんけれども、有珠山噴火においては、洞爺湖温

泉に関しては、避難指示の場所にもなりますので、協力は難しいところかと思いますけれど

も、例えば、津波とか、また風水害による土石流とか、そうした場合では、やはり洞爺湖温

泉、安全な部分として動いているところであります。 

  そうした中で、先週もちょっとお話ししたのですけれども、医療、福祉関係との防災協

定、それとともに今、旅館ともちょっといろいろお話はしているところであります。今後、

そういう形での流通協定という部分で、やはり洞爺湖温泉のホテル、旅館でも協力していた

だけるところもあるかと思いますので、その部分に関しては、詰めていきたいと思っており

ます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 私も聞こうと思っていたのですが、要するに年寄りだけではなくて、

私自身も抗がん剤治療を現在もやっているわけでございますが、医療に頼らないと生きてい

けないという人がたくさんいるはずです。ですから、そういう中で、やっぱり先ほども課長

も言っていましたけれども、そちらの方面にきちんとした対応をしていかないと、してもら

わないとだめなわけですよね。 

  ですから、その辺の対応をですね。やっぱり我がまちでどう決めようがどうしようが、よ

そ様のまちのことですから、行政のことですから。実際に、伊達へ逃げろと言われて行った

けれども、ここではだめです、あっちに行け、あっちに行ってだめですと言って、あちこち

走り回ったという経験者の話も聞いたことがございます。 

  そういうことから、やっぱり医療の面でどの程度をつかまえているのかなと。いわゆる、

もうその辺は、どの程度の人間が、健康保険がかかるとかで病院通いをしているという人は

つかまえていると思うのです。ですから、そういう人の対応というのを、年寄りも大事なこ

とですけれども、そういう人の対応は、どのように図っていくかということを、お考えがあ

れば、もう一回、聞きたいと思います。 

○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） 在宅要介護者の部分であるかと思います。 

  自宅に療養されている方を入れます。人工呼吸器、サクション、在宅酸素、また胃ろう、

そしてストマ、この方々で32名いらっしゃいます。こちらの部分と、先ほどお話しした血液

透析の方が、うちの部分の数字は36名いらっしゃるという部分で確認しています。 

  今、お話しした血液透析以外の32名の方でありますけれども、こちらのほうに関しては、

やはり、福祉避難所で困難なケースでもございますので、医療機関のほうにお力をかしてい

ただいて、そちらのほうで対応していただくという形になっております。 

  そうした部分では、このような在宅介護者の方々の対応に関しましても、在宅介護支援専
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門員、ケアマネジャーの皆様と情報交換をしながら、災害時の避難体制を整えているところ

でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） もう私の避難所の問題については、大体、話をさせていただきました

のであれですが、そういう中で、私も先ほども言いましたように2000年の噴火も経験してお

ります。2000年の噴火も大変長期化しました。そういう中で、６番目に申し上げているよう

に、生活支援をしていかないとだめな問題が出てくるのですね。 

  そういう中で、１番目に、地震保険ではカバーできない断層が入ってしまって、割れてし

まって、家は立っているのだけれどもとてもではないが住めないというのが熊本の状態であ

るわけです。ですから、もうこんなに見たら裂けているのだなと。家は立っているというの

ですね。そうすると、一部被災だということで、一部損という形の中で、大した支援をもら

えないという中で、困っているのだということが報じられております。 

  そういう中で、最近、被災者生活再建支援法というのが新たにできているのだそうです。

私も最近わかったのですが。その辺では、その被災者生活再建支援法というのは、どんなふ

うになっているのでしょうか。 

○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） 被災者生活再建支援法の部分ですけれども、この部分に関し

ましては、被災者生活再建支援制度というのがございます。こちらのほうでは、制度の対象

となる自然災害につきましては、10世帯以上、住宅全壊被害が発生した市町村を対象として

いるところでございます。 

  制度の対象となる被災世帯につきましては、住宅が全壊した世帯、または住宅が半壊、ま

たは住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯、また、被害による危険

な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯等がございます。 

  支援の額でございますけれども、全壊というか、全部壊れた部分に関しましては総額で

300万円、また解体等に関しては200万円という形の中で制度が設けられているところでござ

います。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 今度の東日本大震災で補助率が大きく変わっているということはござ

いますからね。私が考えているのは、再建支援法と言ったって、そんなもので支援できない

じゃないかと。要するに、2000年の噴火のときにはあれでしたけれども、昭和52年のとき

に、ある病院は、言ってもいいのでしょうけれども、洞爺湖温泉にある病院が、地割れで壊

れてしまったわけですね。ですから、こちらへ移転してきているわけでしょうが、前回の噴

火のときですね、2000年の噴火でもかなり地盤は動いているはずです。私のところでさえ、

十何センチ動いているのだというふうに測量士が来た結果、お知らせいただきましたが。 

  結構、そういう地震でずれてというのがあったと思いますが、その辺の被災状況がわかる

人がいたら、どの程度あったか。いわゆる、要はこの後、お話ししますが、地震保険でカバ
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ーできない部分というのが出てくるのですよ。そういう中で、どの程度あったか。そういう

家屋に地割れとか、上のものでなしに下がいったというあれは、ありますでしょうか、資料

が。 

○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） 大変申しわけありません。私のほうでは、ちょっと2000年噴

火のときの被災の件数は、今、ちょっと把握しておりませんので。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 実際に起きるか起きないかは、地震、うちの場合は噴火の結果の地震

なのだろうと思いますが、かなりそういうことが心配されますよね。ですから、そういうと

きこそ、そこにはもう住んでいられないはずですから、地震保険でわずかなお金が出ても、

一部損ではとても直すこともできないし、それだけ割れたものをそのまま放置するわけにも

いかないでしょうから。 

  そういうのを今後、国なんかとも、こういう問題でお話し合いをすることがあると思いま

すので、ぜひうちの場合もそういう被害がこうやって出ているということで、下地をちゃん

と買い取ってあげるぐらいの支援はできるかどうかと思っているわけです。 

  ですから、今、課長がまた町長に言っても、町長がわかりましたということにはならんと

思うので、答弁はこれ以上求めませんが。ぜひ今度、何らかの形で国と、先ほどの収容人数

の問題だって、それから、ああ、こういうふうに今後していかなければならないのだなとい

うことで、いろいろ国も考えているようには聞いていますので必ず相談があると思うので。

そういうことを忘れないで、ひとつ生活支援、いわゆるこういう地割れで家を再建できない

というようなことでは困りますので、そういうことも、ぜひ相談していただければありがた

いというふうに思っております。 

  次に、被災者証明を発行するための住家の損壊の判定調査ができる職員は、我がまちには

どの程度いるのかということで通告してございますが、これは応急危険度判定士のことを

言っているわけです。まず、いるかいないか教えてください。 

○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） 当町において、いるかいないかという部分では、いらっしゃ

いません。おりません。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 防災計画の中に応急危険判定の活動体制というのが入っていまして、

それで応急危険度判定士による被災建築物の応急危険度の判定を実施すると。その後に、こ

う書かれているのです。また、応急危険度判定士については、北海道に派遣を要請するとい

うことで、この防災計画にはなっているのですが、非常に、この応急判定士の問題で熊本で

も問題になっているようでございます。 

  応急判定士ってどんなんだと、ちょっと調べてみましたら、そんな難しい話ではないので

すね。道に派遣要請をすれば、当然、道がよこすのでしょうが、何人来るかわかりません
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が、道の人が地番を言ってわかるわけではないし、このうちと言ってわかるわけではないわ

けです。必ず、うちの職員がついて歩くわけです。そして来るのを待っているわけですよ。 

  今回、大問題になっているというふうに聞いていますが、報道になっているようですが、

いわゆる罹災証明の発行が遅いと。さらに、判定に不服だということで、いろいろ出ている

ようですけれども、判定はどこまでもこれは応急なのだそうですね。ですから、そんな難し

い資格がいらない、ああ、講習のようです。 

  後で見ていただけばいいと思いますが、全国被災建築物応急危険度判定協議会というのが

あるのだそうです。そこで、テレビで見たと思いますが、建物に赤い、黄色の、緑のとい

う、こういう紙で張っているのを見ましたけれども、そういうのを張るだけで、最終的に

は、この人に何の権限もないようなことなのだなと。要するに応急判定であって。消防署で

も、消防署の場合は救急でしたか。そういうことで、医者ではないですけれども、多少の行

為はできるというようなことで、防災のときにやるのですよというのは、ちょっとどこかに

書かれてあるのは忘れましたけれども。 

  ですから、建物なんかの場合は、最終的に、きちんとした鑑定士が入って決めるのだとい

うことでございますけれども、そういうことから言ったら、この罹災証明を早く出してやら

ないと困るのだということで、言われております。 

  これを見ると、地元の建築士とか、そういうことにかかわった人とか、役場職員でも自治

体の職員でも講習を受講しただけでもらえるという資格だそうです。ですから、私はぜひ

取ったほうがいいのではないかと。取ってもらったほうがいいのではないかと。そんな災害

がないことが一番いいことですけれども、あるかもしれないから考えているわけですから。

その辺はどう思いましょうか。 

○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） 被災した住宅の調査という部分になります。この部分に関し

ましては、一番最初に、被害認定調査を行うところでありますけれども、この調査に関しま

しては、災害にかかる住宅の被害認定基準運用指針というのがございまして、これに基づい

て災害の状況を決めていくところでございます。 

  そうした部分では、国の標準的な調査方法が定められておりまして、原則として２名以上

のグループで被災された住宅に伺い、住宅傾斜、屋根、また壁等の損傷状況を調査して、そ

の後、罹災証明が発行できる資料をつくるという形を確認しております。 

  調査員の有無に関しましては、八反田課長のほうから。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 応急危険度判定士のほうで若干補足説明させていただきます

と、議員、初め、罹災証明の関係でお話をされたと思うのですから、それとちょっと、応急

危険度判定士というのは、二次災害を防ぐために一度家屋が損傷したところを先ほど言われ

たように３種類に分けて、立入禁止、それから、危険だから注意してください、安全です、

というもので、それを町外か道外から集まっていただいて判定するのが、この応急危険度判
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定士というものでございます。 

  実は、有珠山噴火の後に、こういう被害があったことから、町内の建築士、実は私も持っ

ていたのですけれども、被災があってこういう応援をしたいということで私も登録していた

のですが、水道等に行ったりして、私もちょっと逃してはいるのですけれども、現在、地元

では、正確に言いますと応急危険度判定士の資格を持っておるのは１名の設計事務所さんが

いらっしゃいます。あとは、今、ちょっと、最大12名いたのですが、今、１名しかいないと

いう状況です。内容もそういう状況になっているところでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 被災証明書とリンクするかどうかは別としても、いずれにしても、そ

ういうことが起きる可能性は、地震が伴うわけですから、あるわけですよね。ですから、そ

の辺は、僕は自前でできるような体制もとっておいたほうがいいのではないかなという思い

をしております。 

  次に、⑥のハ）の生活に密着している生命保険、火災保険、自動車保険、地震保険、自賠

責保険など特別な措置があるようだが、どうなっているかということで、通告しておりま

す。ＮＨＫの受信料は、ここに書いているとおりでございまして、免除する人は免除してく

れているようでございます。 

  ただ、この今、言った保険については、お金が当然、これは絡むし、ＮＨＫの場合は払わ

なかったら聞かなくてもいいと言って済むかもしれませんけれども、この場合はね、困るの

ですよ。 

  実は、私が2000年のときに、私どもの会社の副社長がお見舞いに来ました。それで、災害

グッズを何十軒か分、持ってきてくれたのですが、こんなものはいらないと。それより考え

てほしいのは、保険料を払えない人が出てくると。それを何とかしてくれと。ですから、う

ちの副社長は２カ月、猶予があるからと。２カ月ではだめだから言っているのだということ

で、その後、幸いにして、そういう方の事故もなかったし、そういうことで噴火も終わった

ので、私、そのままにしてしまいました。そういう中で、東日本大震災や熊本、こういう大

きな災害が出たときに、今、どうなっているのだろうということで、お聞きしたかったので

ございます。よろしくどうぞ。 

○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、保険で、民間保険会社につきましては、災害等が発生

し、災害救助法適用を受けた市町村においては、保険金、給付の支払い等について特別な措

置があるようでございます。 

  また、日本年金機構においては、被災されたときには年金保険料の猶予を受けることがで

きるようになっております。 

  また、今、議員がお話ししたとおり、ＮＨＫの受信料においても、災害救助法適用地域に

おいて、受信料の免除が行われているところでございます。 
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  その他、関係機関においても減免、免除等があり、被災者へのそのような制度の周知を十

分するようにという形の中では内閣のほうからも通達が出ているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 私も通告してから少し調べました。民間の生命保険と民間の損害保険

については、申請をすると、今、言った被災地の規定はございますが、被災者の規定はござ

いますが、該当すれば、申請をすれば６カ月間、猶予するよというようなことが、間違いな

く、今回の熊本もやったようです。 

  ですから、そういうこともちゃんと把握して、どうすれば、そういうことが、実際に保険

料が落ちないということで困ったのですよ。ですから、今、６カ月を猶予期間、とってある

ということで、申請すれば大丈夫だよということを確認していますので、ぜひそういうのを

きちんと調べて、こういう場合はこうだよと。 

  自賠責のほうも調べました。自賠責は１カ月です。車検が猶予できるのは１カ月だそうで

す。ですから、自賠責保険の猶予も１カ月と、こういうことで聞いております。 

  ですから、その辺もきちんと担当者がお調べになって、町民に事前に知らせられるように

していただければありがたいなということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  大体、災害のことについては、お聞きしたつもりでございますので、次に通告してござい

