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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。小松議員から、欠席の届け出があります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、10番、大屋議員、11番、篠原議員

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、１１番篠原議員から２番越前谷議員の４名を予定しております。 

  初めに、１１番、篠原議員の質問を許します。 

  １１番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） おはようございます。１１番、篠原です。 

  通告してあります来年度、平成31年度の行政の執行についてをお尋ねいたします。 

  今年もあと残すところ20日となりました。この会議が終わった後には、町長部局では、次

年度に向けた本格的な予算編成に取り組むことになるのだろうと思いますけれども、理事者

は来年度の執行に対して、どのような心づもりで、どのような視点で考えておられるのか、

まず、質問をさせていただきます。質問は、できるだけ要点のみに絞って質問をいたします

ので、答弁も簡潔・明瞭に答えていただければありがたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ここ８年ばかり洞爺湖町の元気と活気を取り戻す、１期目は財政の健

全化団体からの早期脱却、これに主眼を置いたわけでございますけれども、いよいよ平成25

年度決算の実質公債費比率が18％を切ったということから、平成26年度から洞爺湖町らしい

事業を展開していかなければならないな。水道の水道水、虻田本町地区の水道水硬水対策事

業、これから取りかかりまして、町に何とか景気、あるいは活性化が出るようなものを整備

していかなければならない。今まで住宅リフォーム事業、いろいろなことをやらさせていた

だいたわけでございますけれども、何とか今、洞爺湖温泉、一番大きな産業の柱、洞爺湖温

泉のほうも、年間70万人の来訪・来客者を迎えるに至ったと。農業のほうにおきましても、

しっかりした基盤整備、そしてこれからまた、国営の畑かん第２期工事が始まろうとしてい

る。ただ、問題となるのはやはり漁業のホタテへい死問題、これらについてはしっかりこれ



－74－ 

からも漁協、あるいは胆振噴火湾海区等々と協議をしながら、どういうことができるか検討

していかなければならないな。 

  そんな中で、３期目の町政運営については、まずは虻田地区の道路網の整備、これは本当

に今までよく我慢していただいたなという感がいたします。そんな中、新しい兆しとして、

洞爺のほうに一つ、ホテルが開業したということもございまして、私どもの地域は観光産業

を中心とした医療・福祉、そして農業・漁業、こういうものをしっかり育て上げていかなけ

ればならないなと。そのための基盤整備は来年度以降、しっかりしていかなければならない

な。考えられるのは、特に生産人口と言われる単身世帯というか、２人世帯と言いましょう

か、若い方々がこの町に移り住んできて生活ができるよう、そういうような体制づくりも必

要なのかな、それに力点を置きながら、まちづくりを進めていかなければならないな。その

ように考えております。 

○議長（佐々木良一君） １１番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 方向性は大体わかりました。そこで今まで、今年から継続されて来

年度に残されてくる事業というのは、結構あるのだろうと思います。例えば、今、言われて

いる本町地区の道路の整備事業含めて、昨日、特に12番議員の質問の中で、いろいろ、るる

聞かせていただきましたけれども、改めてそれに準ずるようなものと言いますか、そのほか

にもしあるのだとすれば、どういったものが継続事業としてあるのか、まずそれについてお

尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 来年度以降の継続事業に関しましては、従来よりまちづくり

における基本的な施策といたしましては、まちづくり総合計画の着実な実行として進めてい

るところでございます。将来のまちづくりにおいて、人口減少や交流人口の拡大など、当町

の課題解決や目標達成に向け継続事業といたしましては、ジオパークの推進による交流人口

や関係人口の拡大が生む地域の賑わいの創出、産業との連携による地域経済好循環の創造を

進め、そこに生まれる仕事、そこで働く人をいかに当町の移住・定住に結びつけ、人口減少

問題に対応していくのか、そういった視点で継続事業を検討しているところでございます。 

  具体的な継続事業といたしましては、出産祝い金支給事業、乳幼児等医療費助成事業とし

ての中学生までの拡大、インフルエンザ予防接種の助成事業、地域食堂、地域未来塾などの

子育て支援事業、チャレンジショップ支援事業、産業振興関連事業、ジオパーク広域連携事

業による創業支援と販路開拓事業、住宅リフォーム支援事業、空き家バンク事業、道路の整

備など生活環境も含めた移住・定住対策事業など、事業の継続性の観点からも次年度に向け、

継続として検討しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １１番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 理解しました。そこでハード面、そしてまたソフト面、いろいろ今

説明いただきましたけれども、それらに向かって、来年度に向かって新規事業含めて、この

計画事業から、何と言いますか、少しでも今の新しい時代に向かって増額するとか、幅広く
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それに枝葉をつけるとか、そんなような事業も含めてもし新規で見込まれるようなものがあ

りましたら、それもお答えいただければありがたい思います。よろしくお願いします。 

○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） 新規事業でございますけれども、町内の活性化において、公

共事業は建設業界に留まらずさまざまな分野に影響を与え、町内の活性化にも大きな影響を

与えるものと認識しております。これまでは財政健全化団体からの脱却に力を注ぎ、財政の

立て直しに重点を置いた対策を講じてきたところでございます。 

  また、企業の誘致として、町の活性化につながる新ホテルの参入につきましては、雇用に

よる人口増のほか、地域産物の活用による漁業・農業の振興など、町の活性化にも大きな影

響を与えるため、産業構造のツインタワーとしてこの強みを生かし、新たな仕事を創出する

取り組みを進めてまいりたいと考えております。その雇用を移住対策に結びつけるには、公

営住宅ではなく単身住宅や、子育て世代も入居できる住宅対策が必要となっているところで

ございます。将来を見据えた人口減少の対策として、この生産年齢の人口の拡大が図られる

よう、住宅対策を進めているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １１番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 今、いろいろ述べられましたけれども、今年の特に春先の天候不順、

また秋の台風とか胆振東部の地震の影響もあって結構農業、昨日の質問でもありましたけれ

ども、農業の作付が非常に悪いとか、収入減につながっている。 

  また、先ほど、町長からホタテの話もありましたけれども、漁業の状況も決して芳しくな

いような話も聞いています。観光についてもいろいろな面で胆振東部地震の後、観光客も減

ったりして、それに伴い売り上げも大分少なくなっているという話も聞いておりますけれど

も、次年度に向けてこの景気浮揚の対策、これらについての対策そのものはどのように考え

ておられるのか、これもお尋ね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） 今まで日本の国はどちらかというと、景気対策として公共事業が主流

でありました。その公共事業がここ数年、さっぱり止まってしまっているということに鑑み、

当町におきましても健全化団体からの脱却等々がありまして、なかなか公共事業が出せない

部分があった。そこについては、虻田地区の道路網の整備ということで、今、平成30年度か

らある程度の計画を持ちながら事業を発注していきたい、こういうものがありますけれども、

道路網の関係については、虻田地区のみならず、今、洞爺湖温泉のほうも本通り線のほうに

おきまして、インバウンドのお客様が歩いている中で、インターロッキングのところをトラ

ンクを持って、ころころ転がすのだけれども、かなり引きづらい状況があるということで、

そちらのほうにつきましても今、住民説明会等々を開きながらいろいろな意味で、どういう

ふうな道路網にしたら良いだろうということを協議させていただいているところでございま

して、こちらのほうも計画を持ちながら、随時発注をしてまいりたいなというふうに思って

おります。 
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  また、今まで洞爺湖温泉のほうにも中国を中心として、アジア系のお客様相当入ってきて

