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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12名であります。 

大屋議員から遅刻の申し出があります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、12番、大西議員、13番、五十嵐議

員を指名いたします。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

（午前１０時０１分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 機器の不手際で休憩をいたしまして申しわけございませんが、本日、ライブ配信でなくて、

録画により配信ということで、ご了承願いたいと思います。 

（午前１０時２９分） 

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

◎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、６番、立野議員から２番、越前谷議員までの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） ６番、立野広志でございます。 

  初めに、西日本を中心とした豪雨や強力な台風21号が列島各地に大きな傷跡を残し、当町

においても数千万円を超える被害が想定されております。さらにその直後、北海道胆振東部

地方を震源とする大きな地震が発生し、大規模な土砂崩れで家屋が埋まり、これまで胆振管

内の厚真町でも36名を含めて、道内の死者が41名、負傷者は681人に上ると報道されていま

す。この場を借りて、被災され亡くなられたご家族にお悔やみを申し上げるとともに、特に

18日の時点、昨日では、厚真町とかむかわ、安平などでも地震による避難者が６市町の22カ

所で958人になっているという報道もありました。被災住民の一刻も早い復興と生活再建に

向けて、私たち日本共産党も震災直後から現地で支援活動を行うとともに、被災された方々

の命と暮らしを守るために、被災者対策の充実に向け、関係機関への要請行動を行っている

ところであります。私も今議会終了後には被災地に入り、支援活動に参加する予定にしてお

ります。 



- 52 - 

 

  さて、本来ならここで動画をユーチューブにアップしてというお話もするところでありま

すけれども、機器に不具合が起こって同時中継ができておりませんけれども、いずれにして

も、今議会から洞爺湖町の議会の内容がネットで視聴することができるという状況になりま

した。洞爺湖町議会での質問内容、答弁内容が、今、世界から注目されていると言っても過

言ではありません。そういう認識を持って、これから一般質問を行いたいと思います。 

  まず、町政運営に対する真屋町長の政治姿勢、住民自治のあり方について、先の６月議会

でも一般質問させていただきましたけれども、町主催の町政懇談会での参加状況を見ても、

町民の町政への関心や、自らの町や地域を自ら考えて、創り出していこうという意識がまだ

まだ薄れているという感じがします。 

  その一方で、行政に対する批判の声は多く聞かれるところであります。それはなぜかとい

うことなのですが、一つは、町民が自ら考え行動する、この自治を機能させるには、やはり

町側からしっかりと考える材料となる情報が提供されているかどうかということになるのだ

と思います。役場が持つ情報と同じ質、同じ量の情報が町民に正しく伝わるならば、そこに

さまざまな知恵が加わり、自治が機能し始めると考えられます。要は、情報共有が目的では

なくて、その共有した情報を使って、町民みんなで誇りの持てる町をつくることが、この自

治の目的であり形であると考えますが、町長はどのようにお考えなのか、町長自身にお答え

を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） 私、平成22年、町長に就任して以来一貫して、町民の皆様の活力ある

参加、あるいは物事を決めるときに、公平・公正、これを一貫して貫いてきたつもりでござ

います。また、その気持ちは今現在も変わっておりません。 

  また、町のほうからの情報手段といたしまして、ただいま広報「あぶた」を毎月発刊させ

ていただいておりますが、なかなか、地域住民の皆様のお手元に届くように配布しているわ

けでございますが、中身をしっかり読んでいただける方が今なお少ない。これは非常に残念

なことだというふうにも思っています。 

  ただ、まちづくりを進める上で、やはり行政だけが勝手に進めるのではなくて、就任した

当初から、第１次洞爺湖町まちづくり総合計画、これに基づきまして、この総合計画そのも

のは、町民の皆様、そして、そのできた素案を議会にお諮りし、そして定めた10カ年の計画

でございました。さらには、この10カ年計画が終了と同時に、第２期の洞爺湖町まちづくり

総合計画を立てまして、これも同様の手法で、この計画を作成させていただいたわけでござ

いますけれども、それに基づき、今現在、行政運営をさせていただいているところでござい

ます。そして、庁内には、今までよりも広く行政委員を設置して、そこでいろいろなご意見

を伺いながら、町の発展に寄与してきたところでございます。 

  おかげさまで、今、議員のほうから、なかなか住民参加の意識が芽生えていないというお

話もありましたが、私ども行政を携わっている者のほうからすると、行政の言わんとしてい

ることにご理解はある程度皆様いただいて、今日まで来ているかな、さらには、町内の団体
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で、自らが自主的に取り組みをする団体が、ここ数年非常に増えてきているなという感がい

たします。特に、産業団体のほうからも、地域活性化特別委員会なるものを設置して、地域

の声を行政に反映できないか、行政のほうもその計画をいただきまして、できるところから

取り組んでいこうというスタンスで今まで来ているところでございまして、これからもその

方針は一貫して貫いてまいりたいというふうに考えております。 

  今ちょっと私の発言の中で、広報「あぶた」と言いましたが、広報「とうや湖」の誤りで

ございましたので、大変申しわけありません。修正させていただきます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、町長は、これまでになく行政委員会を数多くつくって、その委員

会の方々の意見も聞きながら、まちづくりを進めているというようなお話を中心とされてい

ましたけれども、実は、私ども共産党の町議団として、今年７月から取り組んでおります町

民要求アンケートというのがございます。町政や国政問題に対する町民の率直な意見や感想

が、これには数多く寄せられています。国保、介護、後期高齢者医療などの保険料の負担額

を具体的に明記して、介護保険は何の目的なのかわからなくなってくるとか、引き下げてほ

しいなど、切実な思いが込められておりますが、また、町民参加のまちづくりとして不足し

ていると思うことは何ですかという問いかけには、まず一つが、計画から決定までの情報提

供、そして、住民の意思表明の機会、三つ目には、事業の実施後の効果などの検証、これら

の３項目については、ほとんどの方が「ない」あるいは「少ない」と、こんなふうに答えら

れております。 

  まちづくりに関して、これまで町長に対しても求めてまいりました。住民参加の町政、住

民自治に徹することの必要性について、町長は先の議会で、町民に開かれた町政の理念は変

わらないと。今もそのようにお答えになっております。しかし、町民の受け止めは、町長が

思うほど開かれたものとは感じていないのではないでしょうか。多くの場合、実質的には、

行政主導のもとで開催される○○審議会、○○協議会と、あるいは庁舎内の検討などを通じ

て、行政が事業の方向性や内部協議の結果を固めてから、ようやく町民にその内容を知らさ

れると。その段階では、修正も変更もままならない、こういう状況にあるなどということに

なってしまいます。 

  町政運営に町民の声を取り上げること、そのためには行政側から、初動の段階から積極的

に情報を提供する義務と責任があると思います。そのためのしっかりとしたルールづくりが

必要なのではないでしょうか。これが何よりも大事なのではないかというふうに思います。

その点について、町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ルールづくりにつきましては、各それぞれの個別条例になりますが、

それに基づいて運用をさせていただいているところでございまして、何か情報が公開されて

いないだとか、あるいはなかなか町民の皆様に知られていないなどということは、行政のほ

うとしてはそんなに考えていないかな。 
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  私もいろいろな場面に出向いて、いろいろな方とお話をさせていただきますけれども、な

かなか、今、議員がおっしゃられた、共産党議員団として、今年７月から取り組んでいる町

民要求アンケートには、これ確か私も読ませていただきましたけれども、全家庭に入ってい

るわけではなくて、特定の家庭の中に入っている部分というふうに理解しておりましたけれ

ども、町民の皆様には、やはりいろいろな考え方の方がいらっしゃいます。多くの町民の皆

様の、私どもが今耳にしている話では、洞爺湖町は非常に今住みやすくなってきているとい

うお話も聞かせていただいておりまして、特に、大家が町である公営住宅等々については、

「何かご不自由な点がございませんか」なんていうことのお話をさせていただきますと、

「今、大変良くしていただいております」。ただ、この住宅で一部雨漏りがしていて、今そ

このところに、雨漏りというよりも、聞きますと、吹きつけの雨が窓から入ってくるという

ふうな状況でございましたけれども、そういうところも町の職員がすぐに来て直していただ

いておりまして、安心して暮らしておりますというお話も聞きます。 

  そんな中で、それぞれの方のご意見、あるいは考え方がありますから、一概に、全部が全

部そうだとは私も理解しておりませんし、今後も開かれた町政運営をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 実はこの後に、いろいろ取り上げたいと思っている先進的な自治体の

例などもあるのですが、基本は、何のために、誰のために、どのようにして情報管理して、

それを開示していくのかということなのだと思うのです。行政の意思決定の流れの中で、住

民への情報提供と、それから意思確認、そしてともに検討し、方向を固めていく仕組みがな

ければ、町長が言われるような開かれた町政も、これはスローガンでしかないというふうに

思います。 

  前回の議会、あるいはその前の議会でもそうですが、庁舎内で検討されているまちづくり

の課題、例えば洞爺地域で言えば、例のサンシャイン跡地の問題であったり、あるいは高校

跡地の利活用の問題であったり、あるいは本町地区でもそうですが、まだ、多分、町長は、

それは外に出すべきものではないよと、検討段階だから、それは庁舎内で十分検討して方向

性を出してから町民に示していったほうがいいよと、多分そういうような判断を今までもさ

れてきたことだと思うのです。 

  ところが、そうではなくて、まさに今、行政が持っている情報、まだ方向性も確定してい

ない段階で町民にその内容を開示し、一緒にまちづくりを進めていくために検討していく、

そういう機会を設けていくということが大事だと思うのです。ここで言う、いわゆる行政の

意思決定のプロセスに、住民の情報提供と意思確認、そして、ともに検討していこうという、

そういう姿勢がそこに表れていかなくてはいけないのだと思うのです。町民一人一人が自ら

考え、行動することによる自治の実現を通じて、住むことが誇りに思える町、町民が自ら考

え行動する自治を機能させるには、こうした考える材料を与えること、提供することです。

行政が与えるのではなくて、行政はそれを住民に開示する責任があるのだということを、町
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長自身はどういうふうに認識しているのかということを伺いたいと思うのです。 

  例えば、これは国政の問題でもよく取り上げられることです。最近の国政問題からいって

も、情報の公開という点では、例えば南スーダンのＰＫＯの日報問題、森友学園問題、加計

学園問題が相次いで、先の通常国会で問題になりました。共通するのは、現政権のもとの決

め方と行政文書の問題でした。そして、南スーダンやＰＫＯ日報問題は、情報公開請求に対

して、不存在決定したこと。また、森友学園問題は、国有地の売却金額を、情報公開請求に

対して非公開としたこと。これらがきっかけとなって、その後さまざまな問題が明らかにな

ったわけです。この問題では、情報公開制度は重要な役割を果たしました。情報公開制度と

公文書の管理制度、車の両輪とも考えられると言われるわけですが、こういうことがしっか

りと行われるかどうかということなのです。 

  情報は、そもそも主権者である町民の財産だと、このために情報は積極的に開示すべきも

のだと私は思います。行政には情報を開示する責任があると。町長の認識を伺います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 国政と町政は、やはり大きな開きがあると思いますけれども、国政に

対しての話は、私も私なりの考え方を持っておりますけれども、町政はそうではなく、そこ

に住む地域住民の皆様の、やはり暮らしと幸せ、これを安定していかなければならないもの

だと、常日ごろそう思っております。 

  また、先ほど議員のほうから出てまいりましたサンシャイン、あるいはいこいの家問題、

さらには高校の跡地問題、これらにつきましても地域住民にまずは投げかけをさせていただ

きました。特に高校問題については、地域の方々から多くの方々に参加していただいて、そ

の跡地対策につき、いろいろご検討をしていただいた結果、今年、洞爺保育所の建設に結び

ついておりまして、残り半分の用地については、地域の方々の憩いの場ということで、これ

も議会の議決をいただいて予算計上をさせていただき、今進めているところでございます。 

  また、いこいの家、あるいはサンシャイン跡地については、なかなか相手もあることでご

ざいますし、話が途切れ途切れになっている部分もございましたが、その都度、地域住民の

皆様には、知り得る情報をご提供しているところでございます。 

  また、その提供の最初の前段で、多くの住民の皆様が参加していただいて、いろいろなお

話し合いをさせていただきましたが、まず、住民の皆様の中には、やはり最初に、こういう

問題については、こういう答えありき的な発言があり、なかなか先に進まないという部分も

ございました。今になってみますと、多くの地域の方々は、やはりやってもらうべきだ、地

域振興のためには、それは必要なことだというふうな声をよく聞きますが、まだ先方との話

が具体的に詰まっていないということもございますので、今の段階では、まだ、いつ、こう

こうこういうふうにしますという段階まで行っていないのが現状でございます。 

  また、国政の場のことは、よく私も承知していない、話、新聞紙上あるいはメディア等で

情報を耳にしておりますけれども、町政運営、特に市町村運営、地方自治体におきましては、

隠し事が一切ないというのが原則でございますので、今そういうふうな体制。それに、いか
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に住民の皆様にご理解をしていただくか、それに行政は努めていかなければならないなとい

うふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 町長は、今の現状を当然納得しているし、これ以上のものはないとい

うふうに考えておられると思うのですが、実は、「住民と自治」という月刊誌があるのです

が、別にこれは共産党の発行しているものでないです。これは、保守であろうと、あるいは

野党であろうと、議員だけではなくて、住民自治について研究をされている専門の先生方も

含めて、一緒に入っている、全国自治体問題研究所というのが発行している雑誌なのですが。

実は、この中で、全国的にも非常に評価をされている一つの実例が紹介されています。それ

は、北海道の、皆さんよくご存じのニセコ町です。先進的な取り組みの自治体として紹介さ

れています。 

町長は、今のやり方が十分だという受け止めのようですけれども、実は、ニセコ町には優

れた情報公開条例というのがありまして、紛らわしい申請手続をしないで、開示請求を受け

たらすぐに開示すると。これは、入手したい文書が、入手したいというのは町民側です。入

手したい文書が開示情報に位置づけられていれば、手続不要で即座に開示している。例えば

職員などの旅行の復命書の類などはここに入るということです。それから二つ目は、情報の

開示を行政文書に限っていないということです。これは、むしろ国などは、行政文書に限る

というような位置づけをしているのですが、このニセコ町の場合は、情報公開条例によって、

公開する情報を、行政文書であり組織的に用いるものとした縛りを設けていないと。それは

どういうことかというと、公開する情報、つまり職員個人が書いたメモ、こういうものも情

報公開の対象にしているということなのです。 

なぜならば、行政の持つ情報というのは、そもそも主権者である町民の財産だという考え

に立脚しているからだと。このために情報は積極的に開示すべきものだと。行政には情報を

開示する責任があるのだというふうに、ニセコ町の情報公開条例には定められています。そ

して、ニセコ町の役場、企画課長は、「本町では、これまで続けてきたまちづくりに関する

さまざまな取り組みを通じて、情報共有は町民との信頼を醸成し、自治の源泉となることを

学んだ」というふうに断言しているのです。 

ですから、今まで町長は、当然、町長になる前は行政職員でした。長年行政職員として、

行政とはこうあるべきという認識を持ってされてきたと思うのです。そういう姿勢に立って、

今度は首長になられたわけですけれども、まだまだこの洞爺湖町の場合には、行政の開示の

中身も、そして開示の仕方も、これはニセコ町だけではなくて、こういった情報公開条例は、

今、全国各地で広がりつつあるわけです。そのことをしっかりと考えるべきではないのかな

というふうに思うのですが、町長はどのようにお考えなのかということ。町民参加のまちづ

くりとするならば、こういう情報共有と、住民参加のための具体策として、これまでの取り

組みと課題、今後の施策についても伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 
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○町長（真屋敏春君） ニセコ町は、北海道の中、あるいは日本国内の自治体の中でも積極的

な情報公開あるいは開示、あるいは住民参加の催し物等々をやっているというのは私も承知

しているところでございます。 

  遅ればせながらと言いましょうか、私どもの町も平成18年３月に、洞爺湖町情報公開条例

を制定させていただきました。それ以前から、何回も言うようでございますけれども、私ど

もの町には、まちづくり総合計画、いつも議会で私は言わせてもらっていることでございま

すが、私どもの町のまちづくりについては、このまちづくり総合計画を基本として、まちづ

くりを進めていますというお話をさせていただいておりますが、ニセコ町の条例、また、ま

ちづくりの基本となる中身を読ませていただきましたけれども、私どもの今やっていること、

内容等々についてはそんなに差異はないかな。ただ、ニセコ町まちづくり基本条例を制定し、

それに附随する条例等を並べていっているかな。そんな中では、そんなに遜色はないかなと

いうふうには思っておりますけれども、ただ、一つ違う点は、ニセコ町の場合には、外部に

発信する情報伝達、これが非常に優れているなという部分は、私どもの町も謙虚にそれは考

えなければならないなというふうに思っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 読んだらさほど変わりがないと言われますけれども、その運用の方法

ですよね。条例で定め、それをどう運用するかということの問題はかなり違うなという気が

します。当然、国が基本的な様式を定めて、それに基づいてそれぞれの自治体がつくる、い

わゆる情報公開条例ですから、さほど違いがないのは当たり前です。その中に表現される文

言というのはかなり違ってきている。例えば、今言われるように、情報は、いわゆる町民の

財産なのだと。町は、その情報を町民に開示する責任があるのだという点については、表現

の仕方が全然違っているなと私は思うのです。同じような表現を使っていますよ、うちの町

でも。ところが、それをかなり重く受け止めていると。そして、実際にそれを実施に移して

いるというところが大きな違いがあるのかなというふうに思います。 

  町民参加のまちづくりとしての仕組みをしっかり、そういった点では、つくるべきだと思

うのですが、まちづくりは、さっきも言いましたけれども、町民一人一人が自ら考える、考

えるためには考える材料が必要なのです。そして、行動する、そのためにも、行動するため

にも材料が必要だ。そういう自治が基本であります。この自治をより本物の自治に発展させ

るためには、基本となる条例をつくること。例えば町民自身のツールとして、道具として、

これが使われていくようにしていかなければならないというふうに思うのです。主体的に考

え、主体的に行動する。町民のまちづくりへの参加が自治を守り、自治を進めるというふう

に思うわけです。 

  同じように、ここの冊子に出ているニセコ町の企画担当の職員の方のお話があるのですが、

実は、各種統計調査でも、ニセコ町の人口が増加傾向にあると。それは、起業や雇用が増え

ていることなどの背景には、こういう自治の基盤が大きく影響しているというふうに述べら

れております。 
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  そして、今、町長が言われましたニセコ町のまちづくり基本条例。これは、さらに、内容