ます観光資源の整備とＰＲということにさせていただきたいと思います。 

  合併前の旧洞爺村では、ここにございますが、洞爺の幻想、もちろん持っている人はいっ

ぱいいるでしょうけれども、これを旧洞爺村の思い出としてつくられたようでございます。

そういうことで、私も絵だけは、ばあっと見たのですが、菊地村長さんが書いたところまで

読んでいなかったものですから。 

  このたび、実は私の同級生が４年前に洞爺湖マラソンに来てくれて、２年連続して、去年

は来なかったかな、ことし来た。それが言うには「沼田、洞爺湖ってすばらしいよなあ。

俺、学校卒業してから初めて来たさ。洞爺湖見たら、涙、出たぞ。」と言って、洞爺湖１

周。お前、走れるのかと言ったら、走れると言って、今回も走ってくれましたけれども。 

  そういうことの中で、この写真は「あ、あそこだな。」と。ちょっと持ってきていますけ

れども、どこに挟まったかな。ああ、これですね。これは壮瞥の梅です。豊後梅というのだ

そうですね。この豊後梅のあるところの景色が、留萌市の公務員さんが、知人の勧めで立ち

寄ったと。ここへ行ってこいと言われたのでしょうね。うわさを超える絶景だったと。こう

いうことで、私は読売新聞なのですが、読売新聞の記事に本当にきれいに鏡のように羊蹄山

が映り返しているような写真がここに載っているわけでございますが。 

  私も時々あちこち行くときには、写真集がいいかなと思って、もう同級生なんかも、先ほ

ども言ったように何十年も来ていないというやつに持っていってやろうかなと思って、実は

探したのですが、なかったのですよね。それで去年、東京あぶた会に持っていこうと思って

探したのですが、なかったと。今回、そういうことで「そうだよなあ」と「こういう写真
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集、あったっていいべやなあ」と思いながらね。 

  それで今度、この「洞爺湖物語」という、ジオパークの関係でつくったというふうに思っ

ているのですけれども、この「洞爺湖物語」という。これも、本当にすばらしい写真集だな

と思ってね。私は、先ほど言いましたように菊地村長の記述の中に、この写真家の作品が

1,000枚もおさめられたと。ここにある写真はわずかな数です。そういう中で、本当にある

のだったら、ネガで来ているのか何で来ているのかわかりませんが、多少のお金は、現像す

るお金はかかるかもしれませんけれども、ぜひそれを活用したらいいのではないかと。ま

ず、再販する気はあるかどうか。 

  そして、こちらの「洞爺湖物語」というジオパークの関係のほうで、これはジオパークの

マークがついているのですよ、どこかに。ここにちゃんと入っているのですよね。これもな

いと言われたのですよ、担当課から。ですから、「おい、しばらくぶり」で会って、友達

に、例えば、箱根の友達もいますが、友達は来るけれども、奥さんが来たことはないのです

よね。私も今回、箱根に初めて去年の10月に女房を連れていったときに、残念ながら雨で、

箱根のいいところを見せられなかったのですが。 

  そういうことで、お土産に最適だと私は思っているのです。ですから、その辺、まず再販

のことについて、お考えがあるかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山崎庶務課長。 

○庶務課長（山崎貞博君） 評価をいただきましてありがとうございます。並河萬里氏の写真

集、「洞爺村幻想：その華麗なる大地」につきましては、現在、洞爺湖芸術館、並びにとう

や水の駅にて販売をしてございます。まだ在庫が幾分かありますので、今後はビジターセン

ター等で販売を促進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） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 次に、先ほども言いましたように、ジオパークの関係でつくったとい

う「洞爺湖物語」については、どういうふうに思っているのですか。 

○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） ジオパークの関係の広報物につきましては、協議会で

つくっているもの、あるいは、地元の民間の写真を撮られている方、こういう方々にいろい

ろと写真を撮っていただいて、写真集にしたりしております。 

  「洞爺湖物語」につきましては、協議会、それから洞爺湖町での制作物ではなくて、マー

ク等については、ジオパークを応援する、ジオパークの審査を含めて実績、非常に効果があ

るものでございますので、そういうことで、マークを入れていただいているということでご

ざいます。 

  なお、「洞爺村幻想」につきましても、もともとイメージアップを図るということで、こ

の豊かな洞爺カルデラ周辺の風景を旧洞爺村のときから、これはもう世界に誇るべきものだ

ということで制作したもので、私どもも、当時、制作に携わった者として、誇りに思って制
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作したものでございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） いずれにしても、うちのまちは景色で売っている部分がたくさんある

のだ、大部分だというふうに私は思っているのです。 

  そういう中で、この1,000点を生かす方法というのを、何かお考えはありますでしょう

か。 

○議長（佐々木良一君） 山崎庶務課長。 

○庶務課長（山崎貞博君） 並河萬里氏につきましては、スペイン写真文化賞を初め、多くの

受賞歴をお持ちになり、またメディア等でも数多く取り上げられた著名な写真家でございま

して、現在、洞爺湖芸術館のワンフロアに並河萬里コーナーを設置し、多くの皆様方にご鑑

賞いただいているところでございます。 

  また、洞爺湖芸術館の管理運営を現在、洞爺湖芸術館友の会に指定管理をしていただいて

おりますので、芸術館の来訪者増に向け、特別展などを実施していただき、有効活用してい

ただくよう考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 佐々木議長もこれをつくるときには、議長をやっていたようですか

ら、議長に所感を聞くわけにもいかないのですけれども。かと思いますがね。 

  町長、ちょっとこの辺の所感があったら、まず町長のお考えをお聞きして。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 並河萬里さんの今の図録でございますけれども、実は、正直に申しま

すと、まだまだ何百冊も保存しております。ただ、今まで何回もあれですけれども、私ども

のまちはＰＲがなかなか下手だったということもございます。 

  今、担当課長のほうも水の駅あるいは芸術館のほうでということでの話もありますが、や

はり、まちをＰＲするための道具の一つでございますので、温泉のホテル、旅館さんのほう

にでも置いていただいて、広くそれが普及できてくるといいなというふうに思っておりま

す。まずは、今、あるものを消化させて、それからまた、次のステップに踏み込んでいきた

いなというふうにも思っております。 

  また、先ほどの「洞爺湖物語」でしたか。あちらのほうも民間の方が一生懸命やってくれ

たわけでございますけれども、それらもたくさん売れるようになれば、増刷ということにな

るのでしょうけれども、なかなかまだ在庫がさばき切れていないという部分もあるように聞

いております。それらのものについては、洞爺の総合支所、あるいは、温泉の観光振興課、

あるいは、壮瞥さんのほうとも連携しながらＰＲ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） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 町長、今、何十冊もあるという。いわゆるその1,000点というのは原
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画ではなくて、こういうものになっているのでしょうかね。ちょっとそこだけお聞きしたい

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） 図録等にはなってございません。あくまでも1,000点といいます

のは資料として、その枚数があるようでございます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 並河萬里さんの作品で、いわゆるその写真の写したものが1,000点と

いうのは、実は、並河さんの写真というのは連写で写しているみたいなのです。その中から

いいものをということでチョイスしてできたのがその図録になっているように聞いておりま

した。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 要するに、私もこれでだめだなんていうつもりはもちろんございませ

んが、合併したまちとして、うちのまちで、こういうものをつくったのがあるのかなと。い

わゆる虻田町として、こういうものをつくったことがあるかなということを考えたときに、

僕は見たことがないのですがね。 

  そういう中で、洞爺湖町として、この1,000点の中から選んで、また民間の方の写真も

ちょこちょこ写真展が、とうや水の駅に行ったら、芸術館かな、水の駅のほうが多いかな。

そういうことで、結構、洞爺湖の写真を撮ったりなんかしてあるのがございますよね。です

から、そういうものを活用して、僕はつくられたらいいのではないかなというふうに思うわ

けです。民間の力もかりて、そういう形で。 

  そして、洞爺湖町としての写真集というのも欲しいなと。出かけていくときに、「発電所

のタンクはまだあるのか」と言うと、「おいおい、それはあるよ」と、そんな話も出るぐら

いで、あのタンクも懐かしい思いをしている者もいるわけです。 

  ですから、どれがいいかこうかなんていうのはありませんけれども、ぜひ洞爺湖をＰＲで

きるようなものに、僕はしたほうがいいのではないか、つくり方がいいのではないか。 

  そして、例えば、ふるさと納税のお返しに、ぜひ使ってもらって、ああ、うちのまちはこ

ういうまちだったんだという。例えば、僕の同級生で、もう何年も外へ出ていっている者

も、元気なうちに戻っていって、もう一回見てみたいなというようなことで戻ってきてくれ

れば、私はありがたいなと。そういうことで、もう少しＰＲをするために活用することを考

えたらいいというふうに思います。 

  それから、外人さんは、僕は英語はしゃべれませんから、兄貴はぺらぺらだったそうです

けれどもしゃべれませんから、外人さんに、ただ１人だけ、こうやって眺めて「これ、洞爺

湖じゃないよ。」と言ったことがありますが、ほかの日本人でも、駅から時間を見て向こう

へ行って、洞爺湖だと思って帰る人がいるみたいです。 

  こういう経験をした人はここにいらっしゃいますか。 

  いないようですね。それはもう少し、担当課の人、駅前でいたらいいですよ。本当にいま
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すから。これ、洞爺湖じゃないのだと、洞爺湖は向こうと言ってあげなければ、これが洞爺

湖だと思って帰る人がいるのですよ。 

  そういう中で、今、言っているように洞爺湖町ですから。洞爺湖ということで、駅への広

場、何というのですか、こちらのあいているところとか。それとか駅の空間、通路でも、そ

ういうのを使ってでも、洞爺湖をぜひアピールするのに使われたらどうかなというふうに

思っております。 

  その辺、どう思われるか、ちょっとお考えを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、洞爺湖町、そして洞爺湖温泉、あるいは洞爺地区。これらをＰＲ

するために、私どものまちでは観光振興課のほうにおいて、これは１市３町でラ・トウヤと

いう印刷物を発行させていただいております。これは、いろいろなところに置かせていただ

いているわけでございまして、その中で、いろいろな風景画や写真も展示をさせていただい

ているところでございます。今、その写真の関係については、これからまた、たくさんの方

といろいろ協議をしていきたいなというふうには思っております。 

  また、先ほど議員がおっしゃられた、洞爺駅をおりて海辺に行って、これが洞爺湖ですか

と。これは私どもも実際にお話を聞いて、いや、ここは洞爺湖ではなく内浦湾、噴火湾とい

う海なのですというお話をさせていただきますけれども。初めて来られる方は、本当に湖と

勘違いをされる部分が多くあります。特に子供たちにおいても、日本の子供たちにおいて

も、初めて見る景色のときには、洞爺湖とこの内浦湾とよく間違える方もいらっしゃる。そ

ういう風光明媚なところでございます。 

  が、さらに洞爺湖をＰＲするために、今、駅の交流センター。あちらのほうには、交流の

場面のところに、いろいろなものを展示させていただいておりましたけれども、以前、ある

銀行さんのほうで、いろいろな大きな図面を置いていただいた部分があります。このたび、

その内容等々が大分違ってきていることから、私ども、ジオパークをきっちりやっぱり宣伝

しようということで、大きな鳥瞰図をあそこに置かせていただいております。 

  いろいろな説明板も、説明板というか説明書きもしながら、何とかこの地域が特色ある火

山、そして、その下に埋もれた豊かな大地、こういうものをＰＲしようという狙いで、今、

設置をさせていただいているところでございますが、多くの方にやはり好評を得ているとい

う部分がございます。 

  できるところから、ジオパークを普及させていきたい。また、洞爺湖温泉あるいは洞爺

湖、有珠山をアピールしていきたいという思いで、今、そういう努力をしているところでご

ざいます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） そういうことで、今、駅のことしか言いませんでしたが、簡単に入れ

るように洞爺湖温泉の空き店舗なんかも活用されることも考えていけばいいのではないかな

というふうに思います。この辺は、これで終わりにしたいと思います。 
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  ３番目の観光の一助として温泉街や37号の花壇整備などを行っているが、街路樹にも手を

加えるべきだということの中で、いわゆる、せっかくきれいに花壇ができているのに、その

間に挟まっている木が、枯れ木がふっついていたり、これだけとってあげればきれいになる

のになというものがある。去年から見ると、非常に、花壇の周りの草取りもきちんとしても

らっているので、あとは国道縁の草だよなと。そういうことで、通告をいたしました。 

  ついでに、時間ももうなくなってきていますので、桜のテング巣病の対策についても、何

か進展があるように聞いておりますので、その辺もお聞かせいただければと思います。 

○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） 洞爺湖温泉街の街路ということでございまして、洞爺湖温

泉につきましては、ホテル前の通りがございます。これは町道に移管されましてから、平成

17年、18年、街路樹ということでございまして、約50本の桜の木と多少のモミジが入ってご

ざいます。 

  町道の街路につきましては、湖畔遊歩道とあわせまして、洞爺湖温泉支所のほうと年に

一、二度でございますけれども、まず通行に支障のないような枝の張り出し等の作業を実施

しております。 

  また、湖畔遊歩道につきましては、近年、強風ですとか積雪で、倒木、中折れというので

すか、こういうのがしばしば見られておりまして、これらについては、もう随時、早急に対

応するということで事務を進めさせていただいております。 

  また、議員がおっしゃいました洞爺湖温泉で昔からございます桜ヶ丘８号線という、泉公

園線から途中で北海ホテルのほうに抜けていく道路がございます。この辺のところについて

も、以前は洞爺湖温泉でちょうちんをつけて桜の花見というのですか、こういうことをした

時代もございますけれども。 

  現在、町有地でございまして、木の大きさでも私たちも結構見ているのですけれども、自

生というのですか。年代が大き過ぎて、余りにもちょっと背丈が大きくて、現場ではちょっ

と今、対応できないなというような状況で見ていますけれども。 

  間違いなく高いところに病気なんかはついておりますので、担当でございます生活環境課

と一緒に、どのようにしていくか検討していかなければならないというふうに考えてござい

ます。 

  また、議員がおっしゃいました37号線のところで、駅前なんかですと私どものほうで管理

しておりますけれども、ちょうど春花から夏花にかえ終わりまして、現在、サミット以降、

ボランティア団体でございます、すみれの会というのがございまして、毎日のように、温泉

地区は６月から始まるのですけれども、ああ、温泉地区ではない、駅前は毎日です。虻田の

方、虻田というか本町地区の方々が、水やり、管理等に努めております。 

  また別な班としましては、洞爺地区の住民の方も洞爺湖温泉まで来ていただきまして、２

週間に１度、道道の街路ですか。道道は今、整備しておりますけれども、これらの街路の花

壇整備も率先してやっていただいているところです。洞爺湖温泉、先ほど議員、おっしゃっ
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ていただきました、褒められてうれしいこともあるのですけれども、大変きれいになってい