いただいた。そんな中で、爆買いと言われる買い物をして、当時は潤った部分があるわけで

ございますけれども、今現在は買い控えと言いましょうか、そんなにたくさんの物も買って

いただけない。その当時には、洞爺湖温泉のほうに大きなストア、お薬屋さんが２軒ほど建

ち、今は２軒のうちの１軒が別のところを借りてやっているというふうな状況もありますが、

なかなか利益を生むまでは、多額の利益を生むまではまだいっていないかなというのもあり

まして、そこら辺は環境整備をしっかりやっていかなければならないな。 

  それと、洞爺湖温泉のほうは旧然から、ある企業からイルミネーションを送付していただ

いて、そこそこ賑わいの創出に役立ってきたかなということもございますが、マンネリ化し

ないような手を変え品を変えしながら、これは観光協会に委託しておりますけれども、観光

協会ともどもしっかりした体制づくりをつくりながら、運営をしていかなければならないか

な。 

  それともう一つ、以前、洞爺湖温泉のほうに特化して言えば、泉源を一つ掘削していただ

きました。ただ、これ高温で非常に温泉の量もあるところで、すばらしいところを掘ってい

ただいたわけでございますが、いかんせん細い管で、事故が発生しておるという状況もあり

ますので、早い時期に、これは温泉利用協同組合のほうとも協議しなければなりませんけれ

ども、安定供給のためにはもう１本、どこか掘る必要があるのかなというふうにも思ってお

りますので、そこら辺は計画的に協議をしてまいりたいなというふうに思っております。 

  また、農業につきましても来年度におきましては、人参の選別機、これを農協さんのほう、

あるいは農家のほうからぜひ導入してほしいというお話もございますので、こちらのほうも

今、担当のほうで詰めている状況がございます。とにもかくにも町の中に賑わい、おかげさ

まで今、地域の若い人が中心となって、役場外の方々でございますけれども、いろいろな意

味で地方創出・地方創生の波に乗りながら、いろいろなことを取り組まれております。そう

いうものもしっかり町として、支援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） １１番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 思い入れは、十分にわかりました。そこで歳入の見込みについても

お尋ねをしたいと思いますけれども、税収とか、今回、特に自主財源の伸びはあまり期待を

できないのかと思ったりもしていますけれども、その辺の推移の、推計と言いますか、見込

みどのようになるのか。合わせて、次年度、来年の10月からは消費税10％のアップも今見込

まれておりますけれども、国の交付金、増税ばかりでなくて交付金とかで、あと制度が変わ

って歳入が見込まれるものとか少なくなるものとか、交付金の中身についても今わかる範囲

で結構ですけれども、お尋ねをしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 税収などの自主財源の歳入見込みについてでございます。 

  一般会計における自主財源のほとんどを占めます町税でございますが、平成28年度の決算
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で12億4,000万円、平成29年度で12億1,000万円の収入となってございます。この２年間につ

きましては、多額の滞納額が整理されましたことから、12億円を超える収入額となったもの

でございます。平成30年度の当初予算につきましては、固定資産税の評価替え等に伴います

減収見込みもございまして、11億3,000万円となっているところでございます。平成31年度

の町税収入の見込みにつきましては、現段階におきまして大きな増減要因がないことから、

前年度ベースとなる見込みでございます。新年度予算におきましては、これから内容精査等、

査定を実施することとなっておりますので、具体的な内容、金額につきましては３月会議に

て、ご説明をさせていただきたいと思っております。 

  また、地方譲与税交付金、地方消費税交付金などの交付金につきましては、国や道から国

税や道税の一部が町の人口や、町道面積などの定められた割合に基づきまして、交付をされ

ているものでございます。平成31年10月に地方消費税が10％に引き上げられます。このこと

から、町へ交付される地方消費税交付金が、増額となることが予想されておりますけれども、

現時点での配分の消費税が不明なこともございまして、現時点では前年度並みの予算額とし

ているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 税収等々につきましては、今、私どもの町の置かれている状況の中で

は、ほぼ横ばいの状況、あるいはややもすると、今、担当課長がご説明したとおり、固定資

産税の評価替えがありましたので、若干、下回る予定かなというふうに思っております。 

  また、そんな中で歳入の一番大きな枠を占める地方交付税でありますが、今、地財計画が

なかなか示されない中ではありますけれども、地方交付税が毎年のように下がってきており

ます。これが地方交付税で入りますよという項目自体は、旧然と大した変わりないわけでご

ざいますが、その中の補正計数といういわゆる掛ける係数がありまして、それが年々少しず

つ微妙に変わってきている、減少に向けて変わってきているというのがございます。そんな

中で地方交付税の伸びは、今、ほとんど厳しい状況にあるのかなというふうに思っておりま

すが、では事業をやるときにどういうふうにしてやるのだということがありますけれども、

幸いに合併特例債が、平成32年から平成37年まで５年間延ばさせていただいた。 

  そして今、2020年に白老町のほうに、アイヌの国立民族博物館が完成するよう、今なお工

事が進められていると。それに伴いまして、アイヌ新法が来年８月くらいに何か法案として

出てくるようなお話を聞いております。アイヌ民族と言いますと、多くが北海道にいた方々

ということも言われておりますが、今までは、今までのアイヌ生活向上交付金につきまして

は、アイヌの方がいて、その方々がその地域でやる場合、何かを催す前に助成をするという

制度でございましたけれども、よくひもといて見ると、そこをサポートする方々が、アイヌ

の方々をサポートする場合にも、交付金の対象になるということもあるようでございます。 

  交付金ですから、何年間続くかわかりませんけれども、今、知り得ている情報を駆使しな

がら、私どもの町で、それに乗れるものがあれば、そちらのほうに転嫁して、なるべく一般

財源を抑えながら、そっちの事業で事業遂行ができないか、今、係員を国のほうにやって、
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詳細な話を再度確認するよう指示をしておりまして、うまくいきましたらその交付金は、全

体の８割交付になっております。残りの２割については、２分の１、その半分を特別交付税

で交付するというふうに聞いておりますが、その特別交付税もルール外ではなくて、ルール

内で何とか財務省のほうと国交省のほうと協議をしてほしいということは、北海道の町村会

のほうからも要望させていただいております。 

  たまたま私も今、北海道町村会のアイヌ関連法の中の副会長をやらさせていただいており

ますので、情報を逐次入手しながら、当町にとって有利な対策で事業を進めてまいりたい。

それがうまく新年度、平成31年度に間に合うものがあれば、そちらのほうから対応してまい

りたいというふうに考えておりまして、その節は議会議員の皆様のご理解、ご支援のほどよ

ろしくお願いしたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） １１番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 今、答弁で特に課長、そしてまた町長のほうから、自主財源もそん