的には非常に評価できる中身だと私は思います。これは職員が投稿している中身ですが、ニ

セコ町には、「ニセコ町まちづくり基本条例」という町の憲法とも言える条例があると。こ

の条例は、情報共有と住民参加を町民の権利として位置づけている。明確に位置づけている

のです。自治を実現するため、さまざまな取り組みの根拠となっていると。また、最近では、

立憲主義という言葉をよく耳にするようになりましたと。主権者である国民が憲法を通じて

権力をコントロールするように、私たち町民はまちづくり基本条例を介して、町や議会に情

報共有、住民参加を約束させているという点で、この条例を町の憲法と読んでいると。です

から、町長が就任する時には、そのまちづくり基本条例に手を当てて、そして宣誓をすると、

こんなことまでされているのだそうです。町長初め職員、議員、町民が一致して、まちづく

りの基本となるルールを認めて、これに基づいて、共有した情報を使って、町民みんなで誇

りの持てる町をつくるために、実践できるようにしているということであります。 

  その点では、洞爺湖町としても、こういった、いわば時の首長が考えて、まちづくりの基

本を定めるのではなくて、あるいは町民への情報提供であったり、あるいはまちづくりのた

めの参加であったりということを、首長自身の判断ではなくて、こういうきちんとしたルー

ルを確立した中でこれを進めていくということが大事だと思うのです。そういった点では、

例えば洞爺湖町でも、自治あるいはまちづくりと言える基本政策、基本条例をしっかりと考

えていく必要があるのではないかと思うのですが、町長はいかがお考えでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） そこに住んでいる地域住民の皆様が、やはり喜びと、いわゆるそこに

住んでよかったと思われるような類の条例制定には、私どもも十分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、条例だけの話で進んでおりましたけれども、私どもが今ニセコ町の内部の話と

して聞いている話と若干違っている部分があるかなというふうに思っておりますので、その

部分だけちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、確かに、お金を持っている方が

たくさん入ってこられて、新しい建物、それに土地も非常に高くなってきていると。しかし、

昔から住んでいるニセコの人間にとってみたら、なかなか家は建てづらくなった、土地は求

めづらくなった。新しい人が入ってきて、新しい事業を展開するときには、ニセコというと

ころは非常に全国からも注目されているが、しかし、昔から住んでいる地域住民にとってみ

れば、非常に住みづらいところになってきている。それは、私があの地域の方から聞いた言

葉でございますけれども、ただ単に条例をつくればいいだけではなくて、いわゆる町の状況、

そして、町のこれからの未来の姿、それらを総合勘案しながら、しっかりした政策をとって

いかなければならないかなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、町長が言われたことというのは、そういうふうに意見を述べられ

た方の声だということのようですが、これはネット配信もされますので、十分お考えの上で
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発言されたのだと思うのです。 

  実は、なぜ条例化、あるいはそういうルールをつくる必要があるかということで、一つ例

を挙げたいと思うのです。実はこれまでも私、歴代首長、町長に対して、町民への情報開示、

そして十分な説明を求めてまいりました。その中で実行されたことがあるのは、例えば、平

成11年度、これは真屋さんが町長をやっている時ではありません。虻田町時代です。平成11

年度の予算説明資料というのがあります。こういう表、冊子のものですが、これ全町民に配

布された平成11年度予算説明資料、これは、その１年間の事業の内容について事細かに、冊

子にして町民に配布されたものです。ところがこれ、この１年だけで終わってしまったので

す。 

  それから、平成29年度、昨年、「予算から見る洞爺湖町の仕事」というのが、財政課のほ

うでつくって出していただきました。大変苦労されたというふうに聞いています。これは昨

年の５月に発行されています。ところがまだ、30年度、もう５月も過ぎましたけれども、い

ろいろ忙しかったのでしょう、出ていません。これも先ほどよりも、今度はカラー写真も入

って、町の仕事の中身、全部ではないのですが、ピンポイントで紹介されています。 

  実は、大変良いことをやっているのです。やってきているのだけれども、これが続いてい

かない。なぜ続かないか。これは、継続できないのは、町民との情報共有によるまちづくり

について、規範やルール化がされていないからです。行政にとっての縛りがないからです。

出すか出さないかは、その時の、いわゆる町長の認識や担当者の仕事の忙しさ、これもあっ

て、出せるときもあれば出せないときもあるという、こんな格好です。だから、こういうこ

とができたり、できなかったりではなくて、例えばこういう１年間の町の予算、これをしっ

かりと、これは議会での説明とか広報紙での概要説明だけでは伝わらない詳細な予算内容を

掲載して、町のいわば説明責任を果たしているというふうに言えることだと思うのです。ま

ちづくりを自ら考えてもらうきっかけとしていくためのものでもある。その点では、せっか

くこういうものを出しているわけですから、毎年出すということが大事だ。 

  そういうことも含めて考えると、やはり町民に情報を積極的に提供する。そして、町民と

ともに情報を共有しよう、こういう姿勢が行政に十分備わっていないし、それがルール化さ

れていないからだと私は思うのです。そのことを改めて強調しておきたいなと思っています。 

  さっきニセコの話がありました。まちづくり基本条例をつくって、どこの町でもいろいろ

と問題を抱えていたり、行政上の、町民から批判をされる材料になるものはあるのです。そ

ういうときにこそ、まちづくり基本条例というのは生きてくるのです。例えばニセコなどで

は、５名以上が集まれば、どんなグループや団体に対しても、まちづくり町民講座というの

を開催することになっているのだそうです。５人が集まって、町職員にこの問題についてち

ょっと説明してほしいと。私たちとしても多くの町民を呼んで説明を聞きたいので実施した

いのだと、こういうふうに要請があれば、職員は必ず派遣されなければならない。こういう

まちづくり町民講座というのが開催されているのだそうです。 

  この講座をスタートしたころは、参加する町民から、役場に対する不信感からか、厳しい
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叱責が多く、説明する職員も、また緊張からか議論をうまくコーディネートできない雰囲気

もあったそうです。しかし、回を重ねるごとに町民も職員も肩の力が抜け、議論ができるよ

うになってきたと、こんなふうに言われています。講座は、情報共有や住民参加の実践とい

う本来の目的のほかに、隠れた目的として、それはまさに職員の説明と議論を通じて、職員

のプレゼンテーション能力や、町民の皆さんと対話する力の向上にもなっていると、こうい

うことなのです。 

  だから、地域の住民の人たち、どんなグループでもいいのです。そういうところから、こ

の問題についてどうなっているのか知りたいと、ぜひ教えてほしいということで、町職員に

来てもらうということは自由にできるわけです。これは、基本的には５人以上ということに

なっているようですけれども、そしてそれを、その人たちだけではなくて、声をかけて、10

人、20人と人を集めて、町のことを知りたいという、積極的に住民自身も動くことができる

というふうになっているそうです。 

  もう一つ紹介します。これ非常にすごいなと思って見ていたのですが、役場会議の原則公

開なのだそうです。ニセコ町の情報共有が進んだ実績として、これは、役場では、その仕事

に応じてさまざまな会議が開かれます。庁舎の中でもそうです。ニセコの町では、役場が開

く会議は、原則公開しているそうです。例えばどんなことが公開されているかというと、新

年度予算を決める際は、予算の策定過程にさまざまな住民参加の機会を設けています。まず

は、新年度予算の編成方針を町長から職員に説明する「予算編成方針説明会」、これは10月

にあるそうです。これをまず公開しているそうです。うちの町では、私が担当課のところに

行って、町長の新年度の方針はどういう方針になっているのか、プリントをもらえないかと

言ってもらっているぐらいでしかありません。方針を受けた役場担当者が、現時点での予算

の方向性を町長に報告する「事業ヒアリング」、これは10月から11月にやるのだそうですが、

これを町内13会場に町長が直接出向いて、町民の皆さんからも新年度予算の要望を聞く「ま

ちづくり懇談会」というのを11月～12月にかけてやっています。これらの議論の過程を通じ

て、翌年３月議会の審議まで、政策の形成経過は全て公開する。これって、うちの町は全く

やっていません。そういった点では、ただ要望を聞く、町政懇談会はありますけれども、実

際にこうやって新年度予算に向けて作業をするその過程の中で、その時々で町民に公開し、

地域ごとにそういった機会を設けていく、こういうことを実はやっております。町長がニセ

コの町のことを盛んに言われましたけれども、私は、こういった点での進んだ教訓、経験と

いうのは、うちの町でも十分考えていくべきものではないのかなと。 

  それともう一つは、条例をつくったらそれで終わりではないのです。ニセコの町はまちづ

くり条例をつくって20年になりますが、まちづくり条例の中には、４年ごとに見直しをする

というふうに定めているのです。昨年がちょうど４年目の条例見直しを、町民目線での見直

し作業ということで行ったそうであります。ここまで徹底して行政の、いわば役場の中での

議論の中身、それ自身も町民に公開をする。そして、町民からさまざまな意見も求めて聞い

ていく。こういうふうにして、情報は町民に開示する責任があるのだということを、そこで
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徹底しているわけです。そして住民の声をしっかり受け止めるという基本的な考え方がある

のです。そういった取り組みをしているわけですが、その点で町長は、実際にこれまでの町

政を考えると、そこまでは決して行っていないなと。少なくてもそういうところが取り組ま

れるような状況に、これから検討していくべきではないのかというふうに思っておりますが、

町長はいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 率直に、ニセコは本当に情報公開にかけては、国内でも本当に有数の

手腕を発揮されているな、これは事実であろうかというふうに思っております。 

  また、私どもの町も、その中なのですが、例えば出前講座の話が一つありました。私ども

の町も実際にやっております。ただ、それがなかなか私どもの町は、そのことをあまり表に

出していない部分がある。ＰＲがちょっと不足しているかなという部分はありますけれども、

それはそれとして、やっていることは事実でございます。 

  また、予算の編成の関係でございますが、平成11年でしたか、１冊目ができ上がったのが、

11年でしたよね。議員もご承知のとおり、平成11年はちょうど噴火前の年でございました。

平成12年から噴火災害、職員も相当、それぞれの職員が疲弊しておったということもござい

まして、それが長く続かなかったということは、これは私ども遺憾なことでございますが、

改めてまた平成29年、これは特に、議会のほうからも予算の細部についてもっとわかりやす

くしていただきたいというご要望もございましたので、それをすぐ取り上げさせていただい

たところでございます。これは、できれば毎年のように続けていかなければならない。ただ、

不慮の災害等があった時には、これはもう、大変申しわけないけれども、その時はご勘弁を

お願いしたいなというふうにも思っております。 

  また、今、先進の事例のお話、いくつも出していただきましたけれども、私どもの町も、

やはり地方自治は住民あっての自治でございます。私どもよく職員と雑談をする中で、この

地域に住民がいなければ我々の職場はないのだということで話をするわけでございますけれ

ども、まさにそのとおりでございまして、住民の皆様の、地域に暮らしてよかったと思われ

るような行政運営、そのためには、何が今後さらにできるかということをいま一度、やはり

検証しなければならないな、これは改めて検証してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） １問目だけで結構時間を使ってしまいました。先ほど町長が答弁され

た中で、私どもが取り組んでいる町民要求アンケート、特定の人だけに配っているのではな

いかというような言い方をされましたが、財政的なこともあるものですから、全町民にはな

かなかできませんけれども、例えば団地ごとにとか、地域を決めて、封筒も中に入れている

ものですから、その封筒代もあります。受取人払いの料金もかかりますけれども、それもこ

ちらが負担をしながら、実は、もう全部で700通以上、町民の皆さんには配布させていただ

いています。そういう中で、今、切実な町民の皆さんの声が寄せられてきていると。それも、

昔から比べれば、本当に項目一つ一つにぴっちり書いてあるのです。中には、ご自分の住所



- 62 - 

 

や名前まで書いて、あるいは、時には、ここの箇所がこうだよと、何とかならないだろうか

ということで、プリントまで添付していただいたりしています。町のように全町民に向けて

配布するほどの財政的なゆとりはありませんので、ましてや受取人払いの封筒ですから、制

限もありますけれども、700通を超える人たちに現在配布されているという状況であります。 

  さて、皆さん、町長、改めて行政と住民との関係、住民自治とは、このように互いに切磋

琢磨しながらつくり上げていくのだと。そのために、町政が上から目線で町民に情報を知ら

せてあげましょうとか、あるいは何か上から目線で物を言うような、そういう対応ではなく

て、町民と本当に同じレベルで意見を交換し合う。そして、町民から要望があれば、いつで

もそれに応えて、必要な情報を提供すると、こういうような姿勢で進めていくことが大事だ

と思うのです。そのためには、改めて情報共有と住民参加をルール化する、住民自治を醸成

するための基本条例を町としてぜひ検討するというふうにお答えをいただきたいと思います

が、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） 先ほども若干述べさせてもらったつもりですが、やはりいいものは、

住民のためになるものについては、それは十分検討していかなければならないし、当然やっ

ていかなければならないというふうに思っております。 

  ただ、やはりいろいろなことの情報収集、そして、住民の皆様と、いわゆる声をさらに近

くするための、いわゆる手法等々は、どんな手法でできるのか、条例を制定すれば、ただそ

れで済むという問題でないというふうに理解しておりますので、そこら辺は十分検証しなが

ら、それらに向かっ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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） どうも町長の言っていること、最後はよくわからないのですが、条例

でなくてもと言うのですが、要は縛りなのですよ、行政に対する。憲法と同じだと、それこ

そニセコもそうです。縛りなのです。だから、条例と言わずではなくて、条例化して、その

もとでしっかりと実践すると、このことが大事だと思うのです。それが、真屋町長が何期さ

れるかわかりませんけれども、真屋町長に代わる町長が次に出たとしても、あるいは担当す

る職員が代わったとしても、その条例があくまでも基本となって、住民への情報共有、そし

て、まちづくりへの参加、このことをしっかりと保障していくのだということの制度をルー

ル化するということなのです。そのことを改めて私は求めて、次の質問に移りたいと思いま

す。 

  次は、防災・減災対策について質問させていただきます。 

  ６日未明に発生した胆振東部地域の地震によって、当町においても長時間の停電が発生し

ました。防災・減災の対策の点から、このたびの長期の停電に伴う対応についてもいくつか

質問させていただきたいと思うのですが、まず最初に、通告のように、３月には津波避難訓

練、10月には有珠山噴火避難訓練を毎年実施しております。私の手元にもその避難訓練のそ

の時々の計画とか目的、そして、訓練の想定や、また、訓練項目等について、あるいは避難
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対象地域、こういったものの行政側から発行されたプリントをずっと閉じ込んでいっている

のですが、これまで、訓練にかかわった関係機関などには、その訓練のたびに結果や、そし

て訓練の結果生まれる、あるいは明らかになった問題点、課題などが多分報告されているの

ではないかなと思うのですけれども、議会とか訓練に参加した町民に対して、訓練の結果、

得られた教訓や今後の課題ということなどについてはあまり説明されていないなと。訓練で

住民が何名参加しました。そして、どんなことをしましたということは書かれているけれど

も、例えば住民の参加にしても、目標に対してこれだけの住民しか参加できなかったのはな

ぜなのかとか、どうしたら今後多くの住民が参加することができるのかとか、あるいは避難

に当たってさまざまな問題点が明らかになったというようなことも含めて、何かそういった、

訓練の結果得られる、得られた問題についての中身がほとんど実は説明がないなという気が

するのです。 

  災害への対応として、行政からは、自助だ共助だと、その次には公助とあるのですが、こ

れは行政の役割ですからいいのですが、自助だ共助だと言われるわけですが、特に、初動で

の自助の努力や、自治会などを含む共助の役割などが強調されている割には、訓練を通じて

何が改善され、どんな課題が残されたのかなどの評価が、行政として一向に出されていない

のはなぜなのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 防災訓練の開催状況といたしましては、町広報や行政報告に

おいてご報告をさせていただいております。 

  昨年実施した津波避難訓練のＧＰＳ調査に関しましては、町広報を通じて、検証結果を周

知しているところでございます。洞爺湖町では、噴火・津波災害を想定した住民の避難訓練

を毎年度実施しております。今では多くの課題が挙げられるという状況ではなく、避難訓練

の行動を繰り返すことで、避難指示・勧告等の発令からの速やかな避難ができるよう、緊急

時の行動を定着させるといった自助の体制が構築されているところでございます。 

  共助による避難体制につきましては、津波想定の避難訓練の際に、避難行動要支援者の名

簿登録者への連絡をし、訓練参加を呼びかけをしておりますが、体調不良や訓練参加による

身体への負担から体調悪化を心配され、訓練参加が少ないのが現状であります。避難行動要

支援者は、名簿の更新と支援体制の確認も含め、自治会や自主防災組織との連携をしている

ところでございます。 

  また、訓練に関する自治会や自主防災組織から寄せられた課題やご意見につきましては、

改善に向けた協議も含めまして、次回の訓練において、修正した内容で実施するなど、その

都度改善を図っているところでございます。 

  本年３月に配布した防災マップにつきましては、これまでの訓練における自治会、自主防

災組織からいただいたご意見をしっかりと盛り込んだ防災マップとして、その検証、課題も

含めた内容を整理したものを、各自治会を通じて全世帯へ配布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。 
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○６番（立野広志君） だんだん残り時間が少なくなって気になるのですが、この件でも、１

番目に、１項目めで質問したような情報の共有による住民参加の理念というのが、やっぱり

不足している問題があるなという気がするのです。 

  というのは、今、説明されました。訓練は広報で周知しています。その中で、最近の訓練

は、特に課題がなくというような話をされました。そういう意味で、避難訓練としてやって

きたと。それから、改善のための協議も行って、次回の訓練にそれを生かしていくという工

夫もやっていますという話なのですが、そういう、いわゆる訓練の目的、実施内容、訓練に

伴う課題、改善の方策や、つまり行政は、これは事業ごとによく言われていますが、ＰＤＣ

Ａサイクル。何かというと、プラン、そしてドゥーイング、チェックにアクションと、計画、

実行、評価、改善、こういう４段階をなぜ町民とともに取り組んでいこうとしないのかとい

うことなのです。自助も共助も、これでは前進しない。行政はやっていますと言うのだね。

やっていると言うのだけれども、やっていることが本当に地域の住民の皆さんの理解と納得

のもとで、それが進んでいるのでしょうかということなのです。 

  前回の訓練と今回の訓練の何が違うのだと、どこが改善されたのか、どこを検証するのか、

その辺も含めてしっかりと、訓練に参加した町民もそうなのですが、参加できなかった町民、

例えば健康上の都合だけではなくて、理由だけではなくて、参加できなかった町民もあると

思うのです。例えばそういう町民の声も聞きながら訓練を行うということが大事なのではな

いかなと思うのですが、これまでの印象としては、３月、10月のそれぞれの訓練で、行政関

係者、あるいは関係者の集まりもそう、住民の参加はわずかに増えてはいます。増えてはい

るのだけれども、その数で良いのかと。何千名も避難対象の住民の数がいる中で、わずか数

百人に及ばない、そういう住民しか訓練に参加できていないわけです。本当にこれで、いざ

というときに大丈夫なのですかと、なぜ訓練に参加できないのかと。そういう人たちが訓練

に参加できる日程とか時間とか、そういうことも考えて次に改善をするとか、そういったこ

とも含めて、町民自身もわかるような進め方をやるべきではないのかなと思うのですが、い

かがでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 初めに、訓練の実施に伴いますＰＤＣＡのサイクルでござい