るということで、自慢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） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 私のほうから、国道37号の状況についてご説明させていただきま

す。 

  国道37号の花壇整備以外の街路樹等の維持管理につきましては、昨年度に引き続きまし

て、北海道開発局の室蘭開発建設部有珠復旧事務所の担当の方へ維持管理の強化について依

頼を行ってございます。 

  その中で、洞爺駅付近につきましては、当町の玄関口でもありますことから、重点的に対

応していただくよう依頼をしましたところ、優先的に対応していただけるということでご回

答をいただいてございます。 

  それと、テング巣病の対応の状況でございます。 

  桜のテング巣病対策の進捗状況についてでございますけれども、昨年度につきましては、

嘱託職員によりまして、現在のえぼし岩公園及び洞爺湖桜園内のテング巣病に罹患した桜の

剪定作業を行いました。大量に発生した枝につきましては、積み込み、運搬、処分を地元業

者へ委託して、処分を実施したところでございます。また、洞爺湖温泉公園におきまして

も、同じくテング巣病に罹患した桜の剪定業務を実施してございます。 

  このほか、道道沿いに植栽されている桜の木につきましても、テング巣病に罹患している

ものにつきましては、胆振総合振興局室蘭建設管理部洞爺出張所の担当の方へ対応について

依頼したところでございます。 

  今年度につきましても、５月に洞爺湖温泉公園におきまして、昨年度、処理し切れなかっ

たテング巣病に罹患している桜の枝の剪定業務を実施してございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） ありがとうございました。 

  聞くところによると、月浦の北大臨湖実験場の正門の桜についても撤去するというような

ことで、ちょっと聞いたのですが、それは間違いございませんでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今、ご質問がございました北大の臨湖実験所前の桜につきまして

は、今年度、胆振総合振興局の室蘭建設管理部洞爺出張所道路維持担当のほうへ対応を依頼

したところでございますけれども、担当の話によりますと、専門の造園業者が現地確認を

行ったところ、剪定のみでは処理できない状況であるため、北大側のほうに確認の上、伐採

にて対応するということで回答をいただいてございます。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） ありがとうございました。 
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  桜の問題については、私は病気の件について言っているのですが、ついこの間も、先日、

商工会の会議でございまして、商工会の観光部会では桜をぜひ、もっと植えるべきだという

ことで、恐らく商工会のほうから上がってくると思いますので、ぜひご検討していただけれ

ばと。 

  そういう中で、専門家を呼んでとか、そういうような話も出てくるかと思います。これ

は、商工会のほうから出るかと思います。私よりも五十嵐議員のほうが、そのほうの担当で

ございますから、あれでしょうけれども。 

  それで、もう時間もなくなってきたのですが。つい最近でございますが、北海道と名乗っ

て150年ということで、松浦武四郎を顕彰して、何か記念事業をやるというようなことで北

海道知事が言っているようですが。うちのまちにも武四郎坂という名称のいわゆる武四郎ゆ

かりの地になっているはずです。これらについて、何か接触がございますでしょうか、北海

道から。 

○議長（佐々木良一君） 山崎庶務課長。 

○庶務課長（山崎貞博君） 武四郎坂の質疑でございますが、管理しているのが北海道なので

すけれども、我々のほうには、今のところ、何の打診も来てございません。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 通告していないところで申しわけありません。最近、武四郎をあれす

るという形の中で、北海道が力を入れているようでございますから。武四郎という地名を

持っている我がまちとしても、ぜひ首を突っ込んでいって宣伝をされたらいいかなというこ

とで思います。 

  それから、最後になりますが、苦情を一つだけ言います。 

  壮瞥町洞爺湖温泉町というのはありますか。存在するでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 沼田議員、これは何かに関係するのですか。 

○８番（沼田松夫君） 私は、通告するのを忘れたのですが、実はこれ、実際に使われている

のです。壮瞥町洞爺湖温泉町何番地と。 

  それは、私は大分前に知っていたのです。知っていたのですが、あれしたのですがね。何

ていうことをしてくれるんだよなと思っていましたが、大きなホテルで使っています。 

  実は、これにも使っているのです。この人の、写真家の住所が壮瞥町洞爺湖温泉53になっ

ているのです。 

  それから、家内と壮瞥の道の駅へ行ったときに、業者は言いません。「洞爺湖町ってある

のに、何で壮瞥に洞爺湖温泉、使うんだよ。」ということで、店の前で言ったら、うちの家

内に怒られましたけれども。実際に使われています。 

  ぜひ、僕はこれはきちんとすべきだと思います。壮瞥町に洞爺湖温泉はないのです。そう

いう地名はないと思います。あるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） いま一度、私ども、確かめてみますけれども、たしか今から20年ぐら
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い前だったかなというふうに思いますけれども、僕も新聞で読んだことはあります。こちら

のほうは、以前ですけれども、虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町、壮瞥のほうは、たしか新聞で

読んだ記事は、壮瞥町洞爺湖温泉という地名で、たしか今度、洞爺湖温泉という地名を使う

というふうに、たしか出ていたような気がしたのですが。 

  もう一度、行政区の問題ですから、しっかり調査をしてみたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 通告していませんからやめますけれども、洞爺湖温泉というのは、そ

んなに簡単に、よそのまちに名前をくれてしまっていいのですかね。そういうことではない

と思うのですよね、私は。私の苦情として言っておきます。 

  これで私の質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、８番、沼田議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩をいたします。 

  一般質問、11時35分から再開をいたします。 

（午前１１時２３分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時３５分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  次に、２番、越前谷議員の質問を許します。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ２番、越前谷でございます。これから通告いたしました順序によっ

て、一般質問をさせていただきます。毎回、申し上げておりますが、一般質問というのは政

策論争の機会であるわけでございますから、できるだけ理事者の見解を求めていきたいなと

思いますが、若干各課長のほうからの答弁もいただくことがあろうかと思います。その点、

ご理解をいただきたいと思うわけであります。 

  今回、通告いたしまして、通告にも不備がございました。自分がわかっているから相手も

わかっているだろうなというような内容の通告をさせていただきました。その点について

は、質問のところで、訂正方、お願い申し上げたいなと思いますが、最初に１点だけ、防災

対策の３番の中で、マイスターとなっておりますが、これはマスターでございます。これ

は、通告はマスターになっておりますから、この辺も訂正方をお願い申し上げたいなと思い

ます。 

  それでは、まず最初に、地方創生について、理事者の見解を求めるわけでございます。 

  地域再生法の一部を改正する法律（平成28年４月20日施行）に伴う洞爺湖町地域再生計画

との連動を伺っていきたいなと思います。 

  この法は、言うまでもなく地域再生法というのは、平成17年に制度化されておるわけであ
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りますが、その中で、今回の通告の中で、１点目は地方創生推進交付金の創設と。それか

ら、生涯活躍のまちの制度化、その前に地方創生応援税の創設と。 

  これは今回、改正されたわけでございますから、その点について特に伺っておきたいなと

思います。 

  そこで、地方創生推進交付金の創設の後に、洞爺湖有珠山ジオパークを活用した観光づく

りの事業を認められた背景というのは、この認められた背景の法律というのは、言うまでも

なく地方創生加速化交付金のところで認められているわけでありますから、そういった通告

に不備があったことをおわび申し上げながら、理事者の見解を求めるわけでございます。 

  この、今度できた地方創生推進交付金の創設ということでございますが、先ほど申し上げ

ましたが、地域創生加速化交付金というのは補助率が100％でございました。今回、この改

正によって、推進交付金ということが創設されたわけでありますが、ここでは補助率は50％

ということに相なるわけであります。 

  この加速化交付金の中で、これは当然、広域連携ということで、１市３町でこういった事

業を行っていきたいのでぜひ事業を認可してほしいという、そういう取り組みの中で決定さ

れたようであります。 

  私は、このジオパークを活用した観光地づくりということで、洞爺湖町においては7,400

万円の補助があったわけでありますけれども、このジオパークで、本当に洞爺湖町のまちづ

くりの大きな核にこれからなっていくのかなということに対する、まず理事者の見解を求め

ておきたいなと思うわけであります。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 日本国内でジオパークが創設されたのは、ややもすると浅い、年数か

らいきましたら、まだまだ浅い年数なのかなというふうにも思っております。 

  そんな中、今、正会員として日本国内にジオパークを、加盟している団体、私どもも１市

３町で協議会をつくりまして、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会、こういう団体が全国で

39カ所あります。がしかし、どこの自治体も地域の活性化を目指してということで、ややも

すると行政と学者の先生方が選考してできたものがそれぞれのジオパークなのかなと思いま

す。 

  今、そのジオパークをやはり地域に住んでいる方々が、自信と誇りを持って、自分たちは

この大地、このジオパークの地に住んでいるのだということをしっかり自覚し、そして、誇

りを持って住んでいるというふうなものを、しっかりこれから確立していかなければならな

いのかなというふうにも思っております。 

  たまたま、平成26年度補正予算、それで地方創生上乗せ交付金制度タイプ１、タイプ2と

いうのがございましたけれども、タイプ２のほうについては、それぞれの自治体が単独で行

う事業。そして、タイプ１のほうにおいては、その地域、地域で一つの目標に向かって、地

域おこしをしていく。そういうものに私どもは手を上げさせていただきまして、26年度補正

予算で、このジオパークを認めていただいた。 
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  今回も、27年度補正予算、これは繰り越しになるわけでございます。これも繰り越しにな

るわけでございますが、そこでもジオパークに関する予算、国のほうではたしか８億700万

円程度、持っていたかなというふうに思います。この39の地域それぞれ、また今、準会員と

して、ジオパークをそれぞれ普及していこうという団体がまだまだ数多く出てきまして、そ

ちらのほうも手を上げたように聞いておりますが。今回、私どもの地域が８億700万円程度

の予算の中で１億9,400万円ほどいただいたということから、今まで継続してきたジオパー

ク、これを、さらに加速化を進めていかなければならないなというふうにも考えておりま

す。 

  そのために昨年度実施させていただきました、いろいろなジオパークを取り巻く各種事

業。そのほかに、まずは地域の方々にしっかりご理解をしていただかなければならない。地

域の方々のご支援をいただいてこそ、実りあるジオパークになるのかなということから、い

ろいろな施策を講じてまいりました。 

  その一つの例として、私どものまちは観光地でもございます。そんなことから、これは議

会の承認をいただきまして、予算づけもさせていただいたわけでございますが、各ホテル、

旅館さんのほうにジオパークコーナーを設けさせていただいて、来ていただいたお客様に各

４カ国語の母国語を表示したそれぞれのパンフレットを置かせていただいた。 

  さらには、お部屋のほうに、それぞれジオパークをご案内する、何ていうのでしょうか、

一つのチラシみたいなものも、それぞれのお部屋のほうに配付していただいて、来ていただ

いた観光客の皆様にそのことを十分理解していただこうと。 

  さらには、今、観光情報センターの２階にジオコーナーを設けさせていただきました。サ

ミット記念館の横になりますけれども。今、そこは無料にして、誰でも自由に出入りができ

るような状況にした中で、来ていただいた観光客の皆様だけではなくて、地域の皆様にもそ

こに入っていただいて、見学していただき、当町のジオパークについて学ぶ場、こういうも

のも設置をさせていただいているところでございます。 

  また、先ほど前段でお話しさせていただきました駅の交流センター。至るところにジオパ

ークのご案内板を設置させていただきまして、とにかく町内でも人目につくところに多くの

ものを設置し、さらには、今、職員がそれぞれの施設に出向いて、洞爺湖有珠山ジオパーク

はこういう地域なのですよということを説明しに歩かせていただいている状況にございま

す。 

  また、今、これからバス会社さん、あるいはタクシー会社さん。そちらのほうとも、今、

連携をしながら、何とかガイドをできるようなもの、こちらのほうも、今、お願いをして歩

かなければならないというふうに考えております。 

  また、中島へ、汽船会社さんで、今、遊覧船を出していただいておりますけれども、こち

らのほうにつきましても、訪れた観光客の方に、この洞爺湖有珠山ジオパークの特色、そし

て特徴、こういうものをぜひご紹介していただけるよう、今、お話し合いを進めているとこ

ろでございます。 
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  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、理事者のほうから、大体、登録の概略等々含めて、今、実際に

町内で実施されておる事業であるとか歩みを答弁いただいたわけでありますが、もう一回こ

こでですね。自分の質問の中で、私は、非常にジオパークの推進化などは一生懸命努力して

いるのは十分理解しておりますし、あるいはまた、ガイドを行っている方々についても、汗

を流してジオの重要性というものをガイドされていることには心から敬意を表したいなと思

うわけでありますが、この洞爺湖周辺のジオパークが認定されたのは平成20年と。今日まで

大体７年、８年ぐらいになるわけでありますが、どう、この間、変革をされてきたのか。と

いうのは、私は余り、今、理事者も懸念をなさっているように、危惧をなさっておるよう

に、住民の間でジオパークとは一体どういうことなのよと。これは観光産業を経営されてい

る方々であるとか、あるいは観光産業で働いている方々は、ジオのあり方というのを十分理

解されておるだろうけれども。一般の住民の方々に、ジオパークで洞爺湖町全体が大きく飛

躍できるような、そういうまちづくりの一つの骨格であると言っても、理解されていないと

いう。私はそういう受けとめ方をしております。 

  ユネスコに認定されたから洞爺湖町は一体どうなるのよ。どのように住民の方々の生活、

環境、福祉、医療等々含めて、どう変わっていくのよ。そういう質問をいただいたならば、

私は非常に答弁に迷うところであります。これは、私だけかもわかりません。 

  昨今の地方創生、地方創生と言っていながら、政府は、今、いろいろテレビ放映等々の中

で、もう参議院選の選挙に向けて議論がされております。その議論は活発になっているわけ

でありますけれども、地方創生を含めた政策論争ではなくて、政党間の批判論争になってい

るというのが、私は非常に残念でならないのです。 

  かつては、地方が元気にならなければ、日本の国そのものも沈没してしまうという、そう

いう命題を明らかにしながら、この地方創生というものに政府が力を入れるかに見えたわけ

であります。当然、地方を元気にするということは、私も大賛成であります。ところが、先

ほど申し上げましたように、政府そのものの地方創生の熱が冷めてきているのではないかと

いう、そんな気がしてならないのであります。 

  したがって、私は何を申し上げたいのかというと、昨年の通常国会の中で、地方創生関連

２法が成立いたしました。その中で、一方は地方分権一括法、２本目は改正地域再生法とい

うことで、今、地域再生法のところで質問させていただいておるわけでありますけれども、

その地方創生の中で、洞爺湖町はジオパークに力を取り入れていくのだと。そのことによっ

て、洞爺湖町の大きな活性化にしたいのだという。その情熱は、私も買いますけれども。ど

うも地域の中に入ってみると、ジオパークでのまちづくりというのは、本当に今の状態の中

でいいのだろうかなということが、私は考えさせられるのであります。 

  皆さん、蛇という生物は知っているだろうと思います。蛇。これは、蛇は脱皮しないと生

きられないのです。脱皮しないと。したがって、地方自治体も一つのやはり古い体質から脱
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却しながら、脱皮をした中で、やっぱりこれからまちづくりをしていかなければならない。 