なにそんなに減る要素がないのだという話もありましたし、国の交付金等についても大体平

年並みと言ったら良いのか、昨年並みと言ったら良いのでしょうか、本年度並みと言ったら

良いのか、いずれにしてもあまり悲観する要素もないような話もありますし、また、町長の

ほうから場合によっては、今のアイヌ新法の中でいろいろなプラスアルファも出てくるよう

に、そんなような話も聞きました。 

  私、今回質問するに当たって、たまたま具体の事業そのものについて、あれすれこれすれ

という話はしませんけれども、実際、合併したときは１万1,000人強だったのが、今、8,800

人、人口もかなり少なくなっていますし、合わせて高齢化、そしてまた子供も極端に少なく

なってきています。 

  昨日、特に子育ての話とか、また人づくりの話も質問の中で随分出ておりました。私は、

少なくても人口がいくら減っても地元に愛着持って、そしてまたきらっと光るようなそんな

ような人が、少しでも増えてくることによって町が元気になるのだろう。そういうような気

持ちもありますので、それは皆さん誰しも考えることなのだろうと思います。行政として、

特に今ハードな面ばかりでなくて、ソフトの面もやっぱり少しでも今のうちに未来に向かっ

て、少しでも手立てをする、道筋をつけると言ったら良いのか、そういった方向に向かうこ

とが大事なのだろうと思うのです。 

  私も議員長くさせていただいて、今日ほど行政で財政がいっぱい財源があるよとか、何で

もできるなんていうことはありませんでした。特に、今日ほどある程度基金も落ち着いてあ

って、危機管理がないと言ったら失礼ですけれども、金銭に関してはそんなにそんなに健全

化から終わって、基金もそこそこありますし、起債の残高も今の臨時対策債なんか引くと、

今、実質的な公債費なんていうのはそんなにないわけでありますから、お金は使うためにあ

るのであって、基金もたまればたまるほど使いづらくなると思うので、できるだけ必要な事

業については、メリハリのついた予算にしながら、英断を持って、次年度に向かって頑張っ

ていただければうれしいなと思います。 
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  この辺については、答弁は要りませんけれども、私の個人的な気持ちでありますけれども、

そういった心構えの中で予算をつけていただければ、町民は非常にうれしいなと、町長頑張

ってくれたなと思うのだろうと思いますので、その辺、よろしくお願いをしたいと思います。 

  次に、町の職員の次年度以降の定年退職者の見込み、少しずつ、特に管理職が多いわけで

ありますけれども、かなりの人数で見込まれておりますけれども、それの対策等についてお

尋ねをしたいと思いますが、まず、この後の何と言いますか、人事に関しては町長の執行権

の範囲でありますから、個別にどうのこうのという話ではありませんけれども、相対的に人

数の問題であるとか、昨日、特に質問の中では、臨時職員と正職員のその辺の比率の問題も

ありましたけれども、私は、場合によっては臨時だとか、季節雇用だとか、また嘱託だとか

ということでも良いのでしょうし、その辺のできるだけスリムな、そしてまた、効率の上が

るような職員体制も必要なのだろうと思って質問するわけでありますから、建設的な前向き

な答弁、できればお願いしたいと思って質問をさせていただくわけであります。 

  よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 町職員についてのご質問でございます。 

  職員につきましては、合併当初184名、この10カ年の合併協議を踏まえて、平成21年度に

適正化計画を作成した時点では165名、現在４月１日、146名でございます。適正化計画策定

ということで、最終年であります平成32年度の職員数を131となるよう計算しておりました

が、平成27年にジオパーク関連など、策定当初には想定していない事業があります。その要

素を加味し、現在、目標定数を139と見直しているところでございます。 

  この計画には、議員おっしゃいました30年度の退職者５名、その後、計画最終年となる31

年度の退職者９名を含んだ計画となっているところでございます。町の状況を見た場合、組

織的には職員の年齢構成のゆがみの是正が必要であり、また、噴火災害などを考慮した人材

の確保も、育成も必要となっております。特に、32年度末までの退職者が多いことから、ベ

テラン職員の豊富な知識と経験を生かした再任用制度を活用するなど、新たな幹部職員のサ

ポートを行える体制づくりの確保を図っていきたいというふうに思い、安定した組織づくり

の運営に努めてまいる所存でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １１番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） ただいまの答弁で139名で、できるだけ退職後の定数で進めていき

たいと、こういう話もありましたけれども、私は今、再任用の話もあります。昨日の質問の

中では、今、公務員の改正になって、会計年度の任用職員なんていう話もありましたけれど、

そんなややこしい話でなくて、特に洞爺湖町の職員の構成見ていると、他町村から比較する

と、平均年齢が非常に高いわけです。それだからといって、新しい新採用するにしてもある

程度の、何と言いますか、仕事が一人前にできると言ったら、ちょっと言葉適当でないかも

しれませんけれども、今の中途採用でできる部署があれば、やっぱり民間からの採用すると
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か、あとは再任用の職員の配置そのものについても、もっともっと効率的にできるだけ回し

ながらでも、ある程度の時期乗り切ることが必要なのだろうと思うのです。 

  特に、友好都市を結んでいる三豊市なんかは、職員の合併によってかなりの数で定年退職

を迎えた職員がいるそうでありますけれども、それらの職員も役場の窓口だとか、出先の、

現場の仕事とかには退職職員を、役場ＯＢを上手に回しながら、職員を効率的に対応しなが

ら正職員を少なくして乗り切ったという話も聞いていますので、ぜひそんなように向かいな

がらやる。一方では、機構の改革なんかもさっきも人事の話ししましたけれども、人事でな

くて機構の改革等については、私は議会とも、もう少し話し合いしながら進めることも必要

なのだろうと思います。 

  それと、ゆくゆくは給食センターなんていうのも洞爺湖と虻田と別々にある、こんなのも、

こんなのと言ったらちょっと言葉足らずと言いますか、不穏当な発言になるかもしれません

けれども、こういった事業そのものも統合するとか、民間に委託するとか、結構見直してく

るとそれぞれスリム化できるようなものというのは、たくさんあろうと思います。今、給食

センター、一部の例申し上げましたけれども、保育所についてもその他もろもろ、学校なん

かもひょっとすればそういうところもあるかと思いますし、洞爺と虻田の中学校なんかも今

すぐでなくて、５年後とか10年後とか計画を立てて、統合するとかということだって必要な

ことなのだろうと思いますが、今、なぜできないのかといったら、やっぱり地域間の問題が

あったりとか、教育の学校による格差と言ったら、また言葉適当でないかもしれませんけれ

ども、なかなかそういった問題があって、地域差があるから合併になかなか踏み切れないの

だろうと思いますけれども、これが同じ水準になれば、少しでも効率的な学校の運営、運営

するばかりでなくて、生徒そのものも多人数で競い合ってすることのほうが、やっぱり教育

的には望ましいのだろうと思いますので、そんなことも教育は聖域ですから、あまりしつこ

く言いませんけれども、そんなことも含めてもっともっと役場の改革、ぜひお願いしたいも

のだと思います。もし、これらに向かって何か思い当たることと言いますか、これらのこと

に対して答弁いただければ、ありがたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、地方自治の置かれている立場、そうしてこれからどういうふうに