ます。 

  まず、防災訓練実施の前には、自治会並びに自主防災組織が設置されている自治会に対し

ましては、事前に説明会並びに意見交換を行っております。その中で、避難ルートの確認で

すとか、各自治会においてチェックをいただきたい部分につきましては、自治会の役員会も

含めて、依頼があった自治会については積極的に事前に説明をさせていただいているところ

でございます。 

  また、そういった訓練実施後に自治会からいただいたご意見、また、参加者からは、参加

者にアンケート調査を実施しておりますので、そういったご意見につきましては、計画の見

直し、または次回の避難訓練においてしっかり反映をさせているところでございます。 
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  また、訓練の参加人数でございますけれども、やはりこちらにつきましては、当町といた

しましても参加人数は少ないと認識しております。実際には、開催の曜日も平日または休日、

さまざまな曜日で、さまざまな方が、今年参加できなくても次年度参加できるような日程を

考えながら実施しているところでございます。ぜひ町民の皆様にも避難訓練に参加いただい

て、そういった行動を定着いただけるようお願いするとともに、そういった参加の呼びかけ

については、自治会、自主防災組織を通じてしっかりと対応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） 担当の課長はいろいろな仕事を持っているから、私、大変だと思うの

です。前にも言いましたけれども、防災担当の専門官をきちんと配置すべきだというふうに

思うのですが、例えば今、アンケートもとって改善してきていると言うのですが、ちょっと

例を挙げると、これは、今回の停電被害の時にも、あるいは台風21号の強風問題でもそうだ

ったのですが、必要な情報が適切に明確に伝えられていないという問題、まず一つは、防災

行政無線です。多分皆さんも聞いているでしょう。防災行政無線、聞きづらいと。確かにわ

かるところもあるのです。だけれども、建物の間などに住んでいる方なんかは、周りの建物

に音が反響して、はっきり言えば何を言っているかよくわからない。窓を開けて耳を澄まし

ても言っていることがよく理解できないというような話を聞かされています。 

  それから、コミュニティＦＭ放送、これも、せっかく町も資金を出して開局にこぎ着けた

コミュニティ放送なのですけれども、これもいまだに、車の中なら聞こえますよ、だけれど

も、家の中でポータブルのラジオ、アンテナを伸ばして聞こうと思っても、入らない家のほ

うが多分多いのではないですか。以前、担当の課長、向きが悪いとかと言っていましたけれ

ども、アンテナに線をつないだほうがいいとかと言っていましたけれども、それでも聞こえ

ないところがあるのです、結構。これ、なぜ改善できないのかと。もうこれ以上改善できな

いから、これはもうしょうがないのだというふうになっているのではないかと。せっかく放

送でさまざまな情報が提供されても、それを十分聞き取ることのできないような状況だった

ら、これは本番では大変です。ここの点ももっとしっかりと改善する必要があるのではない

かと。 

  先ほどアンケートなどもとってと、改善できるところは改善しているのでしょう。だけれ

ども、いまだに改善できない問題も結構あるわけですから、そこの点をぜひ私は真剣に考え

るべきだと思うし、町民と一緒になって、このことについても議論を深めていく必要がある

と思います。 

  もう一つ、避難訓練で重要な部分なのですが、昨年の10月に地域防災計画を改定して出し

ました。この中で、特に、一時避難所あるいは一時集合場所までどのようにして避難をする

のか。防災計画に載っていないのは、避難所まで、一時避難所や一時集合場所までどうやっ

て移動するかが出ていないのです。出ていることは、こういうことです。例えば62ページに

は、一時集合場所の設定についてと、住民の避難において自力避難が困難な要配慮者の避難
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を目的とした一時集合場所を設定し、その整備を図ると書いてあるのです。図ると書いてい

るのだけれども、どうやって進めようとしているのかという点では、具体的に、ここに書い

ている要配慮者として登録された人は、そういう形で行政も連絡をとってやっているのです

が、それだけでは十分ではないということを私は改めて言いたいと思います。切実な課題の

一つは、災害から高齢者を守る仕組みや体制を整備するということも大事だと、避難訓練の

中で。 

  この間、発生した、例えば北海道地震や台風21号では、あるいは西日本の豪雨などでも、

相次ぐ大規模災害で犠牲になった方々の多くが高齢者なのです。防災避難体制づくりの中で、

高齢者を初めとする支援が必要な人への対応をしっかりと位置づけ、備えられる行政の役割

というのは必要なのですけれども、災害から高齢者を守るために、とりわけ重要なのが、安

全な場所に一刻も早く避難できる仕組みをつくっておくことなのです。 

  地域防災計画は、はっきり言えば、避難してきた住民をどう、いわば災害から守るか、そ

して、避難生活を守っていくかということが中心になっていて、避難所まで来る住民をどう

支援するかということについてはほとんど載っていません。とりわけ体の自由がきかなくな

った高齢者は避難に時間がかかります。足腰が弱まり、自力で安全な場所に移動できない人

も少なくありません。例えば西日本豪雨がもたらした浸水被害でも、これは岡山県の真備町

ですが、多くの高齢者がこのことによって犠牲になりました。 

  今年の高齢社会白書というのを見ますと、東日本大震災の犠牲で、岩手、宮城、福島、３

県で亡くなった方の７割近くが60歳以上なのです。要援護を必要とする人たちだけではない

のです。高齢者を初め障がい者、子供などに、特に支援が必要な人がいち早く避難できるよ

うな仕組みを整えるということが大事だと思うのです。当町においても、津波であれ、ある

いは火山噴火であれ、土砂災害であれ、そういう場合にどうやってこういう人たちを早く避

難させるかということが大事なのです。 

  ちょっと時間がなくなったので、後で言おうと思ったのですが、今言いますが、停電の時

に、停電被害というのは、自宅で夜を生活するには不安があるという方を避難所に来ていた

だいてということなのですが、これも虻田本町地区が１カ所、温泉地区１カ所、洞爺地区１

カ所。でも、そこの避難所にどうやって行くのですか。特に、高齢で歩くのも時間かかる、

決して要援護ということで登録はしていなくても、例えば清水の地域からあそこの地域交流

センターまでの移動といったって、これも大変です。だから、どうしても近くの人しか行け

ないわけです、そういう避難所に。それで、避難所つくりましたというだけでは私は決して

良くないと思うのです。 

  そういうことも含めて、やはりこういう特に、町の地域防災計画には、一時集合場所ある

いは一時避難場所までの避難方法について定められておりませんから、指定された避難場所

に移動するための支援計画しかありません。町内ごとできめ細かく対応できる計画を、住民

の知恵などを取り入れて、確実に実施できるような、日常的にも点検・評価していくことが

大事だと思うのです。当然行政だけではできません。さっきの自主防災組織の話でもありま
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した。だから地域の住民の人たちと一緒に考えていくしかないのです。そういうところで知

恵を絞って、そういう方々を一刻も早く、どのように避難をさせるのか、こういうことも私

は訓練の中にしっかりと位置づけるべきではないのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 今回、３月に配布いたしました防災マップにつきましては、

その避難ルートも含めまして、一時集合場所、避難所へのルートまで示した防災マップとし

て配布しております。 

  また、避難行動要支援者につきましては、それぞれの支援者が支援をいただき、共助の体

制で避難いただくこととなっております。最終的には、公助といたしまして、役場が全戸訪

問をして避難の確認をし、避難をされていない方については、避難をいただくよう現在も防

災訓練で実施しているところでございます。 

  また、一時集合場所ですとか避難所までご自分で避難できない方につきましては、避難の

際に支援が必要ということになりますので、避難行動要支援者の名簿登録をいただいて、そ

ういった共助による避難体制の構築をしていただき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） だから、要支援者を事前登録していますと、それはわかります。では、

その人たちを本当に一時集合場所であったり一時避難場所に実際に連れていく、支援するた

めの訓練というのは実際に行われていないではないですか、いますか。組み立て式のリヤカ

ーの話は知っています。だけれども、あれだって各集会所、あるいは自治会ごとに備わって

いるわけではないではないですか。では、どうやって連れていくのですか。結局地域住民の

人たちと協力し合っていかないとできないでしょう。だから、例えばこれは全町一斉でなく

てもいいです。例えば自主防災組織のある地域を中心にまずやろうと。そこで登録させてい

る要支援者の方々を実際に一時避難所、集合場所まで送る訓練をすると、そういうこともし

ないと、結局本番になったときに、一時集合場所、避難場所に来た人しか対応できなくなっ

てしまう。町が事前登録して、この前の停電の時もそうだった、台風の時もそうだったと思

います。健康福祉課の職員の方々が中心になりながら福祉避難所に送り届けました。あれは

まだ規模が小さかったからできたのです。だけれども、これ自体は本当に地域の手を借りな

ければできないわけでしょう。これを口だけで自助だ共助だと言ったってできないわけです。

そういう仕組みを町側から働きかけてつくっていくしかない。そのことが大事だと思うので

す。 

  それから、時間がないので、さっきから防災マップの話出ていました。私、こんなのを持

ってきたのです。これわかりますよね、火山防災マップ。実は、昨年の予算の中で、防災マ

ップの印刷の費用も出ていました。どういう防災マップをつくったのかちょっとわかりませ

んが、今、有珠山火山防災マップ、新しくつくり直したのでしょうか。それから、土砂災害

の防災マップや津波の防災マップも新しくしているのでしょうか。そして町民にしっかりと、

配るだけではなくて、その中身の説明をする必要があると思うのです。 
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  例えばこれ、今のサイズ、本当はもともとこういうサイズでつくられたときは、冷蔵庫に

張るぐらいのサイズでいいとやりました。でも、ここには新しくつくった国道は書いていな

いのです。そして、月浦の小学校も載っていませんし、また、この発行自体がいまだに虻田

町、洞爺村になっているのです。監修したところとかいろいろありますけれども、これを今

どれだけ自宅に置いている人いるでしょうか。私も火山マイスターをやっていますので、子

供たちに、こういうものを見たことありますかと聞くのです。そうしたら、洞爺温泉小学校

でも多くの子供たち、１年生から６年生まで多くの子供たちが「見たことない」というふう

に言うのです。ですからこんな大きいのをつくったのです。大きいのをつくって、「みんな

がどこに住んでいるか指差してごらん」って、そうしたらちゃんと、ちゃんとと言ったら変

ですけれども、赤いところに指差すわけです。大体この辺だと、自分が住んでいるところ。

「ここは、噴火が起こったときには、避難をしなくてはいけない場所にみんなが住んでいる

のだよ」という話をするわけです。そして、避難場所として最も行きやすいのは温泉小学校

だと。ここの塗っている場所から外れたところにあるから、とりあえずここが避難場所にな

りますということで、自分たちが学んでいる学舎が、まさに災害で住民を守るための大切な

施設なのだというふうに子供たちも学習してくれているわけです。 

  こういうものが、もう配られて、多分住民の多くの人たちはどこかへ行ってしまっている

と思うのです。これは火山噴火ですが、そのほかに津波であれ土砂災害であれ、土砂災害だ

って決して無視できない、今回の災害を見てもそうです。自分がどういう場所で、どういう

危険性がある地域に住んでいるのかということを自ら判断して、自ら行動できるようにして

いかなくてはいけない。これもやはり防災訓練なのです。行政もそのために必要な情報をし

っかりと提供しなくてはいけないのではないでしょうか。こういうことを、どうでしょうか、

やっていますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） まず、議員お示しの防災マップにつきましては、まず、火山

につきましては、平成14年に作成された防災マップでございます。現在もその防災マップを

活用しております。 

  なお、市町村名につきましては、合併以前のものとなっていたため、現在配布の段階では、

その部分を修正したもので活用しております。 

  また、津波につきましては、平成24年度に作成した津波ハザードマップを活用してござい

ます。 

  また、有珠山噴火のハザードマップにつきましては、作成に携わっていただいた宇井先生

からも、科学、サイエンスに基づいて作成されているもので、現在もその中身が変わるもの

ではないということで、現在も有効なハザードマップであることを昨年確認させていただい

ているところでございます。 

  また、ハザードマップにつきましては、やはり小さくて自分の建物がどこにあるのかとい

うところも、なかなかハザードマップ上でわからないところもございますので、３月に配布
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した防災マップにおきましては、火山編、津波編といたしまして、自分がまずハザードマッ

プのエリアに入っているのかどうか、入っている方については、避難の際にどのように避難

するのかという、一時集合場所、避難場所、そういった避難の実際の行動がとれるルートま

でを示したマップとして配布させていただいております。ですから、３月に配布したマップ

につきましても、活用、実用をしていただくためのハザードマップ、防災マップとして配布

させていただいたものでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） さっきも言いました、ハザードマップ、これは当然年が変わったら変

わるという話ではないですよね。学術的にきちんと検討されているわけですから。 

  私が言いたいのは、こういうマップを配って、あるいはルートを書けばそれでいいわけで

はなくて、それを検証する必要があるのです。実際に避難をしてみて、避難行動してみて、

そのとおりでいいのかどうか、そういうローリングというのか、見直しをしながら少しずつ

よくしていく、このことが大事。そしてそのことを通じて、それに住民が参加することで、

自ら避難する道順、そして避難先、こういったものをしっかりと認識することができるのだ

と思うのです。 

  だから、言いたいのは、こういう災害対策というのは、つくって配るということだけでは

なくて、本当にそれを実際にやってみて、どのくらい時間がかかるのか、どこに障害物があ

るのか、ルート書いたって地図の上に書くぐらいだから、実際にどんな道なのかということ

は歩いてみないとわからないわけです。そういうことも含めて、そういうことを確認する訓

練もしなければならない。さっき言ったように、一時避難所まで避難するための行動として

実際にやってみる。そうすると、やれそうで実はやれなかったという場合が結構出てくると

思うのです。そういう場合にどうしたらいいのかということを住民と一緒に考えていく。こ

ういうことを繰り返しやらないとだめだと思うのです。そのことは、担当の課長だけではな

くて、行政全体としても、これは各部署、教育であれ福祉であれ、あるいは下水道や水道、

環境、それぞれの課ごとに、災害対策としてどうなのかということをしっかりと考えて、取

り組んでいくことが大事なのではないかなというふうに思います。そういう努力が足りない

なという気がします。時間がないので。 

  それと、今回の長期停電というのは、これも防災計画には、長期停電が載っていません、

災害としては。知っていますよね。災害種別として、停電については載っていないのです。

ところが、これは静かなる災害です。この停電によって命を落とす場合もある。わかります

よね。そういう意味で言うと、長期停電に備えた対策というものも、実はこの地域防災計画

の中にしっかりと盛り込む必要があるだろうと思います。 

  例えば、一番大事なのは、避難施設などで発電設備が十分完備できていないということで

す。町としてはいくつか持っているようですけれども、発電出力もそんなに大きいものでは

ありませんし、事業者との協定の中で提供してもらいながら、何とか今回も取り組んできた、

そういう努力が見られます。しかし、主要な避難施設には、発電出力の大きい発電機もしっ
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かりと備えて、これはどんな災害があったって停電というのはつながってくるわけですから、

そういう場合にも電気の供給ができるように、今ではスマホなどの通信機器も、どこにいて

も使えるという状況もありますし、多少停電が続いてもバッテリーによって交換所や、ある

いは電波塔が稼働するという状況で、スマホに頼る方が非常に多いという状況もありますか

ら、そういう意味でも避難施設にはしっかりとした発電施設を必ず整備する必要があるので

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） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 先ほどから、立野議員のお話はいろいろ私どもも勉強になる部分も

あります。今回の停電というのは、本当に北海道全部が停電するというのは、ほとんどの方

が想定していなかったような、私も災害だというふうに思っています。短いところでも丸１

日以上が、この洞爺湖町も停電しましたので、その中でも、やはり相当の課題が、また新た

な課題が見えてきたということがございます。 

  停電したときに踏切が、遮断機が下りると。下りっ放しになるということで、それが私ど

ももあまり認識がなくて、仮にそういったときに津波が来たらどうするのと、避難する通路

が遮断されるではないかと、そういった本当に大きな問題なんかもあって、あるいは今、議

員がおっしゃった発電機の問題、これもやはり非常に大きな問題だというふうに思っていま

す。 

  一応先週みんなで、役場の中でですけれども、いろいろな検証をした中で、そういった課

題もいろいろ洗い出しております。本当に今の時代に複合的な災害が起こる可能性もあって、

どこまで想定するかというのはなかなか難しい話ではあると思うのですが、こういった訓練、

それから実践、経験しながら、いろいろとまた、少しでもいい避難計画というものに近づけ

ていきたいというふうに思っております。 

  発電機なども今後また、どのぐらい必要かというのも精査しながら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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ちょっと３番目に移る時間がないので、２番目で終わらせていただき

たいと思うのですが、情報伝達の問題でも指摘をしたいと思うのです。今回、電気が入るよ

うになってから、それぞれの行政区ごとに、どこに避難所が設置され、そして学校はいつか

ら再開されるか、あるいは学校の再開に伴って、どんな学校の勉強道具が必要かなんていう

細かい情報も含めて、登別、室蘭、そして伊達などの情報がエコノミーＦＭ放送で流れまし

た。私も車で走るたびにこの放送を受信できるようにしていたのですが、残念ながら洞爺湖

町の情報はほとんど入らないのです。洞爺湖町が今どんな状況にあるのか、そして、学校も

そうですけれども、避難所にどのくらいいて、どんな実態になっているのか、被害状況はど

うなっているのかということもそうです。 

  そしてさらに、なぜこの情報が入らないのかということを考えてみたときに、地域防災計

画で、68ページには、避難のための情報伝達というのがありますし、82ページには、報道機



- 71 - 

 

関に対する情報発表の方法というのが書いてあるのです。そのとおりではないなと思ったの

は、つまり情報がどれだけ正確に報道されるかということは、災害のときには特に重要です。

誤報や誤った情報、あるいはわざとそういった情報を流す場合もありますから、例えば洞爺

湖町はいまだに断水状態ですというような報道がずっとＮＨＫなども含めて報道されている

のです。訂正を求めていると聞きますけれども、一向に訂正されないまま、ほかの地域と同

じように報道されている。 

  これを見ても、この災害時における報道機関に対する情報発表の方法も含めて、今回の災

害、長期停電や強風災害がありました。やっぱりきちっと検証する必要があると思います。

まず検証して、何が問題だったのか、良かった点も含めて、そのことを検証することから始

める必要があるし、そのことを行政だけで検証するのではなくて、住民の声も取り入れて、

しっかりと見直し、検証する必要があると。そのことなしに次回への対応はないと私は思い

ます。そういう努力をぜひしていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 先ほども申し上げましたけれども、やはり実践、こういった実際の

災害を経験しながら、当然私どもの役場の中でも基本的な部分は検証しますけれども、でき

るだけ多くのご意見もいただきながら進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） わずかな時間ですが、３項目めに聞きます。 