  そのためには、私はジオパークというのも非常に夢も希望もありますし、あるいはまた、

子供たちの教育の資源になって、あると思いますけれども、どうもこういう法律を使ってジ

オパークでまちおこしをしていくのだ、そして、予算づけされたから、本当に洞爺湖町は大

きく躍動するのだという、そういう状況下に私はないのではないかなと思っているのです。 

  それというのも理事者、大変失礼、苦言を申し上げると思われるかもわかりませんけれど

も、苦言の一つになるのでしょうね。ツーデーマーチを捉えてみてください。ツーデーマー

チ。このツーデーマーチのコースというのは、ほとんどジオパーク関連のコースです。とこ

ろが、ツーデーマーチに参加される方々というのは、年々減ってきているのです。 

  本来ならば、ジオパークが認定されたならば、それによって参加者がどんどん、どんどん

ふえてくるという、そういう環境でなければならないと思うのですけれども、一番、そのジ

オパークで参加者がふえておったのは1992年です。第５回目ですよ。このときには、道外か

らも429名、来ておりまして、学校参加者も503名ということになっておるのですが、ここ

七、八年の流れを見ると、20回で、2,139名。道外からの参加者は477名、学校数が４学校で

381名。ところが、2015年。参加者は２日間で１万1,004名ですよ。道外からの方々は190

名。（「１万ではなく1,000では」と発言する者あり） 

  何、１万。あなた方、勉強しなさいって。千単位だよ。千ですよ。道外の参加者は190

名。学校参加者も３学校で184名ということになって、本当はジオでまちおこししていくの

だという大きな洞爺湖町の情熱があるとするならば、このツーデーマーチの参加者だってふ

えていかなければならない。そういう取り組みをしていかなければならないと思うのです

よ。 

  しかし、先ほど申し上げましたように、担当課は一生懸命努力しておりますよ。したがっ

て、なぜ蛇のことを申し上げたかというと、ジオパークでまちづくりをしていこうとするな

らば、今の状態からひとつ脱却して、付加価値を高めるような事業展開をしていかなけれ

ば、私はジオパークでこの洞爺湖町が大きく飛躍していくということにはならないのではな

いかなという懸念を持っておりますけれども。 

  もう昼の時間帯になってきていますから、理事者の見解を求めて、昼前の質問を終わらせ

ていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、ご質問の中で、ツーデーマーチの例を挙げていただきました。確

かにツーデーマーチは年々、参加者が激減、激減というよりも下がってきていると。それに

加え、マラソンのほうは微増ではありますけれども、年々増加傾向にあると。 

  そんな中、この間、つい最近ですけれども、福井県の若狭町で、日本マーチングリーグ協

会の総会がございました。私も出席をさせていただきまして、今回、役員改選があったとい

うことから、20近くのいわゆる団体が参加しているわけでございますが、そこで、それぞれ

の団体が３日間、２日間、あるいは、いろいろなイベント、ツーデーマーチをやっておりま
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す。マーチングリーグをやっております。 

  見ていったら、私どものまちが一番少ない参加人数であったと。これで、大変申しわけな

いと、もう少し人数をふやす努力をしてまいりたいというお話をさせていただいたところで

ございます。北海道の地理的な問題、あるいは、マーチングリーグでの取り組む姿勢、これ

らが私ども、非常に肩身の狭い思いで参加をさせていただいたわけでございますけれども、

非常に全国各地の同志からは、力強い言葉をいただいてきたところでございます。参加者は

確かに少ないけれども、北海道ツーデーマーチは、それなりに一生懸命、頑張っていると。

そして、これからもぜひ続けてほしいと。 

  今回も、役職は元国土交通省の職員の方でおりましたけれども、堀野さんという方が再任

をされました。副会長には東松山市、これは３日間でございますけれども、３日間で10万人

を集める大会でございます。もう一人の副会長に私が推挙されて、また副会長の職に当たる

ことになりました。 

  いずれにしても、北海道のあの洞爺湖を全国各地から、またファンの方がたくさん来てい

るということを、私はその会議の中で、ある意味、皆様方に感謝を申し上げ、本当に誇りを

持ってきたところでございます。 

  また、今、議員がおっしゃられたジオパークについては、まだまだ一般町民の方に理解、

これがなかなか浸透していないのではなかろうか。これはもう、ごもっともな話でございま

す。 

  そんな中、今回、国のほうの10分の10という補助金をつけていただきました。それで、平

成26年度補正予算では、今までやりたくてもできなかった部分、これらから、まず整備をし

ていこうということで、先ほど申しました内容等々について触れさせていただきました。 

  今年度も、おかげさまで27年度補正予算ではございますけれども、非常に多くのお金をつ

けていただきました。国の施策等々については、私どもも、まだまだ先行き不透明なところ

はございますが、せっかくつけていただいた貴重な財源でございます。これを今年度におい

ては、いろいろな意味で、ジオパークをこの洞爺湖周辺からＰＲ、アピールをしていこうと

いう事業に使わせていただきたい。これも、予算を通していただきましたけれども、その一

つの例として、洞爺の水。これも一つのＰＲの材料につながってくるかなと。 

  はたまた、今回、有望な泉源ができたということで、それを利用した大地の恵み・ジオ

卵。これらも少し勉強しながら、今までは試行としてやらせていただいておりましたけれど

も、今年度から本格的にその事業に取り組んでまいりたい。そのためには、まず、その温泉

卵をつくっている、そちらのほうで、しっかり、地域の皆さんとともに勉強する。そして、

それが今度はどういうふうに販売ルートを持って販売されていくのか。そういうことも含め

て検証しながら、私どものまちに合った大地の恵み・ジオ卵の販売、それにつなげていきた

い。 

  そういうこともいろいろ、今年度は、またやっていきたいなというふうに考えているとこ

ろでございます。 
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○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時からといたします。 

（午後 ０時０２分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、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。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 質問に入る前に、謝罪と訂正をお願いしたいなと思います。 

  先ほど一般質問の午前中の質問の中で、千単位を１万なんぼと、そういう発言をしたよう

でありまして、千何名でございますので、その辺の訂正方、お願いしたいのと、昼休みに一

番若い議員さんに注意されました。１万なんぼと言ったから、千何名と訂正したほうがいい

ですよという思いで発言したということで、大変に失礼いたしまして、低姿勢で謝罪をした

ところであります。そういうことで、ご理解をいただきたいなと思うわけであります。 

  さて、先ほど午前中にも申し上げましたが、地方創生の加速化交付金は、先ほど理事者も

述べておりますように、100％の補助率であるということであります。今度、改正をされま

して、地方創生推進交付金。これは50％の補助率でありまして、ハードルも非常に高いとい

うことであります。 

  国が地方創生、平成28年度は約1,000億円、用意をしておるということでございますけれ

ども、昨今のマスコミの報道などを見ておると、消費税が延期になるということから、なか

なか国も財源不足で、果たして地方創生の1,000億円もどうなのかという懸念を持たざるを

得ない状況下にあるようであります。 

  そこで、理事者にお伺いいたします。この地方創生の推進交付金が創設されたわけであり

ますが、昨年度のように１市３町で、連携の中で、これからも事業を申請しようとしておる

のかどうなのか。その辺を伺っておきたいなと思います。時間の関係上、簡潔にお願いいた

します。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 地方創生交付金、あるいは、地方創生加速化交付金。これは10分の10

でございまして、各市町村とも、ある意味、該当になるかならないかわからないけれども、

とりあえず出してみようというところがあったように聞いております。がしかし、２回目で

相当の、加速化の交付金の中において、やっぱり応募が出てきたように聞いております。 

  今回、２分の１になるわけですけれども、恐らく相当厳しい審査になるということで聞い

ております。そんな関係上、本当にその２分の１の交付金をいただいてできるのかどうなの

か。そこら辺は、今、１市３町で協議をしております。ただ、やっぱり私どもは１市３町で

取り組みをしておりますので、今、お聞きしている話の中では、今後の交付金制度について
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は、なかなか厳しいものがあるなと。とりあえず９月までの提出は見送ろうと。それ以降の

ものについては、今後の状況等々を踏まえて、それに応募するかどうか考えていこうという

ことで、今のところは、足踏み状態にあるということは確かなのであります。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、いずれにせよ、この地方創生の推進交付金に対する申請をする

のにしても、当然、この洞爺湖町の地域の再生計画もつくり上げていかなければならないだ

ろうと思うわけでありますから、今の理事者の答弁で、ある程度、理解を深めたところであ

ります。 

  それでは、２点目に入らせていただきますが、地方創生応援税の創設という、これもやは

り法律の改正によって創設された法律であるわけでありますが、いわゆるこの地方創生を実

現するためには、産業界であるとか、あるいはまた行政機関であるとか、あるいはまた教育

機関、あるいは金融機関、労働団体、メディア等々の参加、協力をなくして、この地方創生

を実現できないという、そういう国の姿勢でもあるわけであります。そこで、国あたりも積

極的に考えて、この法改正になったわけでありますけれども、民間企業から積極的に参加で

きるようにしなければならないというのが、この地方創生応援税の創設になったわけであり

ます。 

  平成28年度の税制改正において、地方創生の応援税制、いわゆる企業版、ふるさと版とい

うものが創設されたわけでありますが、昨今の、洞爺湖町の現在の状況というものをお聞か

せ願えませんか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 現状のふるさと納税のお話でございます。 

  ６月１日からリニューアルというか、して、今、やっております。その中では、現状とし

ましては、大体、ちょっと落ちてはきたのですけれども、１日平均20件から30件の応募を、

今、いただいているという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、部長が答弁されたのは、新たにこの地方創生応援税の創設に

よって20件、30件ということなのでしょうかね。そうではないと思います。わかりました。

そうではないと思うのです。 

  マスコミ報道等々、見ると、非常に夕張市に大きな企業そのものも寄附支援をするとい

う、そういう流れになっておるようであります。 

  私は常々申し上げておりますが、一生懸命やっている自治体には、企業の誘致にも促進に

なります。一生懸命、いろいろな面で一生懸命になっている自治体には、我が企業もその地

域に行ってあげようではないかという、そういう流れに、環境の流れというものが前進され

るわけでありますから。やはり、洞爺湖町は一丸となって、まちづくりを前進させるとい

う、そういう熱意が企業全体に伝わってくると、ふるさと納税にも躍進をされていくだろう

と思うわけでありますが。 
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  これからの、このふるさと納税の企業版というものを創設されたわけでありますけれど

も、洞爺湖町は、どういうルールに従って、そういう企業に呼びかけをしていこうとするの

か。あるいはまた、働きかけをしていこうとしておるのか含めて、お伺いをしたいと思いま

す。簡潔にお願いいたします。 

○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） 今回の地域再生法の一部改正する法律の中で、地方創生応援

税制企業版ふるさと納税というのがありますが、この部分に関しましては、洞爺湖町まち・

ひと・しごと総合戦略の位置づけに、位置づけられた事業でございまして、この部分に関し

て企業から寄附を受けて行う事業でございます。これを上げるには、まずどのような事業を

やるのかというのを最初に提案して、それに対して企業が賛同していただく形で持っていく

ものであります。 

  この場でお話ししていきたいと思いますけれども、企業から寄附を受けて行う事業であり

ますけれども、寄附を受けた企業につきましては、６割の税額控除がございます。 

  また、この部分に関しましては、寄附額の下限は10万円としており、当町に本社が所在す

るところは、寄附の対象外となるということになっております。 

  寄附の対象として、経済的利益を伴わないものとなっている部分で、いわゆる純粋な寄附

という形で町の総合計画にあった案を賛同していただける企業となっております。 

  今のところまだ手を上げていないところですけれども、今後、洞爺湖町にとって総合戦略

にとってよいものをしっかりと検討して、それを上げて、再生計画をつくって提示して、企

業に見ていただくような形になるかと思います。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 創設の、始まったばかりですから、今の企画防災課長の答弁で、お

おむね現段階では理解をさせていただきました。 

  それでは、時間の関係もありますので、３番目の生涯活躍のまちの制度化。いわゆる自分

にとっては苦手なＣＣＲＣということになっておるわけでありますが、言うまでもなく、元

気な高齢者の西胆振への移住と定住を促す、「西いぶり生涯活躍のまち構想」の策定と実現

に向け、西胆振６市町は同構想推進協議会を設立したが、洞爺湖町の意気込みを伺うという

ことで、通告をさせていただきました。 

  今、政府そのものも地方創生施策の基本方針が閣議決定されたわけであります。その柱の

一つは、東京圏の高齢者が、体が動くうちに地方に移住し、将来的には、そこで介護や医療

を受ける。いわゆる生涯活躍のまち、ＣＣＲＣの整備を図っていくという、そういう流れの

ようでございます。 

  このＣＣＲＣというのは、言うまでもなく、皆さん方がご承知のとおり、今、アメリカな

どで行われておるわけでありまして、この生涯活躍のまちに、北海道でも道内31市町村が手

を上げておるわけであります。全国では、200を超える自治体が、前向きに考えているよう

であります。 
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  この生涯活躍のまち。これを前進させるということは大いに結構なことでありますけれど