向かうのか、国のほうは大きな転換期を迎え、それが地方に大きくしわ寄せが来る時代に、

だんだん突入してきているような予感がしてなりません。今現在、水道事業を民間事業者の

ほうに引き渡すという法案が通ったということでございますけれども、私どもの町に関しま

しては、今、水道事業につきましては、これはやっぱり地域の命と暮らしを守る観点から、

この事業については直営でやるという決断を今しているところでございますが、ただ、議員

が今おっしゃっていただいたいろいろの部署、いろいろの問題、これらについてはしっかり

これから先、向き合っていかなければならない問題だなというふうにも思っております。 

  ただ、そんな中で、今、すぐできるものと長期間、地域の方々との話し合いだとかいろい
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ろな問題がありますので、なかなか来年こうやりますと、再来年こうやりますということが

今、言えない立場ではございますけれども、やはりしっかり考えていかなければならないだ

ろうと。 

それと、今年、今年度、来年３月で定年を迎える職員が数名いらっしゃいます。そして、

再来年度は９名の幹部職員が定年を迎えるという、私どもの町の特徴がありますが、そんな

中、長年の知識、経験、こういうふうなものをまちづくりに生かしていかなければならない

だろうというふうにも思っております。 

  今、議員がおっしゃっていただいたように、若い職員はその都度補充をしているつもりで、

最終年度に139名に到達するという目標数値はありますけれども、ただ、それだけ、数値だ

けで済む問題でもない部分もございます。そんな中で、適宜、往々を持って再雇用、あるい

は再任用、そしてまた同等職で残すだとか、あるいは一つ二つ、国の示すとおり格下げをし

て残すだとか、いろいろな方法があろうかと思いますけれども、そこら辺は十分に精査しな

がら、また議員の皆様とも協議をしていきたいなというふうに思っております。とにもかく

にも来年、再来年に向けては慎重に対応していかなければならないなというふうに思ってお

りますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） １１番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） 町長の心意気、大分理解できたところであります。話は別になりま

すけれども、議員の任期はもう間もなく終わりますが、町長は、今年度の予算については骨

格予算で、当選後、補正組んで乗り切ってきました。すばらしい力量を発揮しながら頑張っ

てこられておりますし、これからまた３年任期あるわけでありますから、今年が一番やっぱ

り英断を持ってやれる年なのだろうと思います。 

  そこで臆することなく町民のためになるようなこと、先ほども言いましたけれども、予算

についても基金取り崩しでも頑張ってもらいたいと思います。必要なものには頑張ってもら

いたいと思いますし、役場の機構含めて、どうしても当町だけでできない部分については広

域でするとか、いろいろな方法もあろうかと思いますので、今年１年かけてその辺の方向性

を見出しながら、議会とも十分相談して進めてもらえれば、大変うれしいものだと思います。 

  私の質問、これで終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、１１番、篠原議員の質問を終わります。 

  ここで、10時50分まで休憩をいたします。 

                               （午前１０時４２分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

                                （午前１０時５１分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

次に、１３番、五十嵐議員の質問を許します。 
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  １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） １３番、五十嵐でございます。 

今回の質問は、９月に発生いたしました胆振東部地震の教訓をどう生かすのかということ

の１点に焦点を絞りまして質問をさせていただきます。 

記憶は新しいのですが、既に地震が発生して３カ月を経過いたしました。北海道では、今

までにかつてない大きな地震であったということでございます。震源地となった厚真・むか

わ・安平の地域はもちろんのこと、北広島や札幌の清田区でも大変な被害があったわけでご

ざいます。改めて、亡くなられた方、そして被災された方々にお悔やみを申し上げるととも

に、お見舞いを申し上げる次第でございます。 

当町においては、地震による直接的な被害はなかったものの、数分後に発生をいたしまし

た停電、いわゆるブラックアウトによりまして、想定外の自体が発生し、町民ももちろんの

ことですが、行政に携わる皆様方も大変苦慮をしたということであったと思います。ただ、

３カ月経ちますと、どうも忘れかけているのではないかと、少し心配になっているところで

もございますので、当時をきっちりと振り返って、もう一度当時の状況や問題点に対して、

どのような対処をして、またどんな課題があったのか、このことをきちんと整理をし、そし

て改善したこと、それから今後取り組まなければいけないこと等を町民の皆さんにお示しを

するということが、この経験を無駄にしないことになり、この教訓を生かすことになるのだ

ろうと。こんな災いはあってはならないことですが、せっかく体験をしたわけですから、こ

れをしっかり生かそうということでございます。ここにいらっしゃる方、北海道の外にいた

ら別ですが、ほとんどの方が間違いなく同じ体験をされているはずでございますので、これ

から一つずつ質問させていただきますけれども、理解をしやすい、認識しやすいことだろう

というふうにも思っております。 

また、９月に、地震の後に行われた民間の新聞社の主催の３市４町の首長による座談会と

言いますか、震災を振り返ってそれぞれの自治体で対応したことや、課題などを話し合った

記事が掲載されておりましたので、その辺も参考にさせていただきながら、順次、質問をし

てまいりたいと思います。 

まず最初に、全道で停電になりましたが、当町の状況はどうだったのか。時間であるとか、

地域・世帯数等が把握されていればお願いいたしたいと思いますし、停電の回復・復旧の情

報について、電力会社とどのようなコンタクトをとられたのかということについてお伺いす

るわけですが、昨年の台風のときにもちょっと長時間の停電というのがございましたけれど

も、通常ちょっと雷を伴った雷雨とかですと、大体二、三十分で停電も解消されるのですか

ら、少し我慢すれば良いのかなということもありますけれども、長時間にわたるということ

になりますと、回復の情報がとても重要になるかと思います。そんなことも含めて、まず最

初に、このことについてお伺いをいたします。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 当町における停電とその復旧状況でございますけれども、９
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月６日３時７分の地震発生後18分ころ、午前３時25分ころ全町で停電が発生し、その復旧に

ついては翌７日午前４時に、虻田地区、温泉地区の一部、洞爺地区の一部が通電され、その

戸数は4,213世帯となっております。また、午後７時には、富丘地区を除く地区が通電され、

その戸数が702世帯となっております。最終的には、午後８時に全町で停電が解消され、

4,927世帯、全てが通電されたところでございます。 

  北海道電力株式会社とは、従前から自治体専用ダイヤルにより、事故停電及び災害停電に

かかわる情報収集を行っているところでございます。今回のブラックアウト時におきまして

も、同様の手段により情報収集及び、町といたしまして早期復旧に向けた要請を行っている

ところでございます。また６日昼には、北海道電力室蘭支店長が町長を訪問し、停電の状況

と今後の見通しについて説明を受けており、その説明では、停電が報道されている以上に長

期化する見込みがあったことから、避難所開設の判断をしたところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） やはり住んでいる人からすれば情報がほしい、いつ回復するのか