  町営住宅の管理運営について、１点だけお聞きしますが、例えば清水の地域で老朽化によ

って建て替えが必要となっておりますが、その建て替え、清水だけではありません。老朽化

している公営住宅、町営住宅の建て替えに伴って、入居者への説明や入居者の意向をしっか

りと確認するということ。そしてそれに伴って、そういう計画があるから多少傷んでいても

修繕しないというのではなくて、入居している以上、そういう入居者の生活が、環境を改善

することは大家である町の責任だというふうに思います。そういう点では、入居している

方々のそういった修繕要望に対してもしっかり応えて、対応していただきたいと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 老朽化した町営住宅の関係でございます。 

  この計画といたしましては、平成14年度から公共賃貸住宅ストック活用計画、それから、

５年前になりますけれども、洞爺湖町町営住宅長寿命化計画に基づきまして、政策空き家と

いたしました清水団地の平屋建て９棟36戸、それから月浦団地の１号棟から３号棟までの３

棟12戸、それから洞爺地区になりますが、緑沢団地の６棟24戸を計画的に取り壊すことにな

ってございます。 

  団地の状況でございますが、各団地の中で、月浦団地におきましては、平成32年度から１

棟４戸ずつの解体を計画していましたが、現在入っている入居者の方から、早期にほかの団

地に移転を希望するという話がございまして、本年度中に全戸移転していただくこととなっ
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てございます。その他の清水団地並びに緑沢団地につきましては、今後、入居者への説明会

を開催いたしまして、移転料の支払いや家賃の軽減制度など、経済的な支援についてしっか

りと説明をさせていただいた上で、入居者の意向を聞きながら解体計画を進めていくことと

してございます。 

  また、この町営住宅につきましては、高齢者が長年住んでいただいている入居者が多いと

ころでもございますので、現在の住宅に対する愛着もあるとは思いますが、この町営住宅は

耐用年数をはるかに超えていることから、床の傷みなどもあり、住宅の安全性を説明させて

いただいて、計画を理解していただくよう努めていきたいと思っているところであります。 

  それから、修繕の関係でございますが、現在、老朽化している住宅につきましても、雨漏

りや他の不具合については、修繕についてはしっかりと対応させていただくこととしてござ

います。昨日も、この地震の後、床の不具合があると聞きましたので、安全確認の上、対応

するよう指示させていただいたところでもあります。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そういう対応をぜひしていただくことと、実際に残って入っている方

の多くが低所得者の方です。ですから、低所得者向けの町営住宅も含めて、今後検討してい

ただきたいということと、それから、現在入居している方々の遵守事項、このことをしっか

りと守っていただくことも、ぜひ行政側として求めていただきたいと思います。 

  以上で、私の質問を終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、６番、立野議員の質問を終わります。 

ここで、１時30分まで昼食休憩をいたします。 

再開を午後１時30分といたします。 

（午後 ０時０２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。 

  ４番、今野議員の質問を許します。 

○４番（今野幸子君） こんにちは。今日は、コミュニティバスの利便性の向上とバス待合

所、バス停の配慮についてと、ヘルプマーク、ヘルプカードの周知と普及についての２点

を質問させていただきます。 

  まず初めに、コミュニティバス等について伺います。 

  私がこのコミュニティバス等について取り上げたのは、私が１軒１軒家を回って歩いた

ときに聞いた一番多く聞かれた声が、買い物や病院通いが大変といった移動手段の悩みだ

ったからです。ところが８月号の広報に書かれているコミュニティバスの資料を見ました。

そうすると、買い物バス以外は利用者がもともと少なく、また、それだけでなく、それが



- 73 - 

 

減少している状況になっています。なぜこのような現状になっているか、その原因をどの

ように捉えられているか。 

  そしてまた、意見交換会などで寄せられた声を聞き、コミュニティバスを少しでも利便

性を向上させようとしている努力は、変更を検討している内容から見てもとてもよくわか

ります。しかし、利用者が少ない理由には、必要を感じながらも利用をしていない人がい

るのではないでしょうか。広報に書かれているように、生活するために必要な外出を支え

る大切な移動手段です。高齢者や学生、また、必要と感じていない人も、いずれ必要と感

じたときに利用することのできるように、なくてはならない公共交通と私は捉えています。 

  利便性を高めるためには何が必要なのかと考えられますか、また、そのための具体的な

計画がありましたらお聞かせください。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 地域公共交通、コミュニティバスの関係でございます。 

  初めに、利用状況でございますけれども、平成26年度のバス再編以降、コミュニティバ

ス、タクシーの利用者は微増傾向にあり、その利用者は、平成29年度の補助年度の虻田地

区コミュニティバスが１万2,345人で、１便当たりの乗車が5.7人、洞爺地区コミュニティ

バスが2,175人で、１便当たりの乗車が3.02人、花和地区コミュニティタクシーが318人で、

１便当たりの乗車人数が1.95人となっており、利用の大半が高齢者となってございます。 

  現在、平成30年度、補助年度でございますけれども、利用が減少してございます。その

主な理由といたしましては、昨年10月に導入した有料化が原因と捉えております。１回の

乗車100円、花和地区では150円、これまで無料であった高齢者に対する有料化を実施した

ことが原因と考えてございます。 

  また、町民の意向の反映についてでございますけれども、バス運行に関する町民意見の

反映につきましては、これまでバスの乗降調査、アンケート調査、説明会、意見交換を行

っており、利用状況や町民のニーズ把握を行い、その内容をもとに毎年度運行内容を変更

しております。10月以降の運行内容につきましても、バス乗降調査、アンケート調査、意

見交換会を実施しており、利用実態や町民の要望など、その結果を反映させたルート変更

を予定しております。 

  運行内容の周知と利用促進に関しましては、バス時刻表の全戸配布や町広報による利用

案内、意見交換などの概要を周知しており、また、個別のバス利用促進チラシの作成やバ

ス事業者と連携したバスの乗り方教室など、利用促進にも努めているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私はコミュニティバスに乗ったことがありませんでした。そこで、

乗ってみるのが一番と思い、路線バス、洞爺湖のコミュニティバス、虻田地区のコミュニ

ティバス、いろいろ乗ってみました。 

  まず、洞爺まで行くのに札幌行きのバスに乗っていきました。水の駅で降りました。水

の駅から今度こちらに一つ帰ってくるのは買い物バス、買い物支援バス、それしかないの
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で、それに乗ってＵターンして帰ってきました。帰ってきてすぐに、今度は清水回りで回

ってみました。次に、虻田地区のコミュニティバスで回ってみました。乗ってみていろい

ろ気づかされたことがありました。 

  洞爺地区のコミュニティバス、虻田地区のコミュニティバス、買い物バス、時刻表を調

べ乗ってみました。乗ってみたことで気づいたことが、まずは、いろいろなところに停留

所があるのですが、そこに、例えば水の駅に降りて、買い物支援バスで帰ってくるときに、

バス停が一つ水の駅の前にありました。でもそこに買い物バスが停まるというような表示

は見つからなかったのです。ここでいいのかなと思っていて、ほかの人に聞いたら、いい

ということで、そこから乗りました。 

  まず、ちょっとそれは置いておいて、皆さんに声に対して、広報に挙げられたいろいろ

な要望の中にありました。回数券、両替の件で、私は、今回乗ったときに小銭を一生懸命

集めて持っていきましたが、いざ出かけるときに小銭がないと本当に不便だなと。利用が

なかなかできないのではないかなと思うときがありました。買い物バスにおいては、小銭

は使えなかったのですけれども、その後の小銭を使うときに両替機がない。そのときに両

替機がなかったので、小銭がなければ大変と思ったのは事実でした。そのバスによって違

うのかもしれませんが、そういう不安はありました。 

  また、検討していただいている乗り継ぎの券の発行、確かに一回りして、乗り継いでそ

っちへ行くときに、２回目という形にはならないと思いますので、それは１回分となりま

すが、私が聞いている中で、乗り継ぎを１回にしてほしいというのはもちろんでしたが、

例えば１日で、洞爺駅から乗りまして、途中で降りて寄り道をします。またそこから次の

便で別なところに移動しております。最終的な便で帰ってくるという、２回乗り継ぎ、そ

れは完全に降りるというパターンです。そういう人が、１日券なんてあったらいいのにな

という声が聞こえていました。その１日券というのは、そういう形でしたら３回乗ること

になりますが、３回分よりはちょっと安くしてもらえる１日券があればということでした。

そういう声もあったということで、検討の中に含めておいていただきたいと思います。い

かがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 洞爺湖町地域公共交通における料金の設定の関係でござい

ます。 

  昨年10月に導入の際に、さまざまな検討をさせていただいております。その中では、ま

ず、料金を100円というワンコインで支払える、両替等も、できるだけ手間が少ない料金設

定にすること。また、乗り継ぎ等を考慮して、そういった乗り継ぎの際も大きな負担とな

らないよう100円で設定させていただいております。花和地区は距離もございますことから、

一部150円の設定もございますけれども、高齢者の有料化の際に、そのような乗り継ぎも踏

まえて料金設定をさせていただいたところでございます。 

  また、乗り継ぎ券ですとか、また、回数券のお話もございましたけれども、こちらにつ
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きましては、回数券を買うのに役場ですとか支所まで行かなければいけないですとか、そ

ういった発行の手間も含めて、より利用しやすい体系とするために料金を、その際に100円

と設定して、乗り継ぎに関する費用負担部分も考慮した上で料金を設定させていただいた

ところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 乗り継ぎは２回分になっていますよね、今。一旦降りて次のバスに

乗るときに、ここで一旦払って、また払うという形になっています。だけれども、降りて、

乗り替えの場合は、一旦降りたという形ではなく、一つのつながりで、２回分ではないと

いうふうにしてもらいたいという、そういう意味の乗り継ぎです、私が言っているのは。 

  それと、今100円で、わかりやすくという言葉もありましたが、コミュニティバスは必ず

しも70歳以上の人が乗るとは限らず、料金には一般の人の料金も書かれています。ですか

ら、100円だけのことを考えずに全ての料金を念頭に入れて料金設定を考えていただきたい。

ほかのことも考えていただきたいと思っています。どうでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） バスの料金設定ですけれども、高齢者につきましては、昨

年10月に100円、150円ということで導入しております。一般の料金につきましては、160円

という設定をさせていただいております。この設定の根拠につきましては、現在、町内を

走る民間のバス事業者の初乗りの料金と同様に160円として設定させていただいているとこ

ろでございます。 

  また、乗り継ぎに関する回数につきましては、それぞれ乗り継ぎごとに100円を支払って

いただくということで、それぞれ乗り降りに対して１回100円ということで料金をいただい

ております。100円設定ということで、乗り継ぎも踏まえた低価格の料金設定を現在させて

いただいているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 洞爺駅からこう分かれています、右回り、左回りという形で。とこ

ろが、例えばこの駅から乗るのではなくて、この辺から乗ってここへ行きたい。駅まで行

って乗り替えてここも来ます。これも２回に数えるのか、１回に数えるのかということで

す。駅へは必ず降りることになります。ここからここまで行くのに、ここで乗り替えただ

けで２回の料金になるというのはおかしいことだと思うのですが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） バス料金の設定でございますけれども、バスの運行に関し

ましては、それぞれ始点と終点、こちらが道路運送法、洞爺湖町のバス事業に関してもそ

ういった登録をしております。終点で降りて始発で乗るということについては、やはり乗

り替えということになりまして、一度降りた後、再度料金をいただくというのが現在の洞

爺湖町のバスの運行体系となっているところでございます。 

  また、バスの時刻の設定に関しましては、最初に国道を回る左回りと、最初に協会病院



- 76 - 

 

を回る右回りというのがございまして、できるだけそういった乗り継ぎが発生しないよう

買い物の時間帯、病院の時間帯、そういったものを利用者の利用実態に合わせて設定して

おり、極力乗り継ぎが発生しないような交通体系を組んでおりますけれども、やはりそう

いった乗り継ぎが発生することもございますけれども、そういった際には、乗り継ぎの回

数分、料金をいただくというのが現在の町の料金設定となっているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 同じことで申しわけありません。駅近辺のこの辺の場所です。右回

りで１回で乗ろうとすると、こういうふうに乗らなければなりません。またその逆もこう

です。ところが、こう行って乗り替えてここへ来ると、乗り替えで２回分になる。これを

何とか検討の中にぜひとも入れてほしいと思います。 

  次に行きます。また、買い物バス、買い物支援バス利用者が増えてきているのを見ても

わかるように、買い物や病院への移動手段が一番多く聞かれる声、サツドラ付近での停留

所設置、同時に停留時間を検討して、帰るバスの時間も合わせていただけるととてもうれ

しいと思います。 

  道の駅、虻田駅のルートの廃止を検討していると書かれていました。利用者が少ないと

いう理由で廃止をすることになれば、住民の住んでいる人たちが少ない場所、またはより

不便な場所、そういうところになるとますます不便になる。ますます住みづらい場所にな

っていく。そんなところこそ必要なバスではないのかと思っています。しかしながら、時

間の短縮の声も多く聞かれているのもわかっています。でも、１人でも利用者がいるので

あれば、完全に廃止はぜひ避けるべきだと思っています。もしこれをいろいろな面で考え

るのであれば、その住民だけ予約制にして、完全な廃止を食いとめることはできないでし

ょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） ルートに関しまして、２点のご質問だったかと思います。

初めに、サツドラ前の停留所でございます。地域、バスの利用者からもサツドラに関しま

しては、伊達信用金庫の金融機関も含めまして、利用をしたいという要望がございます。

10月以降の改正において、国道上での停車というのは、安全管理上できないのですけれど

も、海側の町道を使いまして、停留所を設ける予定でございます。 

  また、道の駅のバス停に関しましては、こちらにつきましては、利用者の声として、利

用がほとんどない区間を行き来する、その時間を短縮してもらいたいというのが利用者の

多くからのご意見でございます。こちらにルートにつきましては、廃止ということではな

く、10月以降もそのルートを２便残しまして、時間を午前中に移行して、帰りの時間短縮

するなど努めております。いずれにいたしましても、住民の利用者の意見を参考に、今後

もバスルートにつきましては、利便性が向上されるように検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 
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○４番（今野幸子君） では、廃止はないということでよろしいですね。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 道の駅のルートに関しましては、時刻の変更はございます

けれども、２便、10月以降も用意してございますので、現段階では廃止ということではな

くて、時間の変更ということになってございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 次に、協会病院への増便のことです。 

  病院の受け付けは８時半から11時半まで、透析だけは午後もやっていますが、普通一般

外来の受け付けは午後ありません。ですから、コミュニティバスの利用で受け付け時間内

に行けるのは右回りで２本、左回りでは１本しかありません。また、帰りも、早く終わっ

た人に限っては10時29分の右回りが１本あります。その間、左回りは12時１分、その後に

あるのがそれ１本です。また、この12時１分のバスに、例えば12時くらいに診療が終わっ

たとしますと、乗れません。それが乗れなくなった場合は、次は、一番早くて14時21分の

左回りです。次は14時58分、右回りです。次に16時31分、左回りのこの３回です。これに

乗るには何時間も待たなければなりません。それで、時々私は路線バスの高校前で、帰り

のバスを待って行く人の姿を何度も見かけています。もちろん透析をして午後に帰る方も

多くいますので、午後の便を減らすことはできません。でも、もう少し、やはり帰る時間、

通えるような時間帯を増やしてほしいと思います。 

  また、それでなければ、高校まで歩いていき、寒い中または暑い中、あそこで待って帰

るという形になっていますので、これは、具合の悪い人が病院に行っている、当然です。

その人たちが、そういうことをしなければ、うまく帰っていけないという状況なので、こ

こはぜひとも往復できるような、診療に合った増便を考えていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） バス利用に関します、協会病院、医療機関の利用に関する

ご質問ですけれども、現在、コミュニティバスにつきましては、１日７便、１台で運行し

ているところでございます。その中で、利用者の実態に合わせまして、買い物と通院、そ

ういった利用のニーズの多いところにできるだけ配慮した運行をしているところでござい

ます。 

  現在のコミュニティバスとして協会病院に入るのは７便でございますけれども、現在、

協会病院の前にあるバス停につきましては、民間事業者の洞爺湖温泉から駅までを通るバ

ス、また、清水まで行くバスに関しても、協会病院前のバス停を通過するようになってお

りまして、町としても、これまでもそういった路線バスにおいても、協会病院の前に入る

バスの増便を依頼しており、実際、現在の運行形態となっております。そういった民間の

バス路線も活用しながら、通院に関しては、現在の形態を構築しておりますので、コミュ

ニティバスのみならず、民間の路線バスも活用した通院体制を構築していただきたいと思
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います。 

  なお、通院困難な方につきましては、ご連絡いただければ、そういった民間のバス路線

も含めて、どのような通院ができるのかというのは町でサービスとして、それぞれの方の

利用に合った時刻表をつくるというサービスも行っておりますので、遠慮なく企画防災課

のほうまでご相談いただきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 路線バスも協会病院に寄ってくれるのはありましたけれども、確か

２本くらいしかないのです。ちょっと今、書いているのがないのですけれども、だからほ

とんど同じような状況が生まれてくるような気がします。 

  また、次に進ませていただきます。町内を結ぶ足についてですが、洞爺湖町内のような、

バスの時刻表を見てもとても寂しい感じがしました。同じ町内でありながら交通のつなが

りが本当にないのです。この虻田地区から温泉に行くバスはあります。また、温泉からこ

ちらへ帰ってくるバスもあります。しかしながら、温泉から洞爺湖まで行く本数はぐっと

減ります。でも何本かあります。全ての路線バスも全部含めていろいろ調べてみましたが、

本当に直通で虻田地区から洞爺地区のほうへ移行するのは、直通では札幌行きの９時３分

発、それが１本。また、買い物バスで、Ｕターンして洞爺に行くバスに乗れば、それが１

本です。ところが、そうやって両方を活用したとしても、帰ってくるのに、直通で帰って

くるのは１本です。やはりこれも札幌発の便で、予約をしなければならないバスです。逆

に洞爺のほうからこちらへ来るのも、買い物バス、支援バスで１本で来れます。また、最

後の札幌発のバスで直接来ることはできます。ただ、札幌発でこちらへ来るには、７時29

の洞爺発なので、こっちに着くのが８時です。これで来ると帰ることはできませんので、

まず使えないと思います。とすると、買い物バス、支援バス１本です。同じく、こっちで

２本ありましたけれども、やはり帰ってくるのは１本しかありません。そういう状況の中

で、少し上下させればつながるのになというような路線が結構あるのです。これをどうに

かつなぎ合わせるか、それとも買い物バスとかをもう少し利用して、前後をずらすとかす

ると、行き来がもう少し行きやすくなる感じがあるところが見えてきます。いろいろな便

がやっぱり足りな過ぎる。一つの町でありながら、そこがつながっていないという状況が

本当に交通の便では見えてきます。 

  また、岩屋川東線、これは月曜日です。それも予約で来られるというような路線でした。

洞爺高台線の火曜日の路線は、買い物バスに接続ができます。しかし、岩屋川東線に関し

ては、これは曜日も違います。これが火曜日になって本当に10分程度の操作があれば、そ

こからも買い物バスに乗ってこっちへ来ることは可能ではないでしょうか。こういう点の

実現する検討を入れてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 洞爺湖町の地域公共交通に関しましては、交通の拠点をＪ