も。確かに一時的に高齢者がふえるかもわかりません。一時的に。しかし、その反面、現在

のこの洞爺湖町を取り巻く環境を見てもわかりますように、若い方々が都会へと流出されて

いく中で、その反動というのは、介護や医療などの負担がどんどん、どんどん重くのし上

がってくるのではないかという。そういう懸念を持つ自治体もあるわけでありますけれど

も、この生涯活躍のまち構想に対して、どういう理念に基づいて洞爺湖町は参加していこう

としておるのか、その姿勢のあり方をご答弁願いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今現在、ＣＣＲＣで胆振町村会のほうとしましては、東京23区の一つ

の区、こちらのほうと折衝をしております。がしかし、今、折衝している区につきまして

は、日本国内から約二十数カ所、もう既に今までおつき合いがあるように聞いております。

私どもの地域にそれがどのように反映できるか。これから学習会、あるいは、交流を深めな

がら、何とかこの地域をアピールしていきたいという取り組みを、今現在、胆振町村会とし

ては足並みをそろえているところでございます。 

  また、５月の30日、この間、室蘭市において西いぶり定住自立圏、こちらのほうの中で、

このＣＣＲＣ、特に生涯住めるまちということでいろいろ協議がなされました。残念なが

ら、当日、会議には僕はちょっと前段の会議に出て、もう一つ札幌で会議があったものです

から、そちらのほうで出向きまして、副町長に出席していただきましたけれども。 

  今、特に室蘭圏域を中心としたこの西胆振の地域においては、北海道の中でも特に医療

圏、こちらのほうが、ややもすると進んでいる地域ということになります。特に大きな病院

が室蘭に三つ、そして、伊達市に一つということから、いろいろな面で、医療についてはあ

る程度のものがそろっているか。ただ、もう一つ、環境問題として非常にすぐれた、北海道

の中でも地域だ。特に北海道の中でも温暖な地域ということを広く内外にアピールしていく

必要性があるだろうというお話が出てまいりました。 

  そのときに問題となるのは、やはり交通のアクセス、特に幹線道路。これらの整備がどう

しても必要不可欠になってくる。そして、通う病院、それから福祉関係は、ややもすると都

市部にありますけれども、この西胆振の圏域においては、通勤可能圏域ということで、住ま

いについては、それぞれのまちで特性を生かして、特に環境を重視した住みやすい環境のま

ちですよということをアピールしながらというお話で、当日は設立総会、そして、今まで経

験のある、持ち寄った話をさせていただいたところというふうに話を聞いております。 

  がしかし、なかなかこれから先、それでは、どうまちをアピールしていくのだ。そして、

来ていただいた方々の住宅問題等々の問題については、なかなか難しい問題があるというこ

とで、今現在は、これからどう進めるか。あるいは、どこでどういうふうな方に、こちらに

来ていただけるような対策を打つか。今、そこら辺の状況整理をしている段階でございま

す。 

  私どものまちの考え方でございますけれども、私どものまちは、何回も申すようですが、
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世界ジオパークの地域でもある。そして、風光明媚な洞爺湖を抱え、さらには肥沃な大地、

クリーン農業を提唱している農村地域、そしてホタテ養殖に才たけた内浦湾、これに面した

漁業、等々、産業形態としてはバラエティーに富んでおりますと。そういうことをアピール

していくわけでございますが、私ども、これは私、町長として何回かお話しさせていただい

ている話かなというふうには思っておりますが、まずは、このまちに長年住んでいただい

て、このまちを支えていただいた、礎を築いていただいた先輩諸氏、特にお年寄りの方々。

この方々をしっかり守れるまちにしていかなければならないな、最後、このまちに住んで本

当によかったと思われるようなまちづくりにしていかなければならないなと。これがやは

り、私は最優先だなというふうに考えております。その中で、例えば、アクティビティー、

あるいは、いろいろなことをやりながら、首都圏で、これから第２、第３の人生を歩もうと

する方々が、このまちを選んでこのまちに来てくれる方については、それは歓迎をしなが

ら、このまちで受け入れをしていきたい。そう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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、理事者のほうから、特に後半の部分の答弁に同意を、共感を得

たわけであります。 

  やはりこれから、洞爺湖町の大きな躍進というのは、何といってもですね。新しいこうい

う広域連携でやるのも大いに結構ですけれども、やはり、自分たちのまちの高齢者が何を考

えているのか、何を求めているのか。これからの子供たち、飛躍していこうとする子供たち

にどういう教育現場であるべきなのか。あるいはまた、生活環境であるのか、地域環境であ

るのかというものを、しっかりとした、やはり充実した基本計画を持って実施していくの

が、私は重要であると思っております。 

  しかしながら、この西胆振の６市町によって、やはりこの生涯活躍を推進するのだという

ことも一つの広域連携として考えられることでしょうから、洞爺湖町は洞爺湖町として果た

す役割をしっかりと、理念に基づいてやっていただきたいなと思うのです。 

  そこで町長。前段で町長のほうから答弁があったわけでありますけれども、先日、この５

月30日に実施された協議会の設置の新聞を見て、住民の方々は、いや、町長は幸せだなと

思ったのは、「真屋町長、まさか体調が悪いわけではないでしょうね。」と。副町長で不満

足だということではなくて、あとの６首長のうちで５首長が顔をそろえて写真に写っている

けれども、うちの真屋町長の写真だけ載っていないということは一体どういうことなのだ

と。 

  決して副町長だからだめだということではなくて、そういう懸念をされる人もおるわけで

ありますから、できるだけですね。できるだけ隣接の首長が出席をして、こういうマスコミ

報道される場合は、できるだけ町長も一緒に写真に載るという、そういうやっぱり考え方と

いうのは強く持ったほうがよろしいのではないかなと思いますので、よろしくお願い申し上

げたいなと思います。 

  これは、当然、年度内に策定をするということでございますけれども、年度内に策定する
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ということは、最後にお伺いしますけれども、間違いないでしょうか。 

  伊達市長のコメントなども随分載っておりますけれども、今から10年ぐらい前だと五十

七、八歳で会社をやめて、伊達市あたりに移住するという、そういう方々もいたけれども、

昨今は経済環境も変わってきたのでしょう。いわゆる賃貸住宅を求める、そういう高齢者が

ふえてきているということでございます。 

  そういったことも踏まえながら、どういう、今、現段階ではいろいろな自治体の思いとい

うものが集結されるでしょうけれども、一つには、どういう推進構想になるのか、最後にお

聞かせ願えませんか。 

○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） 議員がおっしゃるとおり、５月30日に「生涯活躍のまち」構

想推進協議会、設立しました。３市３町の部分でとり行っていくところですけれども、これ

から今、団体へ呼びかけをしております。経済団体、金融機関、医療・介護団体、福祉・市

民活動団体、また教育機関、オブザーバーという形で室蘭の運輸局等が入っているのですけ

れども、今年度中にまとめていきたいという形を考えています。 

  現在、活躍のまちに関しての構想の策定業務委託をしておりまして、この中身に関して

は、交付金をいただくという形の中での目的ではなく、３市３町の特色を生かした、地域と

しての生涯活躍のまちがどのようにあるべきかという部分を、今回、１年間の中で考えてい

きたいと思っています。 

  あくまでも、国の交付金をいただくためという部分ではなく、地域の特性に合ったという

部分で、今、検査または研修、委託等をやっているところでありまして、この部分につきま

しては、来年３月末までにまとめてご報告をしていきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほど身に余るお言葉をいただいて。各市町村長の集まる会議にはで

きるだけ参加していかなければというふうには思っておるのですが、一つだけ、ちょっと言

いわけをさせていただきたいと思います。 

  ５月30日、ちょうどその時間帯に北海道公立文教施設整備期成会がありまして、役員会、

総会がありました。私もちょうどそのときに、その会の理事をやらせていただいておるので

すが、実は、全国町村会で公立学校給食振興に係る期成会があったのですけれども、全国の

ほうでは、もう学校給食についてはある程度、一段落したので、その期成会をなくしてもい

いのではないかという声が上がっているように聞いております。そんな関係から、北海道と

しては、北海道の実情を訴えて、この公立学校給食振興に係るものについては、ぜひともま

た継続していきたい。それの決議文をみんなでつくろうということで、やむなく、こちらの

ほうに参加させていただいて、当日は副長に代理で行っていただいたということです。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、時間の関係上、防災対策について質問させていただきま

す。 
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  昨今の、未曽有の災害が発生しておる昨今、災害に備える日ごろの取り組みが重要である

と。災害に強いまちづくりに向けた取り組みについて、とりわけ３点ほど、質問をさせてい

ただきました。 

  10日の質問の中でも、防災対策について、それから、午前中も防災対策について質問され

ておるわけでありますが、何といっても、我々自治体に参画をする、行政に参画する者とし

て、やっぱり住民の生命と財産を守るというのが争点であるわけであります。そのことを

しっかりと認識をした中で、熟知をした中で、やはりそういう生命を守る、財産を守るため

には、どういう手法でいくべきなのかということを、災害を風化させないためにも、議論が

必要であるということから、通告をさせていただきました。 

  振り返ってみると、1995年、平成７年の１月17日、約20年たったわけでありますが、阪

神・淡路大震災、犠牲者は約6,400名、超える犠牲者であったわけであります。 

  平成23年の３月の11日、これは午後２時46分でありますが、東日本の大震災が発生いたし

ました。そのときには、２万名、不明者も入れて２万名を超える犠牲者が出たわけでありま

す。 

  28年の、きょうで２カ月でしょうか。きのうでしょうか。28年の４月14日には、午後９時

26分には熊本大震災。これまた、50名を超える犠牲者になったわけであります。 

  熊本の亡くなられた方々に心からお悔やみ申し上げながら、被災された方々に心からお見

舞いを申し上げたいと思うわけでありますが、こういう予想もつかない未曽有の災害が発生

するわけであります。 

  発生を望んでいないわけであります。発生はしてもらいたくない、あるいはまた、避けて

もらいたいという思いは強いのでありますけれども、しっかりと防災対策をしておかなけれ

ばならないという観点から、何点かにわたって質問させていただきます。 

  一つには、災害に備えた発電装置であります。私は、なぜこういう質問をしたのかという

と、実は、最近のマスコミ報道によって、室蘭市の一時避難所、これは平成15年の５月に指

定されたようでありますが、某お寺が自家発電用の太陽光パネルを出力14キロワット、設置

をしたということであります。この蓄電池を備えて、あるいはまた、災害時においても電気

の使用が可能であるという。 

  こういう大きな災害が発生してみると、やはり電気、水道、それからトイレ等々、あるわ

けでありますが、発電というのは、この熊本の大震災においても非常に問題化された課題で

あるわけであります。現洞爺湖町において、避難指定をされておる、発電に関する実態を簡

単に簡潔にお聞かせ願いたいと思います。 

○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） 避難所は42カ所ございますけれども、まず一つ、自家発電装

置を持っているところは、洞爺湖町庁舎の役場庁舎になります。 

  また、移動式の発電機につきましては、うちのほうで２台、投光器等を備えています。 

  また別に、福祉避難所にも発電機等、整備をしているところでございます。 
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○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。私がなぜ、この室蘭市の一時避難所に指定された某

お寺の件を申し上げたかというと、実は、この費用は約1,000万円かかったようでありま

す。1,000万円。この経済産業省の独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金

というのを、いわゆる活用したわけですよね。その制度というのは３分の１、３分の１が補

助されるということでございまして、このお寺で太陽光パネル等々、蓄電等々の施設を設置

した中で、1,000万円のところを700万円程度で終わっているということでございますから。

私は、何といってもこの災害というのはあってほしくないし、しかしながら、あった場合

に、万が一の場合に、速やかにやはり対応できるような体制づくりというものは、やはり

とっておかなければならないだろうと思いますので。そういった民間に対する、何といいま

しょうか、こういう法律がある、制度があるという。そういう提供などをするというのも、

行政としての防災強化という中でのスタイルでなければならないのではないかなと思うので

すが、そういった民間施設の発電装置の現段階の状況というのは、どういうことになってい

るのでしょうか。その辺、簡潔にお願いしたいなと思います。 

○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） 民間の部分ですけれども、医療機関に関しましては、発電装

置を持っているところであります。医療機関の部分ですね。 

  それとホテル、旅館の中でも一部、発電装置を持っている業者さんもいらっしゃるという

のを聞いております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） したがって、先ほど冒頭、冒頭というよりも申し上げたように、こ

ういう独立型再生可能エネルギー発電システムなどの対策費補助金というものが国の制度の

中にあるのですよという、そういう啓蒙といいましょうか。そういう行政指導というのも

やっていくべきではないのか、やるべきではないのかなということで質問させていただきま

した。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） その問題に関しては、これから、いろいろな意味で広報等を通じなが

らも住民周知をしてまいりたいというふうに思っております。 

  また、先ほど課長が言いました48カ所の避難所が私どものまちにあります。今、私どもの

まちとしては、いろいろな関係者と災害時における提携をさせていただいております。特

に、どこどこの体育館に避難をするというときに、万が一、電源が切れた場合の予備発電と

いいましょうか。これについては持ち運びの、今、できるものがあるように聞いておりま

す。そちらのほうをリースで貸していただく、そういう契約をさせていただいております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。それでは、２点目の防災士の資格取得を奨励し、助

成金を交付する自治体が増加傾向にあると。洞爺湖町も助成制度を創設してはどうかという
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ことで質問させていただきました。 

  そこで、まず最初に、防災士とはどういうことか、どういう認識を持っておるのか、簡潔

に伺っておきたいなと思います。 

○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） 防災士でございますけれども、予測不可能な被害に対し、正

しい知識と適切な判断を兼ね備えた人材を育てようと、日本防災士機構で行っている認定制

度でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、課長はすごくいい答弁をしているのだけれども、ちょっと濁っ