ということで、やりとりはやられていたと思いますし、厚真火力発電所が被害を受けたとい

うことで、システム上、私たちには全くわからない、理解できない部分でありますけれども、

電力の供給バランスの不具合で全道で停電になったということでございますけれども、やっ

ぱり正しい情報をもらわないと、私ども住民としては動きようがないということがございま

す。あとでまた、情報の伝達の仕方については、後でお伺いいたしますけれども、だとした

らこの電力会社の送電システムまで言及するわけにはまいりませんけれども、私どもの住ん

でいる地域であっても、道路１本隔てて反対側の家は電気がついているけれども、道路の手

前側については電気がついていない。それは電線の配線の仕方によって、やむを得ないのか

もしれませんけれども、どうも素人では納得のいかないような、そんな状況が生まれていた

のも事実でございます。 

  要は逆に、時間帯がかなり分かれて回復していますけれども、たとえば公共施設、病院、

信号機の設置してあるところ等々が、復旧する上での優先になっているのかどうか、この辺。

電力会社のことですから、そこまで把握していないとわからないかもしれませんが、もしわ

かっていたらお教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） 今回の停電にかかわらず、停電時には町内住民からその復旧

状況ですとか、停電の状況、そういった確認が当町にも寄せられるところでございます。そ

ういった情報をもとに、北海道電力に早期復旧の要請を行っているところですけれども、北

海道電力といたしましては、停電発生後に全て１度に電力を復旧させると、復旧した際の負

荷がかかるというところから、段階的に通電しているというところで確認しております。 

  また、通電の際には、命にかかわるような病院とそういった施設につきましては、優先的

にと言いますか、早急に復旧するような手順で送通電をしているというところで、確認をし

ているところでございます。 
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○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） わかりました。この辺のことも、あとでまたもう１回触れたいと

思います。 

  次の質問に移ります。 

  先ほど、長期化するということで、避難所の開設に、ということで、このお答えもいただ

いたような感じになりますが、避難所の開設の判断の主たる理由は、判断基準ということで

すが、また場所の選定に当たり、食料、電源、備品等を考慮されたのかどうか、その中で今

後に課題はなかったということでございます。 

  今回は停電ということでございますが、津波であったり、噴火であったり、いろいろな災

害が想定される中で、それと同時に停電というのもプラスアルファで起こるということも、

十分考えられるわけですけれども、そのことによって開設の場所や、何カ所設置したら良い

かというのも、当然、決まってくるのだろうというふうに思います。それのまた避難所に開

設するに当たっては、やっぱり何日かということが想定されるのであれば、電源がちゃんと

十分なのかどうかということも当然必要になるでしょうし、お世話をするというか、当然、

職員の方の配置も必要になってくるのだろうというふうに思いますが、今の質問についてお

答えをお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 避難所開設に当たる判断でございますけれども、当初、報道

では停電は午前中に解消する見込みという報道があったことから、当町もそのような態勢と

して構築していたところでございます。 

  先ほどのご説明のとおり、北海道電力からの情報により、停電の早期復旧が見込めなかっ

たこと、また停電により自宅での生活が困難な方がおられることを想定したことから、避難

所開設をしたところでございます。避難所は町内３カ所と福祉避難所の１カ所の合計４カ所

を開設しております。また在宅酸素など、医療行為が必要な５名を洞爺協会病院へ受け入れ

要請を行い、受け入れをしていただいたところでございます。さらに、避難所開設とは別に

町民の情報収集手段の支援として、携帯電話の充電サービスを合わせて実施したところでご

ざいます。 

  また、避難所の選定に当たりましては、停電が数日間ということで長期化が予想されたこ

とから、避難してくる方の体への負担を考慮し、各地区で畳のある施設を選定しております。

避難所開設に必要な電源は、町保有の発電機のほか、町内事業者より緊急的に借用し、確保

しております。食料は、避難所ごとに炊き出しによる供給を行っており、防災資機材は役場

庁舎防災備蓄庫で管理しているため、各施設の備品等は、役場より搬送しております。 

  今後の課題といたしましては、従前の停電対策につきましては、停電地域から通電されて

いる地域の避難を想定していたところでございます。今回のような全町停電というものを想

定していたものではなかったことから、発電機の数が足りず、民間事業者の協力を得ながら

発電機を調達することはできましたけれども、今後につきましては、このような大規模停電
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を想定し、避難所における電源確保に向けて、発電機を防災備蓄として整備するよう検討を

進めているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 全体的に初期対応ということで、この町に関しては私の聞いてい

る範囲では、評価は高かったというふうに聞いていますので、今、るる説明がある中で対応

は、迅速に行われてきているということも十分理解した上で、質問させていただいていると

ころでございます。 

今の非常用の電源のことでございますが、企業の協力を得たということでございますが、

座談会の中でもある自治体からは、企業や姉妹都市と防災協定をしっかり結んでいて、発電

機や食材や毛布等の提供をいただいているということも出ておりました。それから、携帯電

話の充電に関しては、所有している電気自動車を活用したというお話も出ておりました。そ

こで、当町には電気自動車が多分ないのではないかと思いますが、まず、その有無のことと、

防災協定を確か三豊市と結んでいただと思いますが、その辺で、実際は物の移動がなかった

としても連絡等があったのかどうかと、もう１点まとめてお聞きしますが、電気自動車の充

電する設備が本庁舎と総合支所とにそろっていますが、あの設備は自動車にしか充電できな

くて、その電源のそれ自体も電気がないと、動かないのであれば意味がないのですが、それ

が充電に活用できないのかなとちょっと思ったのですが、お分かりになればそのこともお答

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） 初めに、当町の公用車でございますけれども、電気自動車１

台保有してございます。また当町における充電器、自動車への充電ですけれども、設置場所

については洞爺湖町役場、洞爺湖文化センター、洞爺総合支所の３カ所に設置しているとこ

ろでございます。こちらの充電器につきましては、電力が必要というところから、停電時の

活用というのは、できない状況となっているところでございます。 

  また、姉妹都市の箱根町、友好都市の三豊市とは、災害時の応援協力による協定を締結し

ているところでございます。今回も両市町から、応援の確認がございましたけれども、当町

においては停電対応のみということで、具体的な支援につきましては要請をしていないとこ

ろでございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） わかりました。今後、車両の入れ替え等もあったときには、ぜひ

電気自動車というのも充電に使えるということで、頭の中に入れられていたほうが良いのか

なというふうに思いますし、企業のご協力をいただいて大変ありがたいということでござい

ますが、きちっとやれているかもしれませんが、それぞれの地域地域に、特に発電機に関係

すると思いますが、きちっとした協定を締結をして、災害時には協力をしていただくという

態勢をしっかり持っておくほうが良いのかなというふうに思います。 

  次の質問に移ってまいりますが、停電によるライフラインへの影響についてということで
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ございますが、ここの中ではそれぞれ飲料水、交通、運搬、テレビ、通信機器というふうに