Ｒ洞爺駅、洞爺湖温泉のバスターミナル、洞爺水の駅、この３カ所を拠点として、その拠
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点を補塡する形でコミュニティバスを運行しているところでございます。 

  買い物支援バスの岩屋の関係でございますけれども、こちらにつきましては、現在もル

ートではバス停は表示されておりませんけれども、利用者がおりましたらそちらのほうも

回れるようになっておりますので、現在は利用がいないということで、時間短縮のためル

ートとしては表示していないところでございます。 

  また、洞爺地域での交通の不便というご意見ですけれども、こちらにつきましては、や

はり現在の運行費用に関しましては、民間の運行するバス路線に関しまして、赤字補塡と

しまして、赤字額が2,690万円程度、年間赤字額が発生しております。その赤字額の半分を

バス事業者が負担し、残り半分を洞爺湖町が負担しているということで、負担している洞

爺湖温泉から洞爺地区の路線、西回り、東回りございますけれども、その６割がその路線

の負担をしているところでございます。現在、そういったところから、その区間の路線の

増便というのはなかなか現状としては難しいところでございますけれども、時間ですとか、

そういったところについては、水の駅であれば札幌からのバス路線の活用もできるという

ところもございますので、なかなか増便で、便数を増やすというのは難しいところでござ

いますけれども、時刻については、バス事業者と相談をしながら、利用者のニーズに応え

られるよう調整してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 先ほど岩屋線が、希望があれば虻田地区まで来るのですか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 岩屋地域の買い物支援バスの関係だと思いますけれども、

買い物支援バスにつきましては、利用者がございましたら、そちらのほうのルートまで入

って運行するということになっております。ただ、現在の時刻表は、そちらでの利用がな

いということで、バスの時刻設定も含めまして、現在、バス停の表示もチラシとしては組

み込んでいないのが現状でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） そうですね、チラシには、洞爺市内までですよね。この回り、岩屋

側のほうと洞爺市街地という形の回り、この一回りでしか書いていないと思うのですけれ

ども、そこから虻田地区のほうに希望があれば来れるということですか、今はないからそ

れを書いていないということですか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 買い物支援バスに関しましては、当初計画の段階で、財田

ですとか岩屋方面も計画に入れていたのですけれども、利用者の利用希望がなかったとい

うことで、また、コミュニティバスの利用に関しても、洞爺地区の方面での利用が現在な

いということで、そちらにつきましては、現在、ルートとしては設定しておりませんけれ

ども、利用者に応じまして、必要があればそちらのルート設定も、当初からそちらはルー

トから外していたということではございませんので、利用希望があれば買い物支援バスと
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しての運行は可能となっております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） それでしたら、チラシの中にもそのことをわかるように詳しく記入

していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  次、以前温泉病院に身内が入院していて、毎日のように付き添いに行っている人がいま

した。その人の話によると、洞爺湖町から壮瞥または長和、寒いときやなんかは伊達まで

行く、伊達というのは休める場所があったらしく、そこまで行って、今度は製鉄記念室蘭

病院と洞爺温泉病院へつなぐ無料バス、往復４便あるのですが、それに乗って真っすぐ温

泉病院へ通っているという話を聞きました。こういうことが、何かよその町を通らないと

なかなか行けない。そのほうが、確かに温泉に出て、温泉から乗りかえて行くということ

もできます。温泉で乗りかえて洞爺へ行って、洞爺水の駅でおりたら、もう一度少し歩い

て温泉の無料バスに乗りかえる。そして温泉へ行くというルートをとることはできますが、

お金もかかるし、それと時間もかかる。こっちを通ったほうが安く済む。そういうことも

聞いています。予算がないというだけではなくて、本当にその人たちが通えるような、ま

た、向こうの人が協会病院のほうに回って来れるような、そんなルートをぜひとも考えて

ほしいと思います。今言った例は、お見舞いの人でしたが、実際に通っているとなれば大

変負担になります。温泉で待つ時間、乗り替えの時間もかかります。何とかしてそういう

人たちを助けられるような路線、乗り継いでも、そんなに時間を待たないで行けるような

方法、何とか検討していただけないでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 洞爺温泉病院に関する虻田地区からの通院も含めた交通の

確保のご意見かと思いますが、現在、先ほどご説明したとおり、民間の運行する路線バス、

先ほどの交通の拠点含めまして、その拠点から地域を回るバスというのを洞爺湖町で確保

しているところでございます。虻田地区から洞爺温泉病院の通院につきましては、現在、

バスがないということで、また、札幌へ行くバスも水の駅では停まりますけれども、洞爺

温泉病院前で降りられないのですけれども、実際そこから降りてもかなりの坂を上るとい

うことで、実際、通院に関しての利用というのは、現在の洞爺湖町のバス交通では困難だ

と把握しております。 

  バス交通につきましては、持続可能な交通体系として、現在構築しておりまして、その

費用面、バスの運行形態、そういったものも検討しながら策定している交通でございます

ので、現在の交通といたしましては、新たな枠組みをプラスするというのは難しいものと

考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 具合悪くて病院に行きたくても交通の便がなくて、同じ町内であり

ながらなかなか行けない。とてもつらいことだと思うのですが、これは予算だけの問題で

はなくて、ぜひとも考えてほしい。 
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  また、買い物支援バスにおいても、ちょっと協会病院に寄る配慮があれば、時間が１時

間くらいしかないのでちょっと厳しいかもしれませんが、そういう配慮があれば、それで

も向こうから来る人に関しては、何とか来られるかもしれません。本当に乗り継ぎがない

のです。ここへ行くだけで、１本しかないのです。その前に、向こうへ行くとなれば７時

に出なければならないのです。向こうに８時13分に着くようになります。そこでまた乗り

替えて、温泉病院に行くための車を待たなければならないのですが、その時間は遅くて、

相当待つことになります。何とか行けるような方法、ぜひ検討していただきたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 洞爺湖町内における医療機関、また、地域公共交通との関

連でございますけれども、虻田本町地区につきましては、バスのルート設定において、協

会病院、また個人病院も含めた各種の医療機関に通えるように設定してございます。 

  また、洞爺地区に関しましては、洞爺温泉病院も含めて、そういう医療機関への接続を

しているところでございます。それぞれの地域において、医療機関をしっかり守るという

観点もございまして、洞爺地区においては、洞爺温泉病院に接続する地域公共交通を構築

しておりますし、本町地区においては、協会病院を含めた、個人病院も含めてバス停を設

定してございますので、そういった地域地域ごとの医療機関をぜひ活用いただいて、医療

機関に通っていただ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） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 確かに地域地域には病院へ行くバスはあります。洞爺にしても、温

泉病院へ行くのはあります。しかしながら、現実に虻田地区で洞爺温泉病院に入院してい

る人もいます。これも現実です。現実に通っている人がいるかどうかは私は今のところ把

握していませんが、もしかしたらいるかもしれません。 

  協会病院は協会病院の良さがあり、また、洞爺温泉病院には温泉病院の良さがあって、

どっちの病院に行きたいかというのは本当に個人の問題であって、こっちへ行けないから

こっちというふうには決めてはほしくないなと思いますが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 議員おっしゃるとおり、それぞれの医療機関に特徴があり、

また、受診できる科もそれぞれ違うというところもございますけれども、やはり交通とし

て考えた場合につきましては、各地域の医療機関にしっかり交通をつなぐという観点では、

現在の洞爺湖町の交通として整備されているかと考えておりますので、地域ごとの医療機

関をぜひ活用いただ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） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 全て地域ごと。同じ町内なのです。同じ洞爺湖町なのです。必ず三

つに分けなければならない、そういう考えからちょっと抜け出してほしいなと思っていま

す。 
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  次に移ります。買い物バスに乗ってから気づいていたことは、時刻表のついた料金入れ

がないこと、時刻表の表示がない。裏表をよく読んでみても、小さな字で、「どなたにも

ご利用いただけます。利用料は無料です」と書かれていました。ほかの時刻表と同じよう

に、わかりやすく書いてほしいです。 

  また、このように清水方面、虻田地区左回り線と乗ってみて、その時刻表を見て、バス

停を見て、全てが非常にわかりにくいと感じました。まずは、バス停についてです。ある

道南バスと書かれているバス停に、表側には、路線バスの時刻表が書かれていました。裏

側には、左回りまたは右回りと書かれた時刻表が書かれていました。多分これがコミュニ

ティバスの時刻表です。これは、路線バスとコミュニティバスが同じバス停を利用してい

るということがわかりました。また、違うバス停に行きました。コミュニティバスと書か

れたバス停がありました。表には、右回りまたは左回りと書かれた時刻表だけが書かれて

あり、コミュニティ専用のバス停だということがわかりました。同じように、道南バスと

書かれたバス停に路線バスの時刻表はなく、右回り、左回りと書かれたコミュニティバス

専用のバス停もありました。もう一つ、路線バスの高校前のバス停には、路線バスの時刻

が書いてありました。裏には、破れたわからない時刻が書かれておりました。コミュニテ

ィバスの停まる高校前のバス停は別なところにありました。わからないで、路線バスの高

校前で待っていると、そのコミュニティバスには乗れませんでした。 

  やはり違うところに同じバス停の名前のバス停があるのであれば、コミュニティ用のバ

ス停はどこどこにありますと、路線バスのバス停にでもいいですから、わかるように表示

してほしいと思います。 

  先にコミュニティバスと書かれた専用のバス停を見ていた人は、路線バスの道南バスと

書かれたバス停にはコミュニティバスは停まらないのではないかと勘違いする人もいます。

また、路線バス停でコミュニティバスも乗れると知っている人は、逆に、高校前みたいに

別なバス停があるということにも気がつきません。コミュニティバスが停まる、または買

い物バスが停まる、専用のバス停、または、少し離れたところでも、ここはコミュニティ

バスも停まる、路線バスも停まるということがわかるような何か目印、コミュニティバス

はここに停まりますという、見てわかるような目印を、統一したバス停を用意していただ

く、それをそろえることは無理でしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） バス路線の停留所に関しましては、民間のバス事業者のバ

ス停と町の運行するコミュニティバス、重複路線または単独路線それぞれがございます。

それぞれ利用者にとってわかりやすく、利用者が判断できるように、それぞれの時刻表を

張ることで、そのバスが停まるというのはご理解いただけるかと思います。 

  また、先ほどいただきました虻田高校前のバス停なのですけれども、こちらのバス停に

つきましては、民間のバス停と、また、コミュニティバスのバス停が、バスルートが違う

ものですから、重複していないという現状がございまして、また、同じバス停の名前を使
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っているということで、変えるのが利用者にとってわかりやすいかどうかというところも

ございますけれども、コミュニティバスのみの表示ですとか、利用者にとってわかりやす

い表示について、そういった紛らわしいバス停に関しましては、表示方法を検討してまい

りたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 確かに裏を見て、コミュニティバスの時刻表が書いてあれば、ここ

に停まるのだなということはわかります。でも、コミュニティバスと書いたバス停を見て

知っている人は、遠くから見て、これはコミュニティバスではないと判断することはない

でしょうか。わざわざそこへ行って裏を見て、時刻を見て、ここは停まるのだと認識する

のではなくて、遠くから見ても、ここにコミュニティバスが停まるのだというのがわかる

ような目印、そういうものをどうにかつくることはできませんか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 利用者からバス停に関する要望というのは今回初めて聞き

ました。バスの利用者ですとか、これまでの意見の中では、コミュニティバスの表示が紛

らわしいというご意見は、町としては受けていなかったものですから、現在の利用の段階

では、それぞれルートも含めて、住民の方が理解いただいて、そういった表示に関する混

乱は現在のところないものと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私は初めて乗りましたけれども、本当にわからなかったのです。一

度乗って回ってみて、自分はここから乗ってみて、わかっている人にとっては、そのバス

停はわかります。だけれども、今度初めて乗ってみようと思う人にとっては本当にわかり

づらい。このバス停は停まるのかな、停まらないのかなというところがあります。本当に

そのバス停を見て、停まるか停まらないかというのをわかるように、初めて乗る人がわか

るような、そんな新設があってよろしいのではないでしょうか。本当に私このコミュニテ

ィバスをなくしたくないのです。ぜひともみんなが利用しやすいように、少しでもわかり

やすいようにしてほしいと思います。 

  また、バス停には右回り、左回りと書かれています。コミュニティバスのバス停です。

その上に、例えば洞爺駅、矢印を書いて洞爺駅と書かれています。右回りと書いて、時間

が何時何分、何時何分、何時何分というふうに書かれています。また反対側には、洞爺駅

と書かれて、入江と書かれて洞爺駅と書かれています。同じく左回り、何時何分、何時何

分、何時何分というような書かれ方をしています。なんかこれを見て初めて乗る人、左回

りといったら、入江というのはどういうふうになって、こう回ってこっちからこう来るの

かなとか、ちょっと考えてしまうようなところが多く感じました。バス停の時間表があれ

ば当然わかるのでしょうけれども、次にここへ行くのだ、次ここへ回るのだということは

わかるのでしょうけれども、それ自体その場所で手に持っていないと、初めて乗る人にと

っては本当にわかりづらい。次どこへ停まるのだろう、まるっきりわかりません。 
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  こういったわかりづらい時刻表、右回り、左回りと書くのではなく、それにプラスして

コミュニティバスの時刻表、全部書いた時刻表があります、右回りなら右回りの時刻表、

それをその場所に一緒に書くことはできないでしょうか。そうすると、自分は今、高校前

にいるから、これは次はここへ行くのだなというのがわかります。また、右回りなら右回

りの時刻表が一緒にあれば、今、私はここだから、次はここへ行くのだなということも理

解できると思います。そういう改善策はどうでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 表示につきます、右回り、左回り、また、バス停に表示す

る表示方法につきまして、利用者にとって利用しやすい内容について検討したいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） ぜひわかりやすい表示にしていただきたいと思います。初めて乗る

人もわかるようにしてほしいと思います。 

  次に、バス停留所に強い日差しや雨、雪、風、そういうものを防ぐものをぜひとも設置

してほしい。先ほど言いましたように一般の人も乗りますが、大体は70歳を過ぎた方々が

多く乗られています。腰を下ろす椅子、ぜひとも設置してほしいと思います。コミュニテ

ィバスの利用者は本当に高齢者または病院へ行っている人、買い物で荷物を持っている人

が多いと思います。そういった疲れている、疲れやすい、そんな声のもとで、コミュニテ

ィバスを利用するためにも、ぜひとも椅子を用意していただきたい。停留所は、もちろん

雨、風をしのぐものも全ての停留所には欲しいのですが、設置できない場所もあると思い

ます。まずは、椅子の設置から始めて、可能な限り、少しでもそういったしのぐものが設

置されたら、本当にもっと利用しやすくなるのではないかと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 待合所、また、椅子の設置に関するご質問ですけれども、

全てのバス停に待合所や日除けとなる屋根、椅子を設置することは、利用者にとって利便

性が向上されるものと認識しております。現在の町内バス停の待合所の設置状況といたし

ましては、民間事業者の運行する路線バスのバス停で10カ所、コミュニティバスの単独路

線部分で１カ所、合計11カ所の設置となっております。民間事業者の運行する区間のバス

停は、基本的には、運行事業者がその設置をいたしますが、平成26年度に、老朽化した待

合所を町が改修し、現在では、バス事業者が設置する待合所が４カ所、町が所有する待合

所が７カ所となっております。 

  虻田地区のコミュニティバスのバス停の椅子の設置につきましては、ドライバーから利

用者の身体状況、利用者の状況などを確認した上で、足の不自由な方が利用するバス停に

関しましては椅子を現在も設置しているところでございます。また、そのような状況があ

れば椅子等の設置はさせていただきたいと考えております。 
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  また、コミニュティバスのバス路線につきましては、待ち時間が少なくなるよう定時、

定路線、定時運行、時刻がおくれないような運行に努めております。さらに、自由乗降区

間を設定いたしまして、バス停以外の、バスルート上であれば、国道以外の町道、道道も

含めまして、そういう自由乗降を設定しておりまして、バスの待ち時間が少なくなるよう、

バスを待たなくても乗車できるよう、そのような対策を既に講じているところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） もう一つ、できるだけ待たないようにという話がありました。それ

はとてもいいと思います。 

  線路より上側の通るべき路線であればどこでも乗れる、また降りられると。その表示を

バスの中に少し大きく張っていただくことはできませんか。また、時刻表も、次の案内が

アナウンスもなければ、掲示板というのですか、次は何々という、そういったものもなけ

れば、何もない。そういう状況で、乗る人がいなければすいすい行ってしまうもので、次

はどこなのだろうと、初めて乗る人にはびっくりするくらいの感じでした。 

  ですから、椅子を置くのはもちろんなのですけれども、降りるところもわからないよう

な感じになってしまうので、今度は、バスの中にも時刻表とか、ここは降りられますとか、

そういった感覚の知らせをバスの中に張るということはできませんか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） バス内のサービス内容の提示、また、時刻表の提示につき

ましては、掲示するように調整してまいります。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 最後に、バスの乗降口のステップです。足腰の弱い人、不自由な人

にとっては、ステップが高くて、手すりにつかまりたくても、そういう人にとっては手す

りが高過ぎて手すりも使えない。なかなか乗れない。それでステップのところに手をつき

ながら登った。そうやって乗った人が見たことがある。でもその人は、それ以降乗らなく

なったという話を聞いています。また、弱くて乗り降りに時間がかかるので、迷惑がかか

るから乗れないという声も聞いています。 

  予算がないので仕方ないの一言でおさめることなく、すぐには無理でしょうけれども、

本来は、車椅子用のスロープをつけて、車椅子の人も利用できる。また、スロープなら、

ステップで高くて上がれないという人も乗れる。そんな誰でもが安心して利用できる、そ

んなコミュニティバスを少しでも早く実現していただきたいな、心から思っています。 

  また、いろいろな避難するとき、この間のような避難状況、また、噴火を抱えているこ

の洞爺湖町できっと役に立つ車にもなるのではないでしょうか、長い目で見ても構いませ

ん。できるだけ検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。その検討の余

地はありますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 
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○企画防災課長（佐野大次君） バスの乗降に関しまして、ステップに関しましては、以前

ご質問いただきまして、既にバスのステップは改修しております。また、さくら号につい

てはステップの改修ができないため、乗り降りがしやすいように台を置いて、現在、既に

ステップにつきましては対応済みとなっております。 

  また、バスに乗る際のスロープにつきましては、現状のバスの乗降状況に合わせて町道

の乗り口にスロープをつけるというのは、状況としては難しいのかなと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 時間がないので次に進ませてもらいます。 