て聞こえないのです。 

  それで、防災士とは特定非営利活動法人、いわゆる日本防災士機構という民間資格なので

すね。民間資格。それで、最近、いろいろとうちの議会事務局の職員も非常に勉強しており

まして、私も勉強させられるのですが、いろいろインターネットというものがあって、とっ

てみると、この防災士の認証者の推移などを皆様方にお伝え申し上げたいなと思うのです

が。この2003年。2003年に、平成15年に第１号というものが誕生したわけであります。現在

の2016年で、この防災士は約11万人。全国で11万人おります。目標は、30万人ということで

ございます。私は、こういういろいろな制度とか、いろいろな全国的な取り組みなども、

しっかりといい面も悪い面も含めて、やっぱり洞爺湖町としても取り上げるべきところは積

極的に取り上げるべきだと思っています。 

  私自身もこの防災士というのを学んだときに、洞爺湖町も、旧虻田町時代ですが、大きな

災害が、有珠山噴火という災害、あるいはまた土砂崩壊という災害、あるいはまた、津波と

いう、そういう災害も発生しているのにもかかわらず、防災士が一人もいないというところ

に、私も行政に参画しておる一人として、反省をしながらですね。何とかやはり、こういう

防災士なども配属できるような、そういう環境というものを邁進させていかなければならな

いのではないかなという気がしてならないのです。 

  洞爺湖町そのものも、避難訓練なども一生懸命努力をされておりますが、10日の一般質問

にありましたように、非常に偏った、参加できる人はできるけれども、それ以外の人はでき

ないとか。あるいは、この間の答弁の中で、今度の10月24日ですか。10月何日に避難訓練を

やるには子供も参加していただくと。子供も参加して、参画した中で防災訓練というものを

実施するべきだと言ったのはもう、何年も、数年前から言ってきていますよ。避難訓練のあ

り方で。 

  そういうことも考えながら、やはりこの防災士の役割。いわゆる自主避難体制の確立をす

るとか。こういった方々が先頭になって、やはり全国で取り組んでいるわけでございます。

全国で、やはり防災士を配属するために、いわゆる資格を取らせるために、防災士資格取得

への助成制度がある自治体、これは全国で203自治体あるのですよ。203自治体。この中に大

きな災害があったにもかかわらず、洞爺湖町は含まれておりません。 
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  あわせて、北海道でも、こういう助成制度を持っている自治体が10自治体あるのですよ。

10自治体。言いましょう。浦河町、上富良野町、黒松内、新十津川町、月形町、函館市、美

幌町、北斗市、和寒町、栗山町。この10自治体が、この災害・公害対策を強化しなければな

らないということから、こういう助成制度を設けて取り組んでいる自治体があるわけです。 

  私も昨年、上富良野町に議員の研修視察で行ってまいりました。上富良野町の実態という

のは住民会、いわゆるこの洞爺湖町でいうと自治会です。27の住民会があるのですね。その

中で、必ず住民会に１人や２人をこの防災士を配属、配置しているのです。これはやはり、

私は非常に大きな勉強になったなと思っております。 

  言うまでもなく、この上富良野町あたりは、1962年、あるいはまた、1988年、いわゆる昭

和63年の12月でありますけれども、十勝岳の噴火を経験しているということから、やはり防

災対策を強化する、あるいはまた、行政主導型の避難訓練とかいうことではなくて、住民み

ずからが避難訓練などを実施するという。そういう体制の確立しているところに私は感動、

感銘をしたわけであります。 

  ぜひ、洞爺湖町におきましても、そういうこの防災士の配置というものをできるように取

り組んでみるべきではないのかなと思っております。この防災士の資格を得るのに、いわゆ

るいろいろな通信教育などで受けなければならない、そういう教材等々も含めて、７万円か

からないのですよ。正確に言ったら、幾らだったかな。６万円かからないのですね。ところ

が、上富良野町では７万円と見て５万円まで、５万円までは上富良野町の自治体で持つとい

うことであります。そういう取り組みをしておるわけであります。 

  それと町長。もう一つ、注目すべき防災士の取得に向けて取り組んでいるところがあるの

です。それはどこかというと、栃木県栃木市ですよ。ここは５年間で職員全員に防災士を取

得してもらうという、そういう取り組みをしているのです。そういう制度化を図っているの

ですよ。そして、第１回目の防災士の試験で、市長を先頭に56名の方々が合格なさっている

のです。でも、防災士になるためには、いろいろな試験だって、落ちるのもいるんだべや、

たくさん落ちるのいるんだべやという、そういう懸念をされるかもわかりませんが、通信教

育等々、受けても、約98％の合格になるようであります。98％。 

  そういうことを考えれば、私は洞爺湖町としても災害があったまちと同時に、これから30

年間の間には、必ずという学者の方もいますけれども、噴火災害というのはあり得るだろ

う。それから、きのう新聞で明らかになっておりますけれども、この30年間で、大きな６弱

以上の地震が発生する。そのことが明らかになっておりました。85％は千葉県であります。

北海道の根室、約54％、浦河、63％であったかな。そういう、将来的には大きな地震があり

得るだろうと。 

  そういうことを考えれば、行政も積極的に避難体制の確立のためにも避難訓練等々、行っ

ておりますけれども、何といっても民の力が私は不可欠だと思っています。民の力を積極的

に出せるような、そういう体制の確立が必要であるという思いを持って、ぜひ真屋町長にお

願いしたいのですよ。真屋町長になって、洞爺湖町に防災士が何十名、あるいはまた何百
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名、配置したぞ。真屋町政は、しっかりと町民の生命と財産を守るために積極的な対策を講

じておるという、そういうやっぱり歴史を私はつくっていただきたいなと思うのですが、そ

の熱意の一端をお聞かせ願えませんか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） その防災士の関係ですけれども、今、私どものまちの中で、防災の情

報伝達手段、これを構築させていただきました。今、自主防災組織が２自治会、立ち上がっ

ております。間もなく、あと二つの自治会が自主防災組織を立ち上げていただけるというこ

とで、今、話を伺っております。 

  また、消防団員についても、町の職員として、今、たしか２名。２名の職員が消防団員に

加入をさせていただいております。特にこれから若い職員で入ってくる職員については、で

きるだけ消防団員の話もさせてもらうつもりでございます。 

  そんな中、やはり地域挙げての防災力の強化ということは、これはもう、私どものまちは

特に避けて通れない部分でありまして、今、自治会長さん方々のご協力をいただいておりま

す。 

  今、その防災士に対する手当あるいは支援、これらを含めまして、ちょっと検討してまい

りたいというふうに思っております。ただ、今、やっていることは、非常に実のあることを

私どもはやっているなという感がします。特に自治会長さん方との連携、そして、自主防災

組織を立ち上げていただける。これをどんどん、どんどん、やはり私どもはふやしていかな

ければならないな、それと、やはり地域住民のことをよく知っている自治会とは、今後と

も、やはり行政と、議会議員の皆様もそうですけれども、しっかり連携した関係をつくって

いかなければならないなというふうにも思っております。 

  そんな中、その防災士について、今後、どういうふうにしたら、そういう方々を育てられ

るか。その辺を十分検討した上で、その支援も含めながら検討してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 大変、理事者は前向きな答弁をなさっているのでしょうね。しか

し、行政の検討というのはほとんど、答弁の中で検討させてもらうというのはほとんど、質

問したのに検討した結果、このようになってこうしますという行政の流れになったのは、あ

り得ないような気がしてならないのですね。 

  検討と言ったら、やらないという聞こえがするのですよ。そうではなくて、やっぱり、町

長。住民の生命と財産を守る。そのためにはどうあるべきか。 

  他のまちでは、民間の方々が避難訓練をした場合、するようになっているのですね。なっ

ているところもあるのですよ。その費用は行政が負担するという。そのぐらい、行政主導で

はなくて、民間主導で避難訓練等々もやるというのが、やっているという実態が、全国で非

常にふえてきている。 

  先ほど申し上げましたように、全国で防災士を配置したり配属させている団体は203カ所
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もあると。北海道でも10カ所ある。洞爺湖町は大きな災害があったにもかかわらず、一人も

いない。これは、本当に理事者が、行政が防災力を強化する、していく。そういう強い、熱

い思いは感じ取られますけれども、実際に結果を見ると、防災士一人もいない。やっている

ところは、こうやって栃木県の栃木市あたりでは、全職員に防災士になってももらう。700

万円かけて取ってもらう。 

  今、この中にいる私以外の方々は、非常に長生きする方々ばかりでしょうけれども、一生

懸命、10日の日の質問も私は聞いていて、そうですよ、そうだなあと思ったのは、一生懸命

やっている、担当課は一生懸命やっているけれども、担当を外れるとどういう状況下にある

のかなというのが不安でならないし、不満足な場合もあるのですよ。 

  私自身もきょう、避難訓練だなといっても該当地区でないと、もう街角に行ってみると冷

やかし程度に見られているかもわかりませんけれども。そんな避難訓練よりも、むしろ住民

主導型で、住民総参加の中で防災訓練を行うという、そういう環境づくりをしていくために

は、その地区ごとに防災に対するリーダーを配置、配属しておくことが、私は極めて重要で

はないのかなという思いを持っています。それだけに、ぜひ真屋町長時代のうちに、真屋行

政は何といっても、住民の生命と財産を守るために、こういう、この防災力を強化するため

に防災士も配置しているぞ。他の北海道のどこにも負けないぞ。全国でもどこにも負けない

ぞというような、そういう体制づくりの構築を図っていただきたいという、そういう強い思

いで真屋町長にエールを送っているのですが、もう一度、お聞かせ願えませんか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員がおっしゃられたこと、強く熱い気持ちで聞かせていただき

ました。そのことをしっかり受けとめて検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、３番目の北海道地域防災マスターの認定に洞爺湖町も積

極的に取り組むべきと思うが、ということで質問、通告をさせていただきました。通告書に

はマイスターということになっているようですけれども、マスターですから、これをお間違

えにならないようにお願いしたいなと思うわけであります。 

  この北海道の地域防災マスターということの活動の一覧表も手に入りましたし、そういう

マスターを認定されておるわけであります。 

  認定をされた中で、町長、胆振11市町村で、この地域防災マスターというのは194名いる

のです。洞爺湖町も１名、Ｍさんという方でございますが、これを見ると年齢は非常に間

違っているようでありますけれども、１人おるのですね。 

  そこで、ちょっと時間の関係がありますから割愛してご披露させていただきますが、この

胆振の11市町の中で194名。苫小牧、73名。安平町、12名。厚真町、24名。むかわ町、42

名。白老町、28名。登別市、２名。室蘭市、７名。伊達市、３名。豊浦町、１名。壮瞥町、

１名。洞爺湖町、１名ということになっているのですね。 

  私は何を言いたいのかといいますと、やはり何度も申し上げますが、過去に大きな災害が
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あったまちにもかかわらずですよ。自分も30年間、行政に参画しておる者として反省をしな

がら、先ほどから質問させていただいておるわけありますけれども。やはり、白老町あたり

の例をとっても、こういう28名の方々によって協議会をつくって、地域の中にどんどん、ど

んどんと地域防災マスターの方々が、例えば、町内会の集まりなどに行きまして、防災訓練

のあり方、あるいはまた、避難所はこうあるべきだ。こういうことを心がけておかなければ

ならないとかということを積極的にやっているのですよ。 

  先ほど理事者も防災士のところで、洞爺湖町の自治会の中にも２団体、自主防災組織が誕

生している。もうあと２カ所ぐらいできるとかということも。これは大いに結構なことでご

ざいますが、やはりこういう防災士にせよ、防災マスターにせよ、災害があったまちにして

は１名とか。こういうことではどうなのだろうな。 

  やはり、何度も言いますけれども、行政官の中では、災害に対する意識は向上していると

思いますけれども、実際に地域の中に入ると、そういう防災意識というものが、どうなのだ

ろうなという懸念を持たざるを得ないのであります。 

  したがって、町長、どうでしょう。この防災士の認定等々については、さほど大きな、ク

リアしなければならないということはないですよ。とりあえず、先ほど理事者も述べており

ますように、消防署員での退職者などにもお力をいただいて、このマスターの一員になって

いただいて、地域の中で防災力を強化するような、そういう体制の構築、環境のあり方の追

求とかそういったことに努力をしてもらってはどうかなと思うのですが。 

  もう一度、理事者の、防災士もそうですけれども、地域防災マスター、これはもう北海道

でも制度化を図って今日に至っているわけでありますから、その辺のこれからの町長の見解

を伺って、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 何度も言うようですが、いわゆるその災害の多いまち、我がまちだか

らこそ、やはりできることをしっかり検証していかなければならないな、今、おっしゃって

いただいた防災マスター、あるいは防災士。こちらのほうは、本当に真剣に取り組んでいき

たいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） これで、２番、越前谷議員の質問を終わります。 

  一般質問は、これで終了いたします。 

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

    ◎報告第４号の上程、説明、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、報告第４号平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許

費繰越額の報告についてを議題といたします。 

  報告の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の１ページでございます。 

  報告第４号でございます。平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費繰越額の報告に
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ついてでございます。 

  地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づく別表第１「平成27年度虻田郡洞爺湖町一

般会計繰越明許費繰越計算書」のとおり報告をするものでございます。 

  ２ページをお開き願います。 

  別表第１の繰越明許費繰越計算書でございます。 

  ６件ございますが、上から１番目、２番目と下の二つは27年度の国の補正を受けて繰り越

しで事業を行うものでございます。 

  １点目としまして、情報セキュリティー強化対策事業の繰り越しでございまして、金額に

ついては1,271万5,000円でございます。 

  ２点目は、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業の繰り越しでございまして、金額に

ついては5,841万5,000円でございます。 

  ３点目は、伏見橋道営農道事業の繰り越しでございまして、道の事業の繰り越しに伴い、

360万円を繰り越すものでございます。 

  ４点目は、民間大規模建築物補強設計補助事業の繰り越しでございまして、これは民間の

２件を繰り越しておりますが、金額は1,164万2,000円でございます。 

  ５点目は、ジオパーク広域連携事業の繰り越しでございまして、繰越金額については

7,600万円でございます。 

  最後に６点目は、定住自立圏広域連携事業、いわゆるＣＣＲＣの繰り越しでございます

が、金額については75万8,000円でございます。 

  全体で１億6,313万円を平成28年度で執行するものでございます。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「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。 