ちょっと細かく分けながらお聞きをするわけでございますが、飲料水に関しては、上下水道

課長の篠原課長に私のほうからちょっと、変な噂が出たものですから、断水になるのではな

いかという噂が出たものですから、大丈夫かどうかの確認をさせていただきましたけれども、

伊達なんかは一部断水ということで、自衛隊の給水があったようでございますが、電力がな

くても本当に大丈夫かどうかということをもう１回確認したいということと、あと交通の中

でＪＲの遮断機の関係、この辺も経緯をちょっと説明をいただきたいということ。それから、

テレビ関係では、洞爺地区では通電された後でもテレビが映らなくなったのですね。原因は

バッテリーが切れたということでございますけれども、この方式の改善ができないのかどう

か。それから、通信機器の件では、行政の事務に、日常業務に課題がなかったかということ

と、これ通信機器と関係するかどうかわかりませんが、Ｊアラート、これが動かないとかと

いうことにはならなかったのか、ちゃんと機能できたのか。Ｊアラートは、どんなことがあ

るかわかりませんので、動く確認がされていたかどうか、この辺も含めてご説明をいただき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 停電によるライフラインの確保、また、その影響についてで

ございますけれども、飲料水につきましては、当町の大部分では自家発電により、通常の給

水を行うことができましたが、停電により一部ポンプの加圧ができない20カ所で、通常の給

水ができない状況となったため、上下水道課による給水活動を実施し、大規模な断水となる

など大きな混乱にはならなかったところでございます。 

  交通につきましては、停電発生直後からＪＲが運休となり、バスについても信号機が機能

停止となり、乗客の安全確保が難しいことから運休となったため、公共交通機関を利用する

一部の観光客が足止めとなったところでございます。 

  また、物流につきましては、ＪＲが貨物の輸送中止、また流通にも大きな影響が生じ、ト

ラックによる輸送についても停電によるガソリンスタンドでの供給、そういったところが滞

ったことに加えて、信号機が機能していなかったことから、交通安全の確保ができないこと

として、荷物の集配を行うことができず、町内のみならず全道で物流が止まった状況となっ

ております。 

  また、テレビにつきましては、停電発生から数時間後に町内でテレビが映らないなどの事

象が発生したところでございます。原因につきましては、中継局での停電発生後から常設す

るバッテリーにより、電源を確保していたところでございますけれども、停電時間が長期化

したことに伴い、バッテリーが枯渇し、地デジ電波を送信できない事象が発生したところで

ございます。 

  通信につきましては、停電時間の長期化に伴い非常用電源が枯渇し、町内一部の地域で固

定電話のサービスにも支障が出たところでございます。また、一部の携帯電話の通信会社で

は、停電時間の長期化に伴う非常用電源の枯渇により、局地的ではございますけれども、携
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帯電話のサービスにも影響が出たところでございます。 

  また、庁舎内の業務継続に関する部分でございますけれども、本庁舎につきましては、発

電機が設置されているため、手続等の業務を継続したところでございます。また、洞爺総合

支所、洞爺湖温泉支所につきましては、発電機が設置されていないことから、電話、またパ

ソコン等の機器類も停電により使えない事象が発生したところでございます。 

  また、Ｊアラートにつきましては、停電時のバッテリーを保有しておりますので、通常作

動、防災無線も含めまして、通常作動が可能な状況となっております。異常については、何

もなかったというところでございます。 

  また、ＪＲの踏切の関係でございますけれども、こちらにつきましては停電後ではなく、

地震発生後から踏切が下りたという事象が発生しております。そういった状況から、町内の

踏切５カ所に職員をそれぞれ山側・海側２名を配置して、避難と言いますか、車両の誘導を

行っております。併せて、ＪＲ北海道に確認したところ、手動で踏切を上げないでほしいと

いうことがございましたので、当町といたしましては、車の横断が可能な230号のトンネル、

または旧230号のＪＲとの高架まで車両の誘導をしたところでございます。その後、ＪＲ北

海道において、踏切１カ所をＪＲ職員によって手動で開放していただいたところでございま

すけれども、また、５カ所のうち１カ所は通常作動がしていたということで、残りの３カ所

を引き続き当町職員が踏切横断する可能な３カ所での車両誘導をしたところでございます。 

  現在、ＪＲ北海道と協議をしておりますけれども、今回、幸い津波警報、大津波警報、そ

ういった津波の警報が出なかったことから、住民の避難に対して大きな混乱はございません

でしたけれども、ＪＲ北海道の踏切につきましては、今回の事象が発生して津波警報が伴っ

た場合に、住民の命にかかわる問題でもございますので、当町といたしましては、この踏切

が地震発生後どのような状況になるのか、また、避難に必要な対策として、踏切から避難が

できる避難路としての確保として、どのような対策がとれるのか。現在、ＪＲ北海道と協議

をしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 遮断機のことは、町長からもいろいろ伺っておりましたので、今、

詳しくるる説明をしていただきまして、その状況がわかりました。やはりどんなことであっ

ても、この体験を踏まえて課題として残った部分については、ＪＲさんにしっかりとお伝え

し、課題の解決をして、この質問の趣旨がそういうことですので、町民の皆さんにきちっと

した対応を説明してあげなければいけないなということで、後でもう１回触れますけれども、

いずれにしてもＪＲさんにその対応のことをきちっと確認をしておく必要があるのだろうと

いうふうに思います。 

  ということで、みんな関連してくるので次の質問に移ってまいりますけれども、やはり通

信手段、要するに情報が流せないということが、一番この中で課題だったのだろうなという

ふうに思っておりまして、住民への情報伝達をどう行ったのかというところでございます。

例えば、避難所の開設が決まった。また、携帯電話の充電がそれぞれの支所等でできますよ。
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それから、停電がいつ回復するのかとか、この辺のことについてもしっかりと周知をしなけ

ればいけないのだろうということで、多分、防災無線か何かは鳴っていたような記憶がある

のですけれども、防災無線にしても聞こえる、聞こえないという課題もありますので、やっ

ぱりいくつかの手段を用意しながら、情報を伝えていかなければいけないのだろうなという

ことでございます。 

  隣の町では、ＳＮＳを使って情報発信したということもあるようですし、これはやったと

いうことではなくて、要望したらどうかということで座談会の中で出ていたのは、室蘭にあ

るＦＭ局をお願いして、情報の発信に努めたらどうかみたいなこともありましたけれども、

まず私どもの町としてどういう形で情報伝達をしたのかということと、先ほどもちょっと課

長触れていましたけれども、例えば地震によって津波が、たまたま今回は発生はないという

ことですけれども、その津波の発生する、しないというのは、発生後、数分して気象庁から

でしょうか、発表されるわけですが、通信手段が途絶えているわけで住民にはわからない。

津波は発生はありませんよ、安心して良いのですよということを例えば、特にいつも道路か

ら、電車から下のほうですか、津波の対象になる地域の人たちには、津波に関しては安心で

すよということを伝える必要があったのかなとちょっと思ったのですが、その辺も含めて情

報の伝達のことについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 今回の停電時につきましては、町から避難所開設の情報、ま