  ヘルプマーク、ヘルプカードのほうに行きたいと思います。 

  ヘルプカード、緊急連絡や必要な支援内容などを書くことができ、日常で緊急時に、災

害時などで周りの援助や配慮をお願いすることができる、できやすくなるカードです。ま

た、ヘルプマークは、周りの方々に援助や配慮が必要なことを知らせることができるマー

クです。 

  義足や人工関節を使っている人、聴覚、視覚、いろいろなさまざまな持病を持って、突

発的な出来事に対応が困難な方、そういった方々が、外見ではわからない内部障害や難病

の方、妊婦さんの初期の方々が持つことによって、援助や助けを必要としていることを周

囲の方々に理解していただく、援助が得られやすくなるというものです。 

  社会の現実を目指して、ヘルプカードの普及が社会的にも進められています。洞爺湖町

は、このヘルプマークの普及活動についてどのように認識しておりますか。 

  また、2017年12月の広報にもヘルプマーク、ヘルプカードの記載は広報などには見当た

りませんが、12号の記載についてお聞きいたします。ヘルプカード配布対象者のところに、

「受付時は、氏名や必要な理由、障害有無などについて記載する必要があります」と書か

れていました。その点は、現在どのようになっていますか。また、「ヘルプマークは数に

限りがありますので、事前にご連絡ください。ヘルプカードは、ホームページにも様式が

掲載されていますので、自分で印刷して利用できます」とも書かれていました。でも、確

かにそうなのでしょうが、限りあるから自分でつくってくださいと言われているような気

にもなってしまいます。そんな意味で書いていないとはわかっていますが、この記載はど

うでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） ちょっと重複するかもしれませんけれども、まず、ヘルプカ

ード、ヘルプマーク等についての紹介からさせていただきます。 

  実はこれがヘルプマークでございます。初めて見る方もいらっしゃるかもしれませんけ

れども、それとこれがヘルプカード、これはポケットだとかお財布だとかカバンに入れて

いただく。この中には、ご住所だとか既往歴だとか、緊急時の連絡先、かかりつけのお医

者さん等々が書けるような状況になっております。 

  それらから、北海道では、平成29年４月に施行されました障害を理由とする差別の解消
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の推進に関する法律、この趣旨を踏まえまして、今、議員がおっしゃいましたとおり、外

見では健康に見えても、疲れやすかったり、立ち上がる、歩く、階段の上り下りなどの動

作が困難、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方など、外見からは

配慮を必要としていることがわかりにくい方の意思表示を支援するため、北海道では、道

内市町村と連携のもと、平成24年10月に東京都が作成いたしましたヘルプマーク及びヘル

プカードを活用した取り組みを推進し、障害のある方などへの合理的な配慮が的確に行え

るような環境整備を平成29年度より図ることといたしました。 

  当町といたしましても、障害のある方や、先ほど議員もおっしゃいました妊婦さん、高

齢者その他持病や高齢等により、ふだんの生活に不安がある方などが困ったときに助けを

求めるためのもので、手助けが必要な人と手助けできる人を結ぶカードであると同時に、

そのきっかけをつくるものであると認識しているところでございます。 

  日常での生活はもちろんでありますが、災害時や緊急時など、周囲の人に助けを求めた

いときなどには大変効果的であると考え、そのような意味からもヘルプマーク及びヘルプ

カードの普及は大変重要であると認識しているところでございます。 

  それから、２点目の交付のところの理由でございます。これは、平成29年の当初から始

まった事業でございますけれども、その時点では、確かに北海道といたしましては、交付

におきまして、その方の理由だとか住所、名前、生年月日等を必ずお聞きするようにとい

うような指導ではあったのですけれども、その後、北海道から改正の通知がございまして、

今現在は、どなたでも理由もなしに交付することができる状況となっております。 

  こういったところの周知活動についても、今後、私どもとしては、改正も含めた内容、

それから普及活動等を進めていくつもりでございます。 

  また、数に限りがあるというようなご指摘でございましたけれども、これにつきまして

は、確かに、ご自分でホームページからヘルプカードを印刷することができない方ももち

ろん、特に高齢者の方はそういう状況なのかなというふうに思っております。そういう方

たちにつきましては、それぞれの窓口、本庁舎、洞爺総合支所、温泉支所等でも交付がで

きるようにしておりますので、そういったご連絡をまず一報入れていただければ、こちら

のほうから郵送しても構いませんし、来られない方については郵送しても構いませんし、

お越しいただける方については、お越しいただいてお渡しするというようなことも今後取

り組んでいきたいというふうに思っておりますので、まずはご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 今は理由なく誰にでも配られるということですよね。それを書いた

広報を一生懸命探したのですけれども、見当たりませんでした。ぜひそれをもう一度皆さ

んに知らせるべきことをやっていただきたいと思います。 

  次に、このヘルプカード・マーク、2017年12月11日から配布開始されて何枚、今、配布

されていますか。 
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○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） まず、普及状況でございます。ヘルプマーク、これにつきま

しては、北海道より当町に27個の配布があり、現在６名の希望者の方に配布をいたしてお

ります。仮に北海道から配布の27個を全て町民の方に配布した場合、その後は町で、北海

道を経由して、ヘルプマーク作成者である東京都へ申請書を提出し、取扱業者から購入す

ることとなります。 

  ヘルプカードでございますけれども、先ほども答弁いたしましたが、カードにつきまし

ては、町のホームページから直接用紙を印刷して利用できる体制としておりますことから、

また、窓口でカードをくださいというようなお申し出が現在ないような状況でございます

ので、何人の方が利用されているのかは把握しかねる状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） ６名という数字を見ても、ヘルプマークはまだまだ普及されていな

いなということがわかります。 

  実は、私の孫も心臓が悪くて何度も手術しています。今は小学校２年生で、外見は健康

です、見た目は。何年か前に同じ病気の人たちが受ける検診に行きました。そこに高校生

も来ていました。その高校生の話を聞くと、部活動で野球をしているということを聞きま

した。びっくりしました。先生の話によると、自分で少しでも異常を感じたり、疲れを感

じたときにすぐ、どんな多様なときでもそれを止める、ストップすることができる。続け

て、もう少し頑張ろう、もうちょっとだけ頑張ろうと思うような人には、やってはいけな

い。そういう話を聞いたことがあります。 

  見た目は、本当に体格もよく、健康そのものに見える高校生でした。一番困るのは通学

時、とても座りたい、疲れる。それで、優先席や何かに座っています。座ると、まるで悪

い高校生のように思われてしまう。お年寄りがそこに来たとき、周りの人から「代わって

あげて」というように言われることも結構あるとのことでした。そんなとき、少し離れた

ところに、一応そこを立って別なところへ行き、別なところの通路で座って休むと。そう

いうことも何度かあったという話を聞きました。そんな時、このヘルプマークが利用でき

たらどんなにか助かったろうなと思います。 

  また、先日、杖をつきながら歩いている方とお話ししました。大腿骨を折ったらしいで

す。手術をしたばかりとのこと。少し良くなったと言っていましたが、その数カ月前、や

はり手の骨折をして手術したばかりだと聞きました。年齢を重ねるだけでもさまざまなリ

スクが増えてきます。何としてもこの普及活動に力を入れてほしいと思います。どのよう

な普及活動を考えているか、具体的な計画がありましたらお話しください。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） このヘルプマーク、ヘルプカードというのは、昨年度からス

タートした新しい事業ということであり、私もまだまだ周知が足りないというふうに推測

しております。今後さまざまな方策を用いて周知活動を行ってまいりたいと考えておりま
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すけれども、具体的なお話といたしましては、現在、町広報紙や町ホームページ、役場や

支所窓口での実物の掲示、居宅介護支援事業所のご協力等によりまして、周知と普及活動

を、これを今後も継続実施するとともに、民生委員や児童委員、福祉委員など、地域で見

守り支援等を実戦されている方々への周知、さらには、身体障害者手帳等を交付する際に、

チラシの配布、公共交通機関へのポスターの配布などについて、新たに実施してまいりま

す。 

  ヘルプマーク、ヘルプカードは、先ほどお話ししましたとおり、平成29年度からの新し

い取り組みということでございます。知名度も低いというふうに思われますことから、普

及には、長期にわたる継続的な取り組みが必要であると考えておりますので、今予定して

いる普及活動以外にも普及啓発につながる手法があれば、随時関係者で協議を重ね、実施

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） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 今、乗り物やなんかに乗っても優先席、専用席とありましたが、こ

れがだんだんなくなっていっているという傾向もあるそうです。優先席、全てが優先席に

なるというような考えのもとだそうです。あるべき姿と思われます。でも、これはモラル

が大きな鍵となると思います。こんなとき重要なのがヘルプマーク、ヘルプカードですが、

このヘルプマークが大きな力を持つには、それを利用する人、周りの人のモラルがあって

こそです。ヘルプマークなどをお持ちの方が、必要な配慮や支援を得られやすくなるため

に、住民の方１人でも多くの人、小さな子供から高齢者まで、また、必要と思われる人は

もちろんのことですが、必要でない方々、全てに周知することが重要かと思われます。 

  また、洞爺湖町は観光地でもあります。旅行者の方々にヘルプマークを持っている人が

いたら、その時、観光地を売りにしている洞爺湖町、ホテルの従業員、わからなかったら

困ります。ホテルの従業員に周知する。食堂や土産店にも。福祉関係に関するところにと

どまらず、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校、あらゆるところにポスターやチラシ、

パンフレットなど、イベントでもそれを説明していく。商業施設、ホテル、観光施設、さ

まざまなところに周知させていってほしいと思っています。内容もわかりやすく具体的な

事例を挙げて、理解しやすい表示をしてほしいと思います。 

  先ほどの繰り返しになりますので、あまりここでは言いませんが、例えば発作で倒れた

経験のある人にとっては、緊急連絡先を書いてあったおかげで命拾いをしたという事例。

また、いろいろな事例があると思います。そういう事例とともに一緒に書いてほしいと思

います。 

  また、洞爺湖町には噴火する活火山も持っています。災害時に安全に避難させるために

も必要となってくると思います。最近テレビでヘルプマーク、ハートプラスマーク、耳マ

ーク、みんな助けを必要とするマークです。気づいたあなたは支えになれるというような

言葉を何度か耳にしました。今言ったことが正確かどうか、ちょっと違うかもしれません

が。これは、周知させる大きな力になると思います。この時期に、これをチャンスと捉え、
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一気にチラシやポスターを利用して、施設、事務所、学校、いろいろなところへ呼びかけ

ていくこと。そして、できるだけ早く、社会福祉だけではなく、幅広い活動を広げるため

に、どうか何かお考えか計画がありましたらお聞かせください。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） ヘルプマークやヘルプカードは、面倒な手続がなく手に入れ

ることが可能なことから、仮にヘルプマークを利用して、本来の目的とは違う利用をされ

てしまう可能性というものも否定できないと思われます。なかなか規制をするのは難しい

というふうに思っております。先ほど議員がモラルの問題というようなこともご指摘いた

だきましたけれども、町民一人一人がヘルプマークの知識を持ち、助け合い精神の認識の

もと、個人の意識や常識に任せるしかないのかというふうに感じてはおりますけれども、

今後の普及啓発にあわせて、行政といたしましても、本来の目的を町民の皆さんに広くお

伝えをして、悪用の防止等に努めてまいりたいというふうに考えております。 

  また、先ほどヘルプマーク以外のマークも、障害や病気、高齢などにより、配慮を必要

とされる方に対する各種マーク、これが国や自治体、団体等で数多く作成されております。

今ご説明いただきましたとおり、車椅子の絵が描かれている、障害のある方も利用できる

建物や施設であることをお知らせする障害者の交流シンボルマークだとか、盲人の方のた

めの国際シンボルマーク、それから盲導犬や介助犬などを知らせる補助犬マーク、それか

ら耳マーク、人工透析や人工膀胱等を造設している施設であることをお知らせするオスト

メイト、さらには、介護する方が周囲から偏見や誤解を受けることがないよう、周囲の人

に介護中であることを知らせる介護中マークなど、多々それぞれのマーク、配慮が必要な

方に対する多くのマークがございますけれども、そういったマークを、町のほうとしては、

今後も継続してさまざまな形で、町のホームページはもちろんのこと、広報紙なり、それ

から回覧等などでも周知を図っていき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、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 先ほど言いましたように、観光地である。その観光のほうにもそれ

を周知させる。観光客を守るということも必要だと思いますので、幅広く、それからモラ

ルが大きく関係しますので、学校やなんかにもそれを周知し、啓発していただきたいと心

から思っています。そういった計画も含めて、これは命にもかかわってくることなので、

ぜひとも早い計画を立て、広く広めていってほしいと思います。その点ではいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 本来であれば、ヘルプマークやヘルプカードがなくとも、困

った人がいれば、または見かけたとき、一声声をかけて、自分ができることをその人のか

わりに行う、またはその人と一緒に行うということができれば、地域社会がつながり、誰

もが安心して暮らせる町になるというふうに私は思っております。ただ、困ったときにど

ういうふうに声をかけたらいいのか、また、どう支援すればいいのか、そこら辺がわから

ないというような声も聞いております。何かきっかけさえあれば、困っている人と支えた
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いと思う人がつながることができると思っております。そのきっかけをつくる一つの方法

が、このヘルプマークやヘルプカードではないかというふうに私としては思っているとこ

ろでございます。 

  さまざまな方法、学校並びに商業施設等々にも協力をいただきながら、こういった普及

活動、周知活動については、検討しながら進めていきたいというふうに思っておりますの

で、何とぞご協力、ご理解のほう、お願いを申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 本当に命にかかわってくることですので、よろしくお願いいたしま

す。時間がないで、この辺で終わらせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） これで、４番、今野議員の質問を終わります。 

  ここで、３時10分まで休憩をいたします。 

（午後 ２時５６分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

（午後 ３時１０分） 

○議長（佐々木良一君） 次に、２番、越前谷議員の質問を許します。 

○２番（越前谷邦夫君） ２番、越前谷でございます。ただいまから通告いたしました案件

について一般質問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場であり、機会でもあるわ

けわけであります。したがって、できるだけ大局的に質問させていただきますが、案件上、

具体的な細部にわたっての質問もあろうかと思いますが、その点については、あらかじめ

お許しを頂戴させていただきたいなと思います。 

  先ほど４番議員の非常に美声の質問であったわけでありますが、私はご存じのように津

軽なまりで聞きづらい点があろうかと思いますが、その点については、これまたお許しを

いただきたいなと思います。 

  今回の一般質問の通告というのは、実は８月31日でございました。８月31日に通告いた

しましたら、平成30年９月６日午前３時８分に北海道胆振東部の地震が発生したわけであ

ります。それによって36名の犠牲者プラス札幌周辺等々を加えると41名の犠牲者が出たわ

けでありまして、併せて、今なお避難所におきまして、958名程度の方々がまだ不自由な生

活を余儀なく送っているという状況でございまして、亡くなられた方々に心からお悔やみ

申し上げると同時に、被災された方々に心からお見舞いを申し上げたいなと思うわけであ

ります。 

  今回の１番目の防災力を高めるまちづくりについてでございます。 

  今回の地震発生によって、共通点が多いわけでありますから、若干この地震に対する質

問を何点かさせていただきたいなと思うわけであります。胆振東部の地震が発生いたしま

して、災害情報の伝達をめぐって、さまざまな課題が浮き彫りになってきたのではないか
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なと思います。その点について、何点か伺っておきたいなと思うわけでありますが、停電

時にテレビからの情報は得ることができません。 

  それから、２点目でありますが、情報入手に便利なスマートフォンは、高齢者の方々と

いうのはまだまだ普及していないというのが実態ではないかなと思います。あわせて、ス

マートフォンのバッテリーが切れてしまえば使えなくなるという、そういう課題も多く出

たわけであります。 

  そしてまた、洞爺湖避難所でも明らかになっておりますが、外国人の旅行者への情報伝

達が万全であったかどうなのかという、そういう課題も残ったのではないでしょうか。あ

わせて、災害情報は、安全や安心にかかわる重要なライフラインであるわけでありまして、

正確、迅速に被災者に届かなければ何の意味もないのであります。 

  私は、今回の地震によって、大きく再認識されたのは、ライフラインの重要性というの

が非常に再認識されたと思っております。それと併せて、停電の際に頼りになるのは電池

式の携帯ラジオが非常に重要な、避難においての必要品であると思っております。それか

ら、停電エリアの外に住む家族とか知人の方々から電話を頂戴すると、連絡を、情報伝達

をしていただくというのが、いわゆる現地では的確な情報がつかめない中で、外部からの

伝達が非常に功を奏しながら、励ましになったのではないかなと思っております。したが

って、災害時に誰とどのような方法で連絡をとるか、その基本的な対応を日ごろからきち

んと確認しておくことが必要ではないのかなという思いを受けたわけであります。 

  それと、先ほど申し上げましたが、外国人への情報伝達も大きな課題であるだろうと思

います。外国人は状況がよく理解できずに、途方に暮れた人たちも少なくはないのではな

いかなと思います。この辺の対策というのも、これからやはり生命と財産を守るという、

私どもが持っている自治体運営をしている総論の中で極めて重要な大項目であるわけであ

りますから、そういったことを十分加味しながら、不十分な対応は、その町のイメージダ

ウンにもつながるわけでありますから、外国人に対しまして。したがって、外国人向けの

電話相談窓口であるとか、あるいはまた、避難所への通訳、それから避難のパンフレット

の作成、配布などを充実させて、言葉の壁を取り除く必要性があるのではないかなという

思いを持ったわけでありますが、その点を今述べたので、そのほかに、こういった面もあ

るということが、当然今回の災害を体験、教訓した中で、まだあると思いますので、その

点いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 大局的に、まず、時系列にお話をさせていただきますと、台風21号

が４日の夜遅くから北海道のほうに上陸してくるということで、４日の日に、いわゆる洞

爺湖町の場合には、第１次非常配備体制を引かせていただきました。企画を中心として、

理事者、そして副町長、教育長並びに関係する部長職、次長職、これらの者が役場のほう

に参集いたしました。それから、関係する課長方に来ていただいた。 

  そんな中で、まずは、風が相当強い風が来た。瞬間風速34.4メートルの最大瞬間風速を
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当町でも観測した。そんな中で、倒木が相次いでいた町道、道道等々において相当の倒木