  以上で、報告第４号平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計繰越明許費繰越額の報告について

の報告を終わります。 

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

    ◎同意第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（佐々木良一君） 日程第４、同意第２号教育委員会教育長の任命についてを議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 同意第２号でございます。 

  教育委員会教育長の任命についてでございます。 
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  洞爺湖町教育委員会教育長に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。 

  記として、住所が虻田郡洞爺湖町高砂町99番地61、氏名が遠藤秀男氏でございます。生年

月日、昭和30年８月９日生まれでございます。 

  それでは、議案説明資料のほうで説明をさせていただきますが、議案説明資料の１ページ

のお開きをお願いいたします。 

  遠藤秀男氏の略歴でございますが、本籍、北海道虻田郡洞爺湖町浜町35番地、住所は虻田

郡洞爺湖町高砂町99番地61、氏名は遠藤秀男氏でございまして、生年月日が昭和30年８月９

日生まれの60歳でございます。 

  学歴でございますが、昭和54年３月、明治大学法学部法律学科を卒業されております。 

  公務員歴でございますが、昭和54年４月に旧虻田町役場のほうに奉職をされ、それ以降、

各課長を歴任し、平成26年４月から、総務部長をしておりました。平成28年３月31日で定年

退職を迎え、その後、自宅のほうにおられた方でございますが、遠藤秀男氏については、皆

様、もう既にご承知のとおりの方でございます。洞爺湖町の教育行政をしっかり守っていた

だける方ということで選任をしたいということでございまして、同意案件として提案をさせ

ていただいております。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行いますが、確認程度の質疑といたします。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員 

○６番（立野広志君） 今回、教育委員長という形で、ストレートに教育委員長を任命すると

いう提案、これは地方教育行政法が改正されたことによって、こういう提案になるわけです

が。ちょっとそこで、任命しようとして提案される町長にお聞きしたいのですが、これまで

も久しく、実は教育現場や教育のそういう学校教育を含めてですが、そういう経験を持った

方が、ここ数年、教育委員会にはおいでにならなかったのですよね。以前の教育長も行政マ

ンでしたから。今回も行政マンとして、教育長として任命したいということでありますよ

ね。 

  私、非常に心配されるのは、教育委員会の中でこれからも、さらにやっぱり教育の現場、

学校現場を含めて、そういった先生方の苦労や、あるいは、学校現場の管理運営等について

もよく精通した方が、教育委員会の中に一人ぐらいいてもいいのではないかという気がして

ならなかったわけです。 

  今回、教育長としての任命ですのであれですけれども、そういう教育経験者を充てなかっ

たのは、何か理由があるのかどうかですね。あえて、そういった人選をしなかったというこ

となのかどうか。あるいは、そういった経験者は、今の教育委員会には必要ないと。十分こ
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れで間に合うのだということなのか。ちょっと、その辺の考え方について、お伺いをしたい

と思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 遠藤秀男氏でございますが、先ほどちょっと言わなかったのですけれ

ども、平成21年４月から平成25年３月31日まで教育委員会の管理課長を経験していただいて

おりました。当時、私も教育長をやっていた中での管理課長ということでございまして、教

育現場のほうには相当精通している方でもございます。 

  また、今、学校経験者については指導専門員ということで校長経験者を２名配置しており

まして、学校現場とのパイプは十分とれるというふうに判断しているところでございます。

特に行政、教育行政も行政の一環でございます。何回も言っているようでございますが、私

は教育現場・行政については、教育委員会の主体性を尊重していくということでございまし

て、それには行政にも才たけた人間、そして、学校現場にも才たけた人間、そういう者を配

置したい。そういうことで、今回、遠藤氏の同意を求めるものであります。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  ここで、お諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、討論を省略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〕 

〇議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、同意第２号教育委員会教育長の任命についてを採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

〇議長（佐々木良一君） 起立全員です。 

  したがって、同意第２号教育委員会教育長の任命については、同意することに決定いたし

ました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

（午後 ２時１１分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩を解きます。会議を再開いたします。 

（午後 ２時１２分） 

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

〇議長（佐々木良一君） ただいま、同意をいただきました遠藤秀男氏より発言の申し出があ
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りますので、これを許します。 

  遠藤秀男氏。 

〇遠藤秀男氏 私の教育長選任に当たりまして、議会の皆様の同意をいただきましたこと、心

から感謝申し上げます。 

  私、平成21年度から４年間、教育委員会に在籍しておりますが、確固たる教育理念を持っ

ているわけではございません。また、深い教育に対する知識もあるわけではございません。

また、教育長に対する職務も、制度の改正に伴いまして大きくなるということで、胸中、不

安でいっぱいでございます。 

  しかしながら、教育委員の皆様としっかりとした協議を重ね、職員、それから教職員の皆

さんとともに、このまちの教育が少しでも今までよりも充実したものとなるよう、頑張って

まいりたいと思います。 

  まずは、平成28年度教育行政執行方針の適正な推進に向けまして、議会の皆様のご理解、

それから住民の皆様のご理解とご協力を賜りながら、頑張っていきたいと思います。 

  どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

〇議長（佐々木良一君） ご苦労さまでした。 

  ご退場ください。 

  ここで、休憩をとります。 

  再開を14時25分としたいと思います。 

（午後 ２時１４分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻り、会議を開きます。 

（午後 ２時２５分） 

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

    ◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、議案第２号洞爺湖町名誉町民に関する条例の制定につい

てを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の４ページでございます。 

  議案第２号洞爺湖町名誉町民に関する条例についてでございます。 

  洞爺湖町名誉町民に関する条例を、次のように定めるものでございます。 

  この条例の趣旨でございますが、平成18年の町村合併から10年を迎えた本年、洞爺湖町と

して町勢の発展などに功績のある方々を名誉町民として顕彰するため、洞爺湖町名誉町民に

関する条例を制定するものでございます。 

  それでは条ごとにご説明をさせていただきます。 

  第１条、目的でございます。町勢の発展や社会文化の興隆に卓越した功績があった方に対
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し、名誉町民として顕彰し、栄誉をたたえることを目的としてございます。 

  第２条は、資格要件でございます。名誉町民としての要件といたしまして、第１号から第

３号まで掲げてございますが、第１号は、町民または町民であった方、もしくは、町に特別

ゆかりの深い方としてございます。第２号では、町勢の振興発展や政治、経済、産業など広

く社会文化の興隆に貢献し、卓越した功績のある方としてございます。第３号は、郷土の誇

りとして深く尊敬に値すると認められる方としてございます。 

  第３条は、決定方法でございます。名誉町民は、町長の推薦により議会の同意を得て決定

することとしております。 

  第４条は、顕彰でございます。名誉町民には、第１号から第３号までございますが、名誉

町民の称号の贈与、名誉町民章及び略章の贈呈、名誉町民としての功績を公表することとし

てございます。 

  第５条は、待遇でございます。名誉町民への待遇といたしまして、第１号から第３号まで

ございますが、公の式典への招待、公葬の執行及び弔慰金の贈与、その他、町長が必要と認

める待遇を行うことができるとしてございます。 

  第６条は、名誉町民名簿でございます。名誉町民は名簿に登録し、永久保存することを定

めてございます。 

  第７条は、名誉町民の取り消しでございます。第１項では、本人の責任に帰すべき理由よ

り著しく名誉を失墜したと認めるときは、議会の議決により名誉町民を取り消すことができ

るとしてございます。第２項は、名誉町民が取り消されたときは、名誉町民章を返還させ、

第５条の待遇を停止することを定めてございます。 

  第８条は、委任でございます。 

  附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） これで、提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 私の勉強不足かどうかわかりませんが、あれと思っているのは第７条

なのですが、誰が議会に提案してくるのだろうかと。 

  それは、第３条の場合は「名誉町民は、町長の推薦により議会の同意を得て」とこうなっ

ているのですが、第７条の場合は、誰がこれを議会に提案してくるのかと。ここが抜けてい

るのではないかと思うのですけれども、これで文章としていいのでしょうか。条文としては

いいのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 条文としては問題ありません。これについては、町長が議会に提

案をして、議会の議決をいただくというふうなことになっております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか、沼田議員。 
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○８番（沼田松夫君） はい。 

○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、条例について幾つか、もう少し具体的に説明いただきたい

と思いますのでお聞きします。 

  まず、今の第３条の決定方法なのですが、「名誉町民は、町長の推薦により議会の同意を

得て決定する。」とあるのですが、町長が議会に推薦するまでの流れとして、例えば、町長

がある日、突然のように議会に提案するなんていうことはあり得ないのだと思うのですよ。

いずれにしても、その選定方法が、やっぱり公正な選定で行わなければならないということ

が第１だと思うのですね。その点で、どういうふうな形で町長は議会に推薦をするのか。ど

ういう手だてを踏んで推薦ということに至るのか、ちょっとその辺のことの詳しいことにつ

いては、この条例上には書いてありません。 

  後で聞きますけれども、条例を運用するための細則のような、あるいは規則のようなもの

ができるのかもしれませんが、本当ならそういったものもあわせて、一緒に明示していただ

きたいものだと思います。 

  いずれにしても、決定方法についてのもう少し詳しい流れについて、問題はあくまでもそ

の推薦のあり方として、公正な判断をした結果として推薦するというようなものがどこで担

保されていくのかということを、一つはお聞きしたいと思います。 

  それから、待遇なのですが、第５条の（２）ですね。公葬の執行及び弔慰金の贈与とあり

ます。これも多分、運用上の何か詳しい規則が出てくるのだと思うのですけれども、例え

ば、弔慰金としてどういう、どの程度のものとか、何をとか、あるいは金額の根拠とか、そ

の辺のことがよくわかりません。ただ弔慰金を贈与しますよというだけですから。それは金

額的には、例えば、こういう場合はこのぐらいとかというのがあるのか、それとも名誉町民

なら全て同じ金額で、こういうものだというふうになるのか、ちょっとわかりませんが、そ

ういった細則についても、ぜひ説明をいただければと思います。 

  それと、三つ目には、こうやって今回、合併して10年、合併以前には洞爺の地域でも虻田

の地域でも条例化されていたということなのですが、この10年目を節目にして条例を制定し

たいという提案でございます。現在、差し当たってといったら変ですけれども、この条例が

できた後に対象となり得る方が、現に今、おられるのかどうかですね。 

  これは、まだ決定していませんからあれですけれども、例えば、そういう方がいて、この

10年目でということなのか。何かちょっとその辺も、なぜこの時期なのか。単に10年目だか

らというだけではなくて、何がしかの原因があるのかということも含めて説明いただければ

というふうに思います。 

  その３点について、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） まず、町長の推薦についてでございますが、これにつきまして

は、要綱によりまして表彰審議会の意見を聞くというふうなことを今、考えております。そ
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れと、弔慰金でございますが、これにつきましては、道内、多くの自治体がこの条例をつ

くっておりまして、その中ではやはり、その都度、首長が決めるというところが多い状況で

ございます。ただ、管内を見ますと、金額を明示しているところが伊達と壮瞥でございまし

て、これについては30万円ということで書いております。 

  町のほうとしましては、これから、この条例が同意をいただければ、その中で規則を今

度、決定してくるのですけれども、その中におきまして、こういう部分を含めまして、社会

通念上、妥当な額を決定していきたいというふうに考えております。 

  当面、10年目をめどにということなのですけれども、現状としては、あくまでも10年を迎

えたことに対して、卓越した功績のあった方々にするということで、それに対して誰がとい

うふうなものは、現在のところはございません。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 資格要件が第２条に書いてありますけれども、非常に曖昧というのか

な。どの程度の、例えば、方を表彰しようとしているのか、名誉町民としているのかという

ところの何か判断基準というのがよくわからないのですよね。 

  今、言われたように、例えば表彰審議会の審議を通じて町長が判断するということなので

しょうけれども。であるならばむしろ、もっと例えば、表彰審議会の答申を受け、町長が推

薦し、議会で議決するとかね。ですから、そういう一連の、きちんと流れをやっぱり決めて

おくべきではないのかなという気がするのですが。 

  時には、表彰委員会にかけ、時にはかけなくてもいいみたいなことにならないように、

やっぱり、町長単独が当然、決めてはいないとは思いますけれども、何かしらそういう、あ

る程度のメンバーをそろえて、その中で熟慮をしてですね。この条例で定める、例えば資格

要件、一つ一つについて検討を重ねて、例えば、その総合点で幾らぐらいになったら、これ

は表彰の、名誉町民に当たるとかですね。そういうような、むしろほかの人たちが、町民も

見て、あ、この人なら当然、名誉町民にふさわしい人だよなというふうな、公正で、何とい

うのですかね、誰かの意志が強く働いて決定されるというようなことのないようなものにし

ていかなければならないと思うのです。その辺が、どこできちんと担保されるのかというの

が、ちょっとよくわからないのですね。 

  今、要綱があると、つくると、いやあると言ったのかな。要綱だって、今、ここに手元に

ないわけですよね。ですから、結局この大ざっぱな条例案しかないと。こういう中で判断す

るのはちょっと大変だと思いますし、非常に不親切だと思うのですよね。 

  その辺、本当に公正な判断ができるのだという、その担保をされるのは、どこに一体ある

のかということを、もう一度、説明いただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 非常に数字的にあらわすのは難しいだろうなというふうには思いま

す。先ほど総務部長が申し上げましたように、一応、表彰審議会で、これは全ての人を、対
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象となった人をかけるようにして、その中で公平な議論をしていただいて決定させていただ

くというようなことで考えております。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 立野議員の質問とも関連するのですけれども。これは、条例の性質

上、こういう表現をしなくていいのかどうかわかりませんけれども、表彰条例では、町長

が、それこそ今、盛んに言われている第三者機関を設けて諮問するというふうに明文化され

ていますが、本条例にはそれがないのです。条例の性質上、いらないのか。あるいは、そう

でなければ、表彰条例のようにきちんと明記すべきだと思うのですけれども、いかがなので

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） 表彰条例の中では、やはり基準がありまして、その中で該当する