た携帯電話の充電スポットの開設情報、また水道の断水の状況、そういった状況を防災無線

を初め携帯電話の緊急速報メール、また車両広報などさまざまな方法により、情報伝達した

ところでございます。 

  また、避難行動要支援者の皆様につきましては、全員と連絡をとり安否確認、また避難所

開設情報等の情報伝達並びに入所などの支援、そういった確認をしたところでございます。  

また、津波警報が発表された際には、Ｊアラートと連動されておりますので、当町の防災無

線から住民にお知らせするようになります。また、エリアメールと言いますか、防災メール

の情報で、全町にも津波の情報が伝達されることとなっております。 

  また、津波警報、大津波警報に関しましては、Ｊアラートの放送の中でサイレンが伴うよ

うになっております。こういった災害時に、命のかかわる情報伝達につきましては、Ｊアラ

ートにおいてサイレンが伴う放送となっておりますので、サイレンが鳴った際には、テレ

ビ・ラジオ、またそういったメール等を確認いただいて、その災害の情報を情報収集いただ

くこととしております。 

  また、Ｊアラートにおける地震発生後の津波の、ないという情報ですけれども、現在、そ

のような放送はございません。実際には、地震発生後の津波の部分につきまして、あった場

合については情報伝達しますけれども、津波がない場合については、町としての情報伝達は

現在していないという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 
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○１３番（五十嵐篤雄君） ちょっとその辺の仕組みも、私も理解不足だったかもしれません

が、確かにＪアラートで、津波の発生を知らせるということのシステムになっているという

ことでございますけれども、かといえ停電になっている、テレビや何とかがつかないという

状況だから、ちょっと逆に心配になったということで、やっぱり場面場面、状況状況でＪア

ラートが鳴らなければ、大丈夫だという判断が本当にできるのかどうか。この辺ももう１回

検証した中で伝えるべきものは伝える、状況が状況なだけに伝えることも今後の対応として、

考えておくことも必要になのかなというふうに思います。 

  次の質問に移ってまいりますが、観光の町として、特に外国人の観光客への対応が問題な

くできたかということでございます。 

  温泉街につくられた避難所にも、数名の外国人の方がいらしたということも伺っておりま

すけれども、各ホテルの対応、それからこれちょっと賛否両論がありましたが、ロングラン

花火が次の日の夜に開催されたということ、これは観光協会の決断だったということを聞い

ておりますけれども、もし観光課が何かでこの辺の開催の決定の経過等も、もし把握されて

いるのであればお聞かせ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） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 外国人観光客への対応につきましては、町民と同様に、避難

所で受け入れるとともに、外国人観光客の情報収集するための通信手段として、ＮＴＴドコ

モへ緊急要請をして、洞爺湖温泉に開設した避難所にＷｉ－Ｆｉ設備並びに充電設備を設置

したところでございます。 

  なお、外国語対応といたしまして、英語対応の職員２名を避難所に配置し、また、そのほ

か観光協会案内所でも３名の外国語対応による案内を行っております。 

  また、ホテル等の宿泊施設におきましては、行き先を失った外国人を含む観光客が、多く

受け入れをしていただいたところでございます。中には大広間等を開放し、外国人観光客を

受け入れていただいた施設もございます。以上でございます。 

○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） 洞爺湖温泉観光協会において９月６日、８時45分からのロング

花火大会の打ち上げの部分でございます。 

  洞爺湖温泉観光協会においても早朝から避難されている観光客の対策、いろいろやってい

たところの中で、まず一つは、札幌・千歳方面に帰られるほうが良いのではないかというお

話の中では、そちらのほうに行ったほうが、なお混乱を招く状況はということで、いろいろ

ホテル業界においてもまた観光協会においても、やはり観光客を安心して泊まっていただけ

るような対応を、先ほど佐野課長が言ったとおり、対応したところであります。そうした中、

夜花火を打ち上げる、打ち上げないという判断をいろいろと検討したところですけれども、

町の中、真っ暗な状況の中、不安を抱いて観光でお泊まりになっている方も多くいる中では、

電力、打ち上げ船では使いませんので、そちらのほうで少しでも花火を見ていただくことを

したら良いのではないかと。また、災害ある中で、こういう花火はいかがなものかという話



－90－ 

もいろいろ出たところでありますけれども、花火自体が送り火というふうなもののたとえも

ある中で、そういうした部分でもその日は上げていくべきではないかという観光協会の判断

をしたところであります。 

  その後の反響でありますけれども、私どももいろいろな反響があるのではないかという不

安もあったところですけれども、逆に大半の方々が上げて良かったのではないかというお話

をいただいておりまして、ＳＮＳにおいては、１万2,000ツイートの「いいね」という形の

中でのツイートをいただいたところであります。結果、良いか、悪いかというのはいろいろ、

個人個人の考え方がございますところですけれども、観光協会としてはやはり留まっている、

寂しい思いをしている観光客に、少しでも心の灯を灯していきたいという中で花火を打ち上

げた判断でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 私も別に花火を批判をしているわけではございません。むしろ観

光協会の決断に敬意を表しているというか、良い判断だったなというふうに評価をしている

ものでございます。ただ、今後の対応の中で、Ｗｉ－Ｆｉも設置は云々というのがありまし

たけれども、観光協会のほうからでも、携帯の充電やＷｉ－Ｆｉについての来年度予算の中

の要望も上がっているようでございますけれども、この辺の対応については、どのように考

えていらっしゃいますか。 

○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） 当町、洞爺湖温泉のＷｉ－Ｆｉ設備でございますけれども、

現在、整備の施設につきましては、バッテリーを搭載していないということで、今回の停電

時には、そのＷｉ－Ｆｉが使えない状況となっておりました。 

  外国人につきましては、Ｗｉ－Ｆｉがなければ自国への安否確認、また災害情報そういっ

たものが、全く収集できなくなる状況でございます。今回、ＮＴＴドコモの支援を受けて設

置したＷｉ－Ｆｉにつきましては、設置後から自国との連絡態勢がとれたということで、非

常に有効な情報手段を確保できたと、ご意見もいただいているところでございます。今後に

つきましては、外国人観光客に対しましては、特に当町におけるＷｉ－Ｆｉ施設については、

停電時も使える施設として改修できないか、現在、検討を進めているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 検討を大いにお願いして、しっかりまとめ上げて、これ最後にま

たお話ししますけれども、町民の皆さんにお知らせをするという形まで持っていっていただ

きたいというふうに思います。 

  次の質問に移りますが、11月から12月にかけて、それぞれの地区で町政懇談会が開催をさ

れました。おそらくそれぞれの地域で、この停電に関してのいろいろな課題であり、要望等

が寄せられたのではないかというふうに思います。私、ちょっと所用があって地域の、地元

のところには出席できなかったものですから、後で出席した方にお話を伺った中では、やは
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り電気の確保、避難所の、要するに非常電源の関係が、話が出ていたということを伺ってお

りますけれども、今まで質問のやりとりをやっていた中のものであれば結構ですが、それ以

外に町政懇談会で住民の皆さんから寄せられた参考になるような提言等があれば、お示しを

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） 本年度の町政懇談会におけるご意見でございますけれども、