があり、通行止めにせざるを得ないところが出てきた。すぐさま関係課、特に環境課を中

心にして倒木の処理体制をとらせていただきました。なおかつ、道道とも連携をとりなが

ら、道道の道路を早くに開けてもらうと。そんな中、電線に引っかかり停電というところ

が出てまいりました。何とか翌５日の日中にはほぼ電気も通ってきた。ただ、１カ所、洞

爺の富丘地区、あるいは洞爺の高台地区でも停電が遅くまであったというところで、その

ときには、インバウンド対策は、正直言ってとっていないのが状況でございました。ただ、

町内に避難所を４カ所設けまして、それぞれ自主避難をしていただいていた。そこのとこ

ろは何とか対応させていただいた。 

  それと、停電に伴い、特に福祉施設のほうで発電機がない、少ないということから、私

どものほうからお貸ししたと。それと、避難所のほうには扇風機を数台ずつ配布して、そ

して、必要なところにおきましては発電機を持っていって明かりをつけていったと、そう

いうふうな状況で、何とか５日の台風が過ぎた後は整理ができたかな。 

  しかし、６日の日、５日の日遅くに、職員のほうには、相当ご苦労さんということで１

回帰宅してもらいました。ところが６日の午前３時８分に地震が発生した。胆振東部を中

心とした地震が発生したということから、それぞれまた第１次非常配備体制をとらせてい

ただきまして、関係する職員が集まってきました。その後、避難所開設については、同じ

ように４カ所開設させていただいた。 

  そして、時間が経つにつれ、今度は停電が出てきたと。全道的に停電になったというこ

ともございまして、今、議員がおっしゃっていただいた、いわゆるすぐにスマートフォン、

あるいは携帯電話、これらの充電をしなければならないというのが、町内でも動きが出て

まいりました。それで洞爺総合支所、それから温泉支所の観光情報館、温泉支所の入って

いる事務所です。そこと本庁舎、こちらのほう、それと避難所においても、本町地区の避

難所、あるいは洞爺地区の避難所等においても、携帯電話の充電できるような体制をとら

せていただき、そのうちに、温泉の避難所のほうには外国人が、お願いしたいということ

で来たと。その時に、私ども職員の配置の中で、英語を話せる職員を２名、そのほかに職

員１名つけておりますが、２名は外国人対応ということで、英語をしゃべれるという職員

を配置させていただいて、幸いなことに大きなトラブルにはならなかったかなと。それと、

洞爺のほうの総合支所の充電器、携帯電話、スマートフォンの充電器については、特にお

年寄り、こちらの方が多かった。当町の避難所においても、やはり結構高齢者の方が、家

族の皆さんがご心配で、安否照会ですとか、直接携帯にかかってくる。一時期、確か電波

が通らない時があったようですけれども、何とか回復して、そういう対応をさせてもらっ

た。それだけは足りないのでということで、本町地区もこれだけの戸数がございますので、

役場のロビーに携帯、スマートフォンの充電器を設置いたしまして、何とかそれで、今回

の場合には、突発的な停電ではございましたけれども、対応ができたかな。それには職員

が本当に夜遅くまで、また、昼夜問わず本当に活躍してくれたな、一生懸命働いてくれた
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なという感がしております。 

  特に、行政報告の中でもありましたが、停電によって、５カ所でしたか、遮断機が下り

っ放しで、５カ所おりました。遮断機が下りたまま、チンコンチンコンというやつが、あ

れがずっと鳴り放しなのです。何か万が一のことがあったら困るということで、それをＪ

Ｒにご相談させていただいて、とりあえず遮断機を上げよう、上げて車を通そう。それに

は誘導員等がつかなければならない。ＪＲのほうでは、職員をどう出しても２人しか出せ

ない。ＪＲには主要な箇所、ちょうどあそこの４区の信号からちょうど上がるところ、あ

そこのところについていた。うちの職員は、それぞれ４カ所につきました。これも今まで

にないような対応だったのかなと。車も何とか通すことができました。そのうちに電気が

そこそこついてまいりましたので、その対応も一応外れていったということでございます

けれども。 

  まず、いち早く情報、それと一つ、情報の中で、実は私どもの町のほうから、すぐ道の

ほうと連絡をとりますけれども、断水している箇所はこことこことここです。そして、い

つ回復する予定です。そういうことをご連絡差し上げました。回復したときにも、回復し

ましたという連絡はしました。これは、室蘭の保健所を通じて連絡した。特に、この辺の

西部地区は。室蘭保健所は、今度道のほうに一括報告します。道のほうから各メディアの

ほうに報告が行くという状況だったのです。自分もテレビを見ていて、うちの町が断水、

一部なっていると、おかしいおかしいということで確認してみましたら、既に連絡はして

いると。どうにもならないので、直接メディアに電話してくれという話もしたのですが、

ルートとしては、振興局を通じて、室蘭保健所を通じて北海道に行っている。北海道が今

回の場合には非常に混乱を帰してしまっていた。全道的に停電になったということで、北

海道の本部機能そのものが何かパニック状態になっていたのかな、これは後で検証の中で、

胆振総合振興局、あるいは振興局を通じて北海道のほうと検証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が、当町においては、何とか乗り切ることができたかなと

いうふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、町長から言われておりますように、21号の台風、その後の北

海道胆振東部の地震と、いわゆる未曾有の災害が発生したわけでありますが、早速自分も

議員という立場で役場に走ってまいりましたならば、もう町長以下副町長、部長、教育長

等々含めて、本当に危機管理というのが非常にしっかりしているなという、正直言って安

心しました。私はあまり褒めるタイプではないのですけれども、今日は、この場で褒めさ

せてもらいますけれども、危機管理というのは非常にスムーズにいっているなということ

でございます。これもやはり有珠山の噴火災害等々があって、いろいろ訓練等も行いなが

ら、緊急時においてはどういう招集をしたほうがいいのか、あるいは来た職員に対して、

どの辺をどのように重要視しながら、住民の生命と財産を守るという立場で活躍してもら

えるのかというのは徹底されていたなという、そんな思いを持っております。 
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  そこで、一歩前進させていただきますが、実は、７月の土砂災害が非常に全国的にあっ

たわけであります。国交省の集計でいきますと、１カ月で年間数を突破、いわゆる1,350件、

土砂災害等々で被害が出たということでございまして、最近の10年間の平均だった1,100件

を１カ月足らずで上回るという、そういう全国的に大雨が非常に強かった。 

  こういうこともございまして、私は、１番目の災害に強い対策、とりわけ、洞爺湖町は

土砂災害警戒区域が３カ所から、３月30日付で新たに36カ所が指定されたと。したがって、

こういう指定された方々へのハザードマップの確認、あるいはまた活用等々の、指定区域

に対してどういったことを周知するべきなのかということの対策を伺っておかなければな

らないなと思っております。 

  西日本の、先ほど申し上げましたが、７月の大雨であった西日本豪雨被災地で亡くなっ

た方は、何名かというと203名です。それと、安否の不明者数というのは48名も出た、大変

大きな災害が発生されたわけであります。これは、30年７月７日です。この日にこのよう

な災害が発生したわけであります。 

  したがって、私は、甚大な土砂災害、被害をもたらした西日本の豪雨、もう２カ月経ち

ましたが、危険箇所という指定をされているのが全国では約66万カ所であります。それと、

北海道が、土砂災害のおそれのある道内の危険箇所は１万1,800カ所であります。洞爺湖町

においても、当初危険箇所というのは92カ所であったでしょうか、そして今回、通告にも

うたっておりますように、３カ所から36カ所が指定されたと。指定されたことによって、

この地域がどのような、指定によって守られる、あるいはまた、災害が予想される場合に

は、どういう指示のもとに、周辺の住民の生命を守るという、そういう取り組みをするの

か、その辺をまずもって伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 洞爺湖町におけます危険箇所につきましては、議員おっし

ゃるとおり92カ所が北海道で発表しております。そのうち、基礎調査が終了してる箇所が

57カ所で、そのうち39カ所が現在指定をされているところでございます。指定の箇所につ

きましては、住民説明会並びに資料配付により、その警戒区域の指定の区域に関する地権

者につきましては、既に周知を行っているところでございます。 

  今後、指定を受けました土砂災害警戒区域、また、特別警戒区域の地域におきましては、

現在、個別のハザードマップを作成しております。また、全体のハザードマップにつきま

しては、平成32年度の北海道の基礎調査終了後、全ての警戒区域の対応が終わり次第、全

体のハザードマップを作成することとしております。 

  なお、個別のハザードマップにつきましては、現在、町として作成しておりまして、こ

の後、作成したハザードマップを配布することとしております。 

  また、町の対策といたしましては、ハザードマップに指定される箇所、警戒区域として

指定された箇所につきましては、避難対策等のソフト対策を今後、土砂災害警戒情報に合

わせて対策を講じてまいることとしております。 
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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） 今、課長が答弁されたとおりなのでありますが、実は、土砂災害

の警戒区域の指定というのは、先ほどちょっとそれてしまいましたが、北海道では、６月

末現在では、半分以下の5,389カ所と。先ほど、今、課長も３プラス36ですから、39カ所が

洞爺湖町では災害の警戒区域に指定されていると。危険箇所からいけば、まだまだ危険箇

所というところがあるわけでありますけれども、あとの残りの危険箇所については、今後、

やはり道の調査を行って、指定という結びつきになるのかどうなのか、その辺の経過をお

願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 現在、北海道の発表しております92カ所の指定に関する状

況でございます。基礎調査につきましては57カ所が終了しております。また、現在、住民

説明会等を９月４日、６日で予定しておりましたけれども、災害のため順延、また延期し

て再度説明会をすることとしております。説明会終了後には、北海道がその警戒区域を行

うこととなっております。現在92カ所のうち、残りの箇所につきましては、32年度までに

北海道が基礎調査を行い、順次指定の手続をしていくこととなっております。 

○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、心配されるのは、やはりこういう指定をされると不動産

価格が下がるという、そういう心配をされる地権者もいるだろうと思うのです。その辺は、

住民説明会の中で十分、災害警戒区域に指定されるという、その強い理念をつけることに

よって、お話しすることによって理解されるのではないかなと思いますけれども、最後ま

で、危険箇所に指定をされている方々の中で、土砂災害警戒区域になると、先ほど申し上

げたように不動産価格が下がると、だから嫌だ、反対だという人はどうなのでしょうか、

いないのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） これまでの指定におけます説明会において、そういったご

意見を１件いただいております。現在、そちらにつきましては指定保留ということで、地

権者との調整を行っているところでございます。 

  いずれにいたしましても、土砂災害警戒区域、特別警戒区域の前段で、北海道の危険箇

所としては位置づけられていたため、その辺も含めて、現在の土砂災害、北海道でもそう

いった災害が非常に多くなっているというところを、説明会においてしっかり説明をして、

関係地権者の理解を図っ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） それで、こういう警戒区域の住民の方々に、例えば災害が予想さ

れる場合について、事前にどういう情報伝達を考えていますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 土砂災害警戒区域におけます住民避難の対応でございます
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けれども、土砂災害の警戒区域では、雨ですとか、また、そういった降雨時、なかなか防

災無線も聞こえないような状況での避難が想定されます。基本的には防災無線、ＦＭラジ

オでの情報提供、そういったところと合わせて、必要に応じて戸別訪問をして、各地域を

巡回して、そういう危険を知らせて避難対応、そういったことも現在検討しているところ

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） いわゆる気象台から警報が出れば、即座に警戒区域なども情報伝

達をするということなのでしょう。それで、情報伝達の方法として、今述べられておりま

すが、行政無線などが使われるということでありますけれども、私は、午前中の質問にも

あったように、行政防災無線というのは本当に聞きづらいし、聞こえないのです。特に、

雨、風、雪が降った場合については聞きづらい。では、一体、聞きづらいということにな

ると、こういった警戒地域の住民の方々にどういう情報伝達をするのかというのが、やっ

ぱり大きな課題になってくるだろうと思うのです。そのことをしっかりと行政としては考

えるべきであるなと思います。 

  それから、今回の地震があって、停電になっていろいろ連絡がとれないとか、情報がい

ろいろ混乱しまして、いろいろな住民の方々から聞こえてきたのは、行政防災無線でいろ

いろと述べてくれているけれども、全く聞こえないと、聞きづらいということから、ぜひ

広報車を走らせてはどうなのだと、こういう連絡を受けまして、担当課長に申し上げたら、

早速広報車が出て、こうこうこういうことになります、このように注意してくださいとい

うことの方策をとってくれたと。これが住民が非常に、広報車を走らせたことが非常に良

かったという、そういう声が圧倒的多数です。防災無線より広報車だと。広報車が今回は

特にゆっくり走ってくれたので、はっきりわかったと、聞きやすかったと。こういうこと

の教訓にしながら、災害というのはあってほしくないけれども、やはり自然災害というの

はいつ起こるかわかりませんので、そういうことを常日ごろから、やはり体制の構築とい

うものを図るべきだなと。 

  そこで、最後に１点伺っておきたいのですけれども、例えば雨の場合、降雨量の場合は、

何十ミリになったなら気象台のほうから警報が出されるのか、その辺を伺っておきたいな

と。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 気象台の発表する雨の予報につきましては、何ミリという

基準は現在のところございませんけれども、まず、大雨に関する警報につきましては、土

砂災害と浸水害、こういった警報として発表されます。 

  また、土砂災害警戒区域に対する、避難等が必要な情報といたしましては、土砂災害警

戒情報というものが気象台から発表されます。こちらも雨量何ミリというところではなく

て、断続的に１週間雨が続いている場合については、少ない雨量でもそういった警報が、

警戒情報が発表されることもございますし、１時間に100ミリですとか、そういった短期間
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の雨量でも、そういった情報が発表されることになっておりまして、そういった雨の状況

を、期間または雨量を勘案して、気象台のほう、また北海道のほうと連携して、土砂災害

警戒情報が発表されるということになっております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） おおむね理解できましたが、こういう警戒区域という指定をされ

てくると、観光地であるだけに風評被害も出てくるのではないか、それを払拭する方策も

考えていかなければならないのではないかなという気がします。それは答弁、後で結構で

すから。 

  それで、今回、厚真の土砂災害の例を取り上げると、やはり樽前であるとか日高のほう

の噴火によって蓄積されたのが地震によってどーっと流れてしまったと。それで多くの犠

牲者が出たということであります。 

  そこで、私は思うのです。洞爺湖周辺、この地域というのは、まさに有珠山噴火による

火山灰の蓄積になっているのではないだろうか。だとすれば、予想以上に、我々が想定す

る以上に危険であるということを考えながら、いかにそこで住む住民の方々を安心・安全

に生活できるかという、そういう対応を既にとっておかなければならないのではないか。

あまり危険危険と言うと怒られる場合もあるかもわかりませんが、しっかりと地質状況、

どんな地質状態にあるのかということをしっかり検証、検分を図って、対応策を考える必

要性があるのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） まさにおっしゃるとおりでございまして、今回の胆振東部の地震災

害を見ても、非常に被害が多かった厚真のほうでございますが、やはり過去に降った火山

灰、それが山に降り積もり、直下型地震と言われておりましたけれども、そのちょうど山

周辺のところが非常に崩れていた。雨も確かに以前からありましたけれども、地面がある

意味で軟弱になっていて、そこに大きな直下型の地震があって一気に崩れてしまった。そ

れが１カ所、２カ所ではなくて、その地域の山全体が崩れていたと。ほかの地域の山につ

いては一切影響がなかった。そこのところだけ本当に直下型で、そこだけ狙い打ちにあっ

たのかなという今回の災害でございましたけれども、当町の場合にもいついかなるときに

大きな災害が発生するやもしれない。私どもの町も火山灰が相当積もっております。2011

年には長雨が続いて、洞爺湖温泉の墓地、あそこで土砂が流れて湖のほうに墓石が流れて

しまったという経緯もございましたので、そこら辺はしっかり、やはりこれから道とも協

議しながら対応していかなければならないかな。 

  特に、今回、指定を受けるべきところというのが、ややもすると月浦から洞爺のほうに

かけてと言いましょうか、それと有珠山の麓、本町側のほうというふうに聞いておりまし

たが、青葉の上のほうも若干かかっているということもございますので、そこら辺は、し

っかりこれから道のほうと協議していかなければならないだろう。 

  さらに、特別区域と言われるところについては、これは速やかに北海道もしくは国のほ
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うにおいて、やはり砂防工事ですとか、そういうものをやってもらわなければならないだ

ろう。私ども今39カ所が指定になっているわけですけれども、もう既に砂防の工事に取り

かかっている部分もあるようでございますので、特に川東のほうでございますけれども、

向こうのほうはもう既に工事が始まっておりますので、そういうところは、しっかりこれ

からも道のほうと協議を図っ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） この件については最後にまた質問させていただきますが、先ほど

外国人の方々の避難させる体制の構築ということを述べたかと思うのですが、多くの外国

人の観光客が洞爺湖観光に来ていただいているわけでありますから、こういった外国人の

方々を守る体制の構築というものを図っていかなければならないと思うのです。 

  そこで、私は常に感じ取っているのは、自分１人かもわかりませんが、言葉の壁がある

と思うのです。例えば危険だから避難してください、安心してくださいといくら言っても、

それがなかなか聞き取れないと、読み取れないと、そういう外国人観光客も多くいるので

はないかなと思うのです。 

  それで、今回の西日本の豪雨によっていろいろ被災を受けた地域の方々の今後の対応策

として、こういう外国人をいかに災害から身を守ることができるかというと、言葉の壁を

とるような体制を考えなければならないということで、実は、消防団員に外国語を話せる

方々を確保しておくと、消防団員。消防署員ということになると、年間雇用になるわけで

しょうから、いろいろ人件費等々のことも壁になるかと思いますので、消防団員の中に、

そういう外国語を話せるような、そういう方々の確保。なんか今回も洞爺湖町の職員で随

分活躍された方もいるようですけれども、そういう方々をいかに消防団員に確保しておい

て、いざとなったら外国人の観光客も守れるという、そういう体制を考えなければならな

いと思いますが、どうでしょうか。消防団員の中に通訳のできる方々を確保しておく、す

るという、そういう考え方はございませんか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 議員おっしゃるとおり洞爺湖温泉は33万4,000人ほどの外国人

が訪れている観光地であります。そうした部分では、まず一つは、ホテル、旅館、また飲

食店においては、外国語を話せる従業員を雇用して対応しているところでありますし、ま

た、昨年10月でありますけれども、有珠山噴火に伴う外国人の避難誘導訓練をしてきたと

ころでもございます。 

  今、議員がおっしゃいます消防団員に英語を話せる、また、外国語を話せる団員を入れ

たらどうかというお話でありますけれども、幸いにしてうちの課の職員は消防団員となっ

ておりまして、英語を話せる者もおります。そうした部分では、やはり真っ先にそういう

場所で対応できる部分を、また、役場の職員ですけれども、そういう方も配置をして、や

はり外国語に対応できるような観光地の体制をこれからもとっていきたいと考えておりま

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） そういう体制を構築することによって、いざとなったら外国人の