方がいて、それは町が答申をして回答をもらうという形なのですけれども、これについて

は、あくまでも名誉町民でございまして、名誉について基準を設けるとか判断を設けるとい

うのは、なかなか難しい部分があります。それで、町長のほうが、これについては、運用の

中で表彰審議会の意見を聞くというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 小松議員。 

○７番（小松 晃君） いや、先ほども言いましたけれども、どのみち表彰審議会の意見を聞

くのであれば、これは条文にきちんと明記すべきではないかと思うのですよね、この表彰条

例のように。これでは、３条から６条までという四つの種類の表彰については、諮問機関を

設けて検討してもらうということになっているのだけれども。 

  ですから、名誉町民であればなおのこと、慎重に審議をしなければいけないことだと思う

ので、それであれば、条例の性格上必要ないというのなら別だけれども、そうでなければ、

制定すべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） この条例につきましては、多くの自治体の条例を参考にした中で

これをつくっておりまして、その中では、やっぱり設けていない自治体が多いというか、そ

ういうことなので、今回も、こういう町長の推薦により同意を受けるということに条文をし

ているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑ありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第２号洞爺湖町名誉町民に関する条例の制定についてを採決します。 
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  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第２号洞爺湖町名誉町民に関する条例の制定については、原案のとおり

可決されました。 

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

    ◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第３号洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の６ページでございます。 

  議案第３号でございます。洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例の一部改正についてでございま

す。 

  洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございま

す。 

  これについては、洞爺にございますホープ21という住宅の関係でございます。 

  それで、ことし洞爺のほうに定住促進住宅を新たに建設する、16戸、予定でございますけ

れども、この既存施設であるホープ21につきまして、低所得者の若年単身者等も入居しやす

い、そういった家賃に低減をして入居率を高めることにより、地域の継続的な活性化を促す

ことを目的に改正するものでございます。 

  議案説明資料をごらんいただきたいと思いますが、議案説明資料の２ページでございま

す。 

  洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例新旧対照表でございます。 

  第11条の特公賃住宅の家賃を月額３万3,500円から２万3,000円に改めるものでございま

す。 

  議案に戻っていただきまして、附則でございます。 

  この条例は、平成28年８月１日より施行するものでございます。 

  次に、経過措置でございます。 

  この条例の改正規定による改正後の洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例の規定は、平成28年８

月分以後の家賃について適用し、平成28年７月分までの家賃については、なお従前の例によ

ると規定しているものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 
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  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 洞爺地区にあるホープ21の月額の家賃を低くするという訂正です。

入りやすさを求める上では約１万円近い家賃を低くする案ですので、このこと自体に異論は

ないのですが、まず、このホープ21ですが、現在、全部埋まっているかどうか、ちょっと確

認をさせてください。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 現在のホープ21の入居状況でございますが、18戸中、今、５

戸、あいてございまして、13戸、入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） それで、私もちょっと周りをいろいろ見たら、草がぼうぼうに生え

ていたり、これは誰がどういうふうにして維持管理をするのかというのはわかりません。１

万円の減額によって、年間満館になっていた状態で200万円の家賃収入といいますか、町に

入る額が減るわけでございますが、これは減るからといって維持管理はきちんと、より一層

やってほしいということをお願いすると同時に、もう８月１日からということで差し迫って

いますけれども、やはり大事なのは、減額したらより多くの、多くというか、すぐに埋まる

ようなアピールといいますか、そういう動きをすべきだと思います。 

  ただ条例を改正して入ってくる人を待っているということではなくて、安くなったからど

うぞ入ってくださいという働きかけみたいなことをどのように考えていくのか。 

  それと、これがきょう、もし通れば、すぐにでも情報を流して、あき状態をなくするよう

な努力をしてほしいと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） ホープ21のまず環境の問題だと思います。 

  環境につきましては、確かに草が伸びている状況でございますし、共同住宅の廊下等も余

り掃除が行き届いていないのが現実かと私どもも認識してございます。総合支所のほうとも

お話をさせていただいているのですが、一応、管理人さんがいらっしゃいまして、基本的に

は入居者の方が、その草刈りと中の掃除をしていただくことになってございます。そこら辺

は改めて、このたび家賃を安くすることもあるのできちんとお願いしたいということで、総

合支所のほうからでもお話をさせていただこうと思っています。 

  もう１点が、今、後段で言われましたＰＲといいましょうか、それは本日、このご承認を

いただきましたら、実は、担当のものには８月の広報に載せられるように、今月、実は15日

が締め切りなのですが、その原案を今、つくらせてございます。できるだけ早い時期に広報

に載せることと、それから空き家状況も含めて、ホームページのほうにも載せるように段取

り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） ほかにありませんか。 

  10番、七戸議員。 
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○１０番（七戸輝彦君） 役場の賃貸住宅となりますと、民間と競合することというのは、多

分、これぐらいしかないと思うのですね。住宅の賃貸しかないと思うのです。 

  そういう中で、極端に値下げするということは民間の圧迫にならないかどうか。私自身、

洞爺地区の賃貸住宅の状況というのは、民間のほうは余り承知していないものですから、そ

の辺の、民業の圧迫になるかならないかというのをどのように調査したのか、お聞きしたい

と思います。ちょっと、地域に余り精通していないものですから。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 今回、値下げに当たりまして、実は民間の１ＬＤＫ、２ＬＤＫ

等々をお持ちの方の状況を、私ども、ちょっと聞き取り調査ではございますが、聞いてござ

います。 

  実を申し上げますと、２ＬＤＫのほうは入られてはいるのですけれども、１ＬＤＫのほう

は病院の方が入られたのですが退去されて、今、入っていないのですという話なのですが、

実は、家賃としては私どものほうよりも高い状況でございます。 

  ちょっと中の設備関係まで把握できていないものですからあれなのですけれども、数とし

ては少ないのですが、確かに、今、七戸議員が言われるように金額的にはちょっと厳しい状

況かなと思います。 

  私どもとしましては、この家賃を設定する際には民間のことも考えたのですが、もう１点

が、隣町等々の単身者住宅等々の面積、それから建設年度等を勘案しますと、どうしてもう

ちのほうの今のホープ21が高いということが明らかになっているものですから、それも踏ま

えて、近隣町村の単身者住宅に合わせて下げたというのが本音の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） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 非常に申し上げにくいのですけれども、そうなりますと周りの公営

のものに合わせたと、そういうような考え方ではいるわけですけれども、どれぐらい高かっ

たのか。いや、これから設定する値段と今の民営の方との差というのがどれぐらいかわから

ないのですけれども、余りにもやっぱり差があると、圧迫どころか民間がやっていけないで

すよね。これは官が民を圧迫したり、悪い表現をすると官が民を潰してしまっては、これは

もう元も子もないということもあります。 

  その辺、何か検討されているか、考えていることがあるのかどうか。それが洞爺の地区の

ほうに、もしないのであればいいのですけれども、今、課長が話された部分というのは同じ

地区の中にあるのかどうか。それを伺いたいと思います。それで、もし同じ地区の中でそう

いうような現象があるのであれば、何らかの方策というのはやっぱり考えていかなかった

ら、これは大変なことだなと、そのように思うのです。聞かせてください。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 民間の賃貸の状況でございますが、同じ地区にございます。洞
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爺地区の町内の市街地の付近にあるところでございますが、数としては先ほど申し上げたよ

うに、確か２戸、２戸だったというふうに聞いてございます。それで、そのうち今、その１

戸ずつがあいているというふうに聞いてはおります。 

  それで、金額的なことを申し上げますと、今の私どものこのホープ21よりも高い状態で、

かつ面積は当然、広いものですから、そこですみ分けはできないのかなというふうには考え

ております。 

  １ＬＤＫなのですけれども、私どもが今ある37平米程度の、この既存のホープ21なのです

が、民間のものはそれ以上広くて高いというところがあるものですから。若干、逆に言うと

開きが出たかもしれませんが、あくまでもそこで、小さいところはこういう状態で、少し余

裕のある方はそちらへということでのすみ分けで検討できないかなというふうに考えたとこ

ろでございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑ありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第３号洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 

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

    ◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、議案第４号洞爺湖町単独住宅条例の一部改正についてを

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の７ページになります。 

  議案第４号洞爺湖町単独住宅条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町単独住宅条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

  これについては、洞爺のオアシス18という住宅の関係でございます。 

  改正の趣旨でございますが、今、前段の議案、議決をいただきましたけれども、特公賃住
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宅の家賃の改定に伴いまして、家賃の均衡を図るため、家賃の上限の規定を加えるものでご

ざいます。 

  議案説明資料の３ページになりますが、洞爺湖町単独住宅条例新旧対照表でございまし

て、前項の家賃の上限は２万円とすると追加するものでございます。 

  議案書に戻っていただきまして、附則でございます。 

  この条例は、平成28年８月１日より施行するものでございます。 

  次に、経過措置でございます。 

  この条例の改正規定による改正後の洞爺湖町単独住宅条例の規定は、平成28年８月分以後

の家賃について適用し、平成28年７月分までの家賃については、なお従前の例によると規定

したものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回のオアシス18ですか。先ほどの前段の条例改正に伴って家賃の均

衡を図るということのようですが、上限額を２万円とするということで、これに係る、直接

これによって影響を受けるといったらちょっと表現があれでしょうけれども、入居者という

のは、どのぐらいいるのでしょうか。今の入居している人たちの中で。ちょっとその説明を

いただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 影響がある方は１名でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） １名の方は、今までよりも金額的には安くなるというふうに受けとめ

ていいわけですね。あとそのほかの方については、これまでと同じ金額ですか。その辺だ

け、もう一度。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） オアシス18の関係を改めて申し上げますと、ここの入居者の家

賃の設定につきましては、収入に合わせて家賃をいただいている状況でございまして、その

中で１名の方だけが、２万円を超える額でございます。実は、２万3,000円を超える額だっ

たのですが、それはやはり古くて狭いところよりも逆転してしまうと、家賃が逆転してしま

うということもありまして、上限額を２万円に設定した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） そのほか、質疑ありませんか。 

          〔「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。 
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  これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第４号洞爺湖町単独住宅条例の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４号洞爺湖町単独住宅条例の一部改正については、原案のとおり可決

されました。 

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

    ◎議案第５号から議案第７号まで一括上程、一括説明、一括質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、議案第５号北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

てから、議案第７号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてまでを一括して議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の８ページからでございます。 

  議案第５号から７号までを一括してご提案させていただきます。 

  まず、議案第５号でございます。北海道市町村総合事務組合規約の変更についてでござい

ます。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のように変

更するものでございます。 

  この総合事務組合というのは、ご参考までにどういう組合かということでございますが、

市町村、それから一部事務組合の非常勤の消防団員、それから非常勤の職員、こういった者

の公務災害の補償、それから、消防団員の退職報奨金などの支出事務、こういったものを共

同処理する事務組合でございます。 

  この改正につきましては、北空知学校給食組合の解散に伴い、組合を組織する地方公共団

体、そして、一部事務組合などの構成が変更になることから、所用の改正を行うものでござ

います。 

  議案説明資料の４ページをごらんいただきたいと思いますが、別表第１空知総合振興局の

項中、北空知学校給食組合を削り、構成地方公共団体数を減ずる変更でございます。 

  下の別表第２でございますが、旧の項中、北空知学校給食組合を削る変更でございます。 

  議案に戻っていただいて、附則でございますが、この規約は、総務大臣の許可の日から施
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行するものでございます。 

  続いて、９ページの議案第６号でございます。 

  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてでございます。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を

次のとおり変更するものでございます。 

  これも、前段の議案と同様で、北空知学校給食組合の解散に伴い、変更するものでござい

ます。 

  議案説明資料は５ページになりますが、新旧対照表で別表第１北空知学校給食組合を削除

するものでございます。 

  議案に戻り、附則でございますが、この規約は総務大臣の許可の日から施行するものでご

ざいます。 

  続いて、次のページになります。 

  10ページでございますが、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてでございま

して、これも前議案同様に、北空知学校給食組合の削除、それにあわせて、別表の文言表記

を整理するものでございます。 

  議案説明資料は６ページになりますが、第１条中「健全化を」を「健全化に」に改め、第

３条中、「地方公共団体」を「市町村、一部事務組合及び広域連合」に改め、第５条中、

「市にあっては、通じて１人町村にあっては、北海道総合振興局及び北海道振興局の管内」

を「市にあっては通じて１人、町村にあっては北海道総合振興局及び振興局の設置に関する

条例別表第１の所管区域に定める地域」に改めるものでございます。 

  さらに下の別表でございますが、北空知学校給食組合を削り、空白の表記を読点に変更す

ることとして、別表の全部を改正するものでございます。 

  議案に戻りまして、附則でございますが、この規約は、総務大臣の許可の日から施行する

ものでございます。 

  以上、一括してご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、一括して質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「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。 

  これで、質疑を終わります。 

  これから、討論と採決をそれぞれ行います。 

  まず、議案第５号北海道市町村総合事務組合規約の変更について討論を行います。 

  討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 
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  これから、議案第５号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５号北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案のとおり

可決されました。 

  次に、議案第６号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について討論を行い

ます。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第６号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを採決

します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第６号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更については、

原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第７号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第７号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第７号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 

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

    ◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第９、議案第８号工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の13ページでございます。 

  議案第８号工事請負契約の締結についてでございます。 

  次のとおり、工事の請負契約を締結するものでございます。 

  １として、工事名、多目的人工芝スポーツ施設整備工事。 

  ２、工事場所、虻田郡洞爺湖町月浦44番地42外。 

  ３、契約の方法、随意契約。 

  ４、契約金額、２億2,302万円でございます。 

  ５、工期、契約の日から平成28年11月30日まででございます。 

  契約の相手方でございます。虻田郡洞爺湖町洞爺町37番地、高橋・伝・小松・重建能登経

常建設共同企業体でございまして、構成は、代表者が株式会社高橋建設、代表取締役社長、

高橋哲也、構成員、伝建設株式会社代表取締役、伝哲也、同じく構成員、株式会社小松組代

表取締役、出店正照、同じく構成員、株式会社重建能登組代表取締役、澁木勉。以上でござ

います。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「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。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第８号工事請負契約の締結についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎散会の宣告 

〇議長（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。 

  ご苦労さまです。 

（午後 ３時０８分） 
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