停電の際の復旧が地域ごとに異なる点、これを改善してほしいというご要望。また、公共施

設の発電機の設置状況、その状況の確認。また、今回の災害に限ったご意見ではございませ

んけれども、防災無線が聞きづらいといった３点のご意見が上げられております。 

  １点目の停電の際の復旧状況が地域によって異なる点につきましては、先ほどもご説明い

たしましたけれども、復旧時に１度に全ての通電をせず、支障が発生しないか段階的に通電

しているということで、北電と確認をしており、町としては早期復旧に向けて要請を行って

いるというところで回答させていただいております。 

  ２点目の公共施設の発電機設置につきましては、避難所開設並びに各支所の業務継続に今

回支障をきたしていたことから、今後、備品計画として整備を進めることとしております。 

  ３点目の防災無線も先ほどと重複するところではございますけれども、屋内で防災無線が

聞きづらいといったご意見がございました。これまでもご意見をいただいているところでご

ざいますけれども、災害時の情報伝達手段といたしましては、防災無線のほか広報車両、Ｆ

Ｍラジオ、エリアメールといった車内で聞き取れる情報伝達手段を確保しておりますので、

緊急時、命にかかわる情報伝達についてはサイレンが伴いますので、サイレンを確認した際

には、ラジオも含めて情報収集をお願いしているところでございます。 

  なお、津波避難訓練の際に、住民に確認しておりますけれども、防災無線の言葉について

は聞き取れないというご意見はあるのですけれども、サイレンについては、消防のモーター

サイレンも一緒に鳴らしているので、サイレンについては聞き取ることができるというとこ

ろは、これまでの訓練の際に確認しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 今、電源の件が話ございまして、設置の方向で変えているという

ことでございますけれども、本庁舎に私も地震後来ましたけれども、非常用電源が、もとも

と建設時から備わっていることで、ちょっと薄暗いですけれども、機能はしっかり持ってい

るなということを感じておりましたし、例えば、ただ洞爺総合支所は支所機能も当然必要な

のですが、充電のための小さな発電機で、携帯用の充電ですね、小さな発電機を用意しても

らって、しっかり頑張ってやっていただいておりましたけれども、ここの本庁舎が機能しな

いということになると大変なことになりますが、洞爺の消防の出張署であるとか、総合支所

がひょっとしたら本部機能を持つようなケースも考えられることから、少なくても総合支所、

それから温泉の文化センターですか、にはかなりのワット数と言ったら良いのでしょうか、

かなりの作業がこなせる発電、非常用電源が必要なのかなと思いますけれども、どのぐらい
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まで機能を持たせるかというところまでは、まだ、行っていないのでしょうか。設置は、方

向するという方向で決まっているのでしょうけれども、どの程度までの規模の非常用電源に

なるかどうかというのは、まだなのでしょうか。ちょっと伺いたいと思います。 

○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） 業務継続に係る機能確保において、各支所に設置する発電機

でございますけれども、発電機につきましては、明かりですとか、外部電源、コンセントで

つなぐというところではなくて、現在は施設に直接発電機をつないで、通常のコンセント、

または電源が施設としてつくような方向で検討しております。その容量につきましては、現

在、検討中ということで、まだ、そこまでの具体的な容量までには検討に至っていないとこ

ろでございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） それは大変心強い話なのですが、仕組みとしては、簡易な発電機

を燃料使って、発電機は燃料を使わなければいけないかもしれませんけれども、小さいのを

いくつかそろえてそこから電源を取る仕組みよりも、はるかにそれぞれのコンセントから使

える方式と今聞きましたので、そっちのほうが使い勝手は非常に良いということですが、容

量の関係で全て電源が確保できるわけではないと思いますので、その際には、やはりどうし

ても電源を確保した上で、どの業務、どのことから先に電源を充てていくかという優先度を

決めておかないといけないのかなと、今、ちょっと思ったのですけれども、その考え方だけ

しか申し上げませんけれども、その辺もしっかり電源を確保するというだけのことではなく

て、どの仕事から電源を充てていくかという優先度をしっかり確保する必要があろうかと思

うのですが、もしコメントがあればお願いしたいです。 

○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） 業務継続に関する優先度でございますけれども、現在、本庁

舎の非常用電源につきましては情報通信の電源、また、住民サービス、窓口にかかわる電源、

また、各課においても使える電源というものも限られておりますけれども、業務継続にかか

わる情報通信、また、住民サービスにかかわる電源確保とというものを現在本庁舎にしてお

りまして、今後、設置いたします各支所におきましても、そういった視点での検討を進めて

いるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） わかりました。 

それでは７番目に、次の質問に移らさせていただきます。 

  地震による被害はなかったものの、停電により想定外の課題が発生をしたところです。広

域で連携すべきもの、道や国へどう働きかけていくのかという質問でございますが、先ほど

の電気の問題、それから鉄道の関係、あとはＦＭ局等の関係は、これはお願いに行かなけれ

ばいけない部分かと思うのですが、これは当町に限らず、せっかく３市４町で共同して問題

の認識を同じくしたわけでありますから、伊達の火発もこの地域にあることから、一緒にな
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って広域連携でもって問題点、課題を整理した中でしっかりそれらの電力、ＪＲ等にお願い

に行くなり、要望しに行くという、これが連携してやったほうが力が大きくなるのではない

かなというふうに思われるので、その辺のことのお考えがあるかどうか。 

  それから、いろいろな発電機等の災害に対して、強いまちづくりが期待されるわけですけ

れども、いろいろな意味で財政のことやら仕組みのことやら、いろいろな不具合が出てきた

ことに対して、この町、自治体、単独の自治体では処理しきれないもの等があれば、これは

やはり北海道なり国に要望していかなければいけないことなのかなというふうに思っており

ますけれども、もしそういうものが今現在あれば、お教えいただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 今回の災害におきましては、やはり全町大規模停電というと

ころで、こういった対応につきましては、当町のみの問題のみならず国も含めて、今後、対

応いただきたいというところでは、広域的な要請というのは必要かと感じているところでご

ざいます。 

  また、ＪＲの踏切の問題につきましては、住民の命と直接直結するところから、現在も既

に要請はしておりますけれども、現在、各種要望活動につきましては、３市３町が連携する

室蘭地方総合開発期成会、そういった要望している機関もございますので、そういった機関

とも連携しながら、３市３町連携して今後も取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） ぜひ連携して取り組んでいっていただきたいと思います。また、

ＪＲさんはエレベーターの設置の件もございますが、遠慮しないで要望していったら良いな

というふうに思っておりますし、言い忘れましたが、胆振振興局なんかもしっかり協力をし

ていただいて、また連携の中に加わっていただいて、要望活動を続けていくということのほ

うの必要性もあるのではないかなというふうに思います。 

  次に、最後の質問に移ってまいりますが、これらの体験を通じて課題を改善し、解決する

ことが教訓を生かすことになると思います。自助・公助・共助とよく使いますが、もちろん

今回のことを踏まえ、各家庭では電気を使う、これ寒い時期ではなかったものですから、良

かったのですが、各家庭で電源の要らないストーブを用意しなければいけないとか、いろい

ろなことを言っている方もいらっしゃいました。いわゆる自らがやらなければいけないもの