避難体制を万全にすることによって、やはり洞爺湖観光イコール洞爺湖町というのは、外

国人も一生懸命守ってくれる町だというイメージアップになると思うのです。そういうこ

とも考えた中で、ぜひそういった体制を、１人のもの２人、２人のものを３人、確保して

いただけるように、そういう体制を行っていただきたいなと思います。 

  それで次に、時間の関係上、２番目に入らせていただきます。洞爺湖観光の成長戦略に

ついてでございます。 

  ここに書かれておりますように、国が胆振管内白老町に建設しているアイヌ文化復興拠

点(民族共生象徴空間)でありますが、2020年開設に向けて進めていると。そこで、観光客

の流れが、このことによって変わってくるのではないかという、そういう懸念を持つわけ

でありまして、今こそしっかりと洞爺湖観光を前進させるために、官民一体となって成長

戦略というものを前進させるような、そういう体制を整えていかなければならないのでは

ないかなという思いで質問をさせていただきました。 

  それで、今回の地震によって、宿泊の予約キャンセルは、これは北海道調べでは約94万

人、そして、観光消費影響額は何と292億円になっているということであります。これは13

日現在ですから、もっともっと増えている可能性はあるのではないかなと思います。 

  したがって、私は、洞爺湖観光というものが今、上昇気流に乗っていますけれども、こ

の地震によって、また下落傾向になってはならない、そんな思いを持っているわけであり

ます。したがって、これから、今回の地震によって北海道全体が停電になった。それから

洞爺湖温泉にもキャンセルの波が押し寄せてきているだろうと思いますが、現段階で宿泊

予約キャンセルは何万人になっているのか。それから、できることならば被害額がまとめ

てあるならば、ひとつ教えていただきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖温泉においての、今回の胆振東部地震に伴うキャンセ

ルの状況でございます。ホテル、旅館につきましては、温泉街９件の数字を９月12日付で

調べさせていただいております。キャンセル人数は１万5,855名、また、被害額につきまし

ては１億7,420万円と出ております。この部分につきましては、さらに今、調査中でありま

すけれども、まだ伸びる予想がされ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） わかりました。それで、今、宿泊の予約キャンセルは１万5,855名

といいましたか、それから被害額が１億7,420万円ということのようであります。これだけ

のキャンセルが出ています。 

  ちょっと余談になりますけれども、今、新聞を騒がせているのはアメリカのトランプ政

権、2,000億ドル相当、これは約22兆円になるようでありますが、中国からの輸入品に追加

関税をかけると、制裁でということであります。これは、第３段でありますが、24日に発



- 101 - 

 

動するのではないかと言われております。第１段は、ご承知かと思いますけれども、340億

ドル、第２段は160億ドル、あわせて追加関税対象は、計2,500億ドル、これを円にしたら

何十兆円になるのか何百兆円になるのか、そのぐらいの中国から輸入する全製品の半分ま

で関税をかけるということであります。一方、中国は中国なりに、第３段の制裁として、

報復として約600億ドル相当の米国製品に追加関税をかけるという方針であります。 

  そうなりますと、心配するのは、当然消費にも私は影響が出てくるだろうと。したがっ

て、世界経済の変動によっては、外国人観光客も激減する可能性は無きにしもあらずだと

いう予想されるのではないかなという思いを持っております。 

  そこで、私はもう一度洞爺湖観光を成長させていく、その戦略の一つとして、道内外の

観光客をいかに誘致するかということに力を入れておくべきだと。今申し上げました、災

害によって日本は危ないですと、関空は21号台風で冠水してしまって、いまだに100％の回

復率ではない。そういう日本には行けない、北海道は地震で停電もされている等々のこと

で、そういうことになって観光客も激減してきているという、キャンセルも増えてきてい

るということでございますから、今こそ私は官民一体となって道内外の観光客を誘致する

ような、そういう方策をどんどん打ち出していくべきだと思いますし、それから、要望書

が出されているようでありますけれども、中国への団と言いましょうか、そういう方が10

月ごろ行くようでありますから、こういった機会を利用して、どんどんと北海道は安心、

洞爺湖観光はこれから紅葉の時期である、そういったことも含めて宣伝しながら観光客の

誘致を積極的にやるべきだと。いろいろな機会を通してトップセールスを強化するべきだ

と思うのですが、町長、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） 北海道の中でも今、被害があって、その復旧復興に当たろうとして

いるのが胆振の東部、そして日高の一部、さらには札幌北広島の一部と言われておりまし

て、札幌の中心部あるいは千歳空港、苫小牧港あるいは室蘭港、こちらのほうについては

安全が確認されているという状況がございますので、昨日、北海道知事も北海道観光は安

全ですというメッセージを発したようでございますが、いち早く北海道観光振興機構並び

に日本旅館協会北海道支部、こちらのほうも国、特に、今の政調会長のほうですとか、い

ろいろなところに要望している経緯がございます。北海道とも連絡をとっておりますけれ

ども、特に、登別、洞爺周辺は、それこそ北海道においても大きな観光のドル箱地帯と言

われておりますので、積極的な誘致活動。 

  特に、今、議員のおっしゃっていただいた道外、道内、日本のお客様をやはり大事にし

ていくという姿勢と同時に、中国、アメリカは、今、本格的な貿易戦争に突入しようとし

ております。これが万が一武力戦争なんていうことになれば、地球上は大変なことになる

わけでございますが、何とか貿易戦争程度で終わってくれればな。しかし、それによって

世界の貨幣価値が下がってくる、また、大きな変動を受けるということになったら大変だ

と。 
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  特に、私ども洞爺湖周辺は台湾のお客様、そしてタイ、インドネシア、香港、こちらの

お客様が非常に多く来ているということもございますので、こちらのほうも観光協会のほ

うとも協議をしながら、積極的な旅客誘致運動を展開していかなければならないなという

ふうに考えております。 

  ただ、韓国のほうでは、今、ＳＡＲＳではなくＭＡＲＳだかという、いわゆる病原体が

ちょっと発生しているらしいという情報も入りましたので、できるだけ安全な地区で、そ

して旅客誘致に努めていけるよう努力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） 今、町長が述べておりますように、やはり北海道は安心・安全だ

と、ぜひ外国人観光客にも北海道に来ていただきたいという、オール全道で、洞爺湖町だ

けでやるのではなくて、やはりどこの知事を先頭でも構いません。構いませんというより

も、その方が一番いいのかな。そういうオール全道でやはり誘致をする運動を高めなけれ

ば、どんどんと北海道そのものも、とりわけ洞爺観光も外国人観光客に警戒をされるよう

な観光地にさせてはならないなと思いますので、いろいろな機会を通しまして、やはり働

きかけをしながら、宿泊客のキャンセル１万5,855名ですか、これも早くこういった方々も

洞爺湖観光に来ていただけるような、そういう運動を高めていただければなと思います。 

  そこで、２番目に入らせていただきますが、観光立町の町として、自然や食材等の地方

の魅力を発信し、洞爺湖産食材のブランド向上や経済の好循環をさせなければならないと

いう、その策はということで述べさせていただきました。今日は、時間の関係上簡潔にい

きたいなと思っております。洞爺湖産の食材でブランドは何かといったら何なのですか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖産のブランドは、まず第１に、ジャガイモと考えてお

ります。海産物につきましては、ホタテがブランドと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 洞爺湖産の食材のブランドはジャガイモとホタテだと。では、ジ

ャガイモとホタテが洞爺湖観光の中でどれだけ消化されているのですか、それから、通年

供給できるような、そういう環境というものが整えられておりますか、伺っておきたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ジャガイモの関係でございます。ジャガイモにつきまして

は、グローバルＧＡＰ及びイエスクリーン等でとうや湖農協のほうが認証を受けて、積極

的に販売をしているところでございます。地元でジャガイモを買える場所といたしまして

は、道の駅、水の駅がございますが、そこと連携を図りながら販売に取り組んでいる状況

でございます。地元の観光施設への供給でございますが、とうや湖農協を初めてといたし

まして、道の駅、水の駅等で供給が可能と思ってございます。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 
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○産業振興課長（佐藤孝之君） ホタテについては、現実的に今ほとんどが外国のほうに輸

出のものがほとんどだということで、現実的に地元で使われているホタテはほとんどない

ような状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 洞爺湖観光の中でジャガイモであるとかホタテを消費するという

ことになると、やはり事業者の方々というのは、いかに安いジャガイモ、安いホタテを利

用するかというのが、これは私も十分理解できますので。ただ、かつては洞爺湖観光の成

長というのは、おもてなしと食だとよく言われたのです。おもてなしと食、これがいつの

間にか消えてしまっているのです、意識そのものが。地域の中でも。 

  私は、こういうことを先日聞かされたのです。もし間違っていたらごめんなさいですが、

某ホテルに日本人の観光客が泊まったそうです。それで食事をしたそうです。とてもじゃ

ないけれども、洞爺湖温泉でこういう料理で我々を迎えるのかと、そういうことを言いな

がら焼き鳥屋に入っていろいろと、我々側とすれば反省材料になるようなことを言い残し

ていったということなのです。 

  私は思うのです。やはり洞爺湖産のブランドといったらジャガイモとホタテだというな

らば、できるだけ、何百人も来る宿泊、例えば去年あたりでは73万人も泊まっているとい

うことならば、その時にある程度消費していただけるような、ブランド品のジャガイモ、

ホタテを食べていただけるような、そういうネットワークをつくって対応するようにでき

ないものかな。それから、かつては、そういうのは我々も希望があるのだと、事業者のほ

うから言わせば、希望があるのだけれども、通年供給ができないのではないか、そういう

声さえあったのです。したがって、この辺のいろいろな方策を出せば、環境というのは十

分整理できるのではないかと思うのです。 

  したがって、こういう食材のブランドの中でジャガイモ、ホタテ等々を洞爺湖観光の中

でも消費できるような環境を整えることによって、地域の経済の好循環にもなるだろうと。

例えば、そうすることによって雇用も生まれてくるでしょう。そういったことも考えれば、

私は、これからの少子高齢化の中で洞爺湖町というものをどう前進させていくのかという

ことを考えたならば、ある産物をいかに有効活用しながら、経済の好循環も得られるよう

な、そういう方法というのは積極的に取り組むべきではないのかなという期待感を持ちな

がら、町長、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） 以前から洞爺湖温泉のほうで、この地で採れる、それこそ大地の恵

み、こういうものを何とか利用していただけないだろうかと、橋渡しは何回もしてきてい

るわけでございますけれども、なかなか実現に至っていないのが現状でございます。しか

し、今まで粘り強くいろいろなことをお話し合いをさせていただいた中で、特に今回の停

電被害等々の関係で、特に洞爺湖温泉の旅館組合、こちらのほうで先着1,000名様に、契約

旅館みたいですけれども、お泊まりをしていただいたら洞爺の農産物を20キロ１箱、これ
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をプレゼントしますというのをいち早く打ち出していただきました。こういうところから

でも地場のものをきちっと利用していただく。こういうことで、訪れてきてくれた方々が、

洞爺の農産物が手に入るということで、さらにＰＲにつながってくれればなというふうに

も思っています。なお、粘り強く地場産品をこの町で使ってほしいということは訴えてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、３番目に入らせていただきます。 

  これは、交通安全対策でございまして、非常に質問する側もつらいところがあるのです。

実は、こんなことが浮かんだのです。というのは、創作作家で栃木県足利市出身の、皆さ

んご存知だと思いますが、相田みつをという作家がおります。これは、平成３年に67歳で

ご逝去された作家であるわけでありますが、その書物を自分も愛読しているものですから、

３番目の質問に入る前に、いろいろと厳しいことも言わざるを得ないのかな、それともど

うしようかなと揺れ動いているところに、相田みつをの「にんげんだもの」の作品集の１

項が浮かんでまいりました。「つまずいたっていいじゃないか、にんげんたもの」と、こ

れは自分に言い聞かせていることなのです。「つまずいたっていいじゃないか、にんげん

たもの」と。この「にんげんたもの」の作品集の中で、人間だから失敗もあるだろうし、

過ちだってあるのだぞと、だからそれを責めるということはしないほうがいいぞというの

が、相田みつをさんの「にんげんだもの」作品集の中で強く訴えられているのです。 

  私は今まで、長年議員をやっておりまして、質問させていただいておりますが、ある課

長を個人攻撃をするとか、したとかということは、私は一度もないという思いでいます。

したがって、今日も課長を責めるとかということでなくて、議論として、切磋琢磨しなが

ら、この問題をどう解決するべきなのかということで議論を深めさせていただきたいなと

思うのです。 

  したがって、道道の洞爺湖登別線眺湖通り、29年３月16日に完成したわけです。そして、

この道道の整備事業というのは数十年かかっていると思うのです。したがって、現在の担

当課長も、それからまた前任者も、いろいろ３代か４代ぐらいかわっているだろうと思う

のですけれども、私は何をここで強く言いたいかというと、ここにも触れておりますが、

もう人身事故も発生しているのです。物損事故も発生しているのです。しかし、いまだに

信号機が設置されないということで通告しましたら、昨日、行政報告で、設置しますと、

こういうことでありますけれども、では、設置するということだから、明日にでもつくの

だろうな、そういう期待感を持っているわけですけれども、課長、いつできるのですか、

いつ設置するのですか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 議員初め地域の皆様に大変ご心配をおかけしております道道洞

爺湖登別線中央通り、眺湖通りの交通安全施設の整備についてでございますけれども、昨

年の11月に議会並びに地域関係団体の皆様のご協力のもと、北海道公安委員会を訪問し、
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信号機の整備など、洞爺湖温泉の交通安全施設整備につきまして要望活動を行ってまいり

ました。 

  このたび伊達警察署を通じまして、要望に対する北海道警察本部の検討結果として、道

道洞爺湖登別線中央通りと町道停車場通り線、伊達信用金庫洞爺温泉支点前の交差点に、

湖畔側町道の信号機を移設する方法で信号機を設置することが決定したとの連絡をいただ

いたところでございます。 

  次に、整備の時期でございますけれども、道警本部におきまして、整備の方向性を決定

したばかりということで、これから整備を行うための事務手続を進め、その過程の中で、

北海道公安委員会の正式決定を受けての着手ということで、現段階では、設置時期を明確

に時期をお答えすることはできないとの、今のところの回答でございます。また、整備に

は、最短でも７カ月から８カ月の時間的期間を要するということでございます。 

  なお、今後の進捗状況につきましては、伊達警察署より情報提供を受けながら、町とし

ましては、一日でも早い設置につきまして、お願いをしてまいり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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、担当課長から、設置時期はこれから７カ月から８カ月かかる

と。今、町長、よく聞いてもらいたいのですけれども、身障者の方も横断できないでいる

のです、仕事に行くにしても。それから、おじいちゃんの方で、どこを渡ればいいのか迷

いながら、何とか車の来ていないところを渡ろうとする中で、５分から10分ぐらいかかる

人もいるというのです。私は、交通災害というものを考えてみてください。人の命もかか

っているのです。それから観光客の命もかかっているのです。 

  したがって、本来ならば、あまり強く言いたくはございませんが、この道道が開通と同

時に信号機がついていなかったらだめだ、そう思うのです。だから、今まで何してきたと

言ってもおかしい方向に進んでいきますので。では、今、課長が答弁されているように、

７カ月、８カ月かかるというならば、当初、あそこは開通する前は30キロであったのです。

制限速度が30キロ。開通と同時に40キロになったのです。そして、いかほどにもマンホー

ルがあるだけに、そして大型車が高速で走るものですから、本当にガタンガタン、夜中で

も飛び起きる人も少なくないということも訴えられました。こんな状態をまだ７カ月も８

カ月も据え置くということになるのだろうか。 

  私は思うのです。移設が７カ月も８カ月も、決まったからといってかかるとするならば、

制限速度をもう一度30キロに戻せるような、公安あたりに積極的に、政治力使って、政治

手法を使ってやるということはできないだろうか。本当に洞爺湖周辺の方々というのは悩

んでいます。スピードが出て、スピードが出ることによってマンホールに乗ると非常に大

きな音を出すと、夜中でも。これで悩んでいる方々がたくさんいるのです。 

  振り返ってみると、小学生が元の中学校の前の道路で亡くなったではないですか。あれ

も信号機がどうとか、横断歩道がどうとか、随分一生懸命町も働きかけしたと思うのです
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が、いまだにそういう信号機の設置も見えない。横断歩道も見えない。歩道も整備されて

いない。これで本当に地域住民の方々の生命を守る、交通災害から守る策だと言えるでし

ょうか。非常に厳しいことを申し上げておりますけれども、私は、今の行政が前進してい

ただきたいと思うから申し上げているのです。 

  したがって、７カ月、８カ月かかるならば、どうですか、もう一度30キロまで制限速度

をダウンさせるという、今日ここにいる全員で公安委員会でも出向いていきますか、どう

ですか。それでないと解消できないです。今でも40キロ区間なら50キロ、60キロで大型車

だって走っているのです。そのトレーラーによってマンホールに乗ると、ガタンと音を出

して、そんな状態ですから、先ほど申し上げたように、身障者の方々でも、お年寄りの

方々でも、子供さんの方々でも横断できないと悩んでいるのです。 

  それからもう一つ聞きます。７、８カ月後、信金のところにできるとするならば、当初

予定した、名前も言ってもいいと思うのですが、藤兼さんのところとか、あるいは道南バ

スの入り口のほうとか、そういったことはいつ頃になるのですか。それも決まらないとい

ったら、５年、10年かかるのか。やはり信号機が100％住民を交通災害から守るということ

ではありませんけれども、少なからずや制限速度を抑制するという、抑止力の策を講じな

ければだめです。何としてもこれやらなければだめだと思います。人身事故が発生してい

るのです、嘘ではありません。物損事故も発生しているのです。これで犠牲者が出たらど

うなりますか。行政の信頼度というのはがた落ちになります。私は、６月でしょうか、質

問したときも申し上げましたが、一日も早く、やはりあそこに信号機を設置しなかったら、

抑止力になる、スピードダウンの。町長、何とか、移設が７、８カ月かかるというならば、

スピードダウン、30キロに落として、前なんか洞爺の交番の警察官がみんな一時停止のと

ころで随分やっていたではないですか、中には罰金払った人もいるかもわからない。だか

ら、警察に速度制限の、それこそやってもらうぐらいのことを言いたい。町長、何とか洞

爺町民の、洞爺温泉の方々の交通災害から身を守るということを、何とか策を講じていた

だければ、町長の答弁次第で15分、時間をおいて止めますから、そういうことで、ひとつ。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 一刻も早く信号機を設置する。そして、第２段、第３段の信号機も

設置していただく。また、横断歩道も設置していただく。さらには、今おっしゃっていた

だいたスピードダウン、これらの方策も講じていただく。そして珍小島付近の関係、これ

も以前からお話をし、ある意味、道議会の先生にもお願いし、いろいろお願いしてきたと

ころですが、ようやっと今、第一歩を踏み出せる状況になったかな。ただ、やはり７カ月、

８カ月はあまりにも遠いというか、一刻も早くこの信号機が設置できるよう、また、行政

としても、また、議会側にいたしましても、私どもと一緒になって、一体となって要望で

きますことを私どももお願いしたいし、また、そういう要請時期が来ましたら改めて議会

のほうにお願いしますので、ぜひ議会と行政と一体となって信号機設置に向け、一刻も早

い信号機の設置に向け努力をしてまいりたいというふうに考えております。 
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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） 今、力強い言葉をいただきましたので、議会運営に協力して、14

分おいて止めます。ありがとうございました。 

○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した。 

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

◎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。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ４時２７分） 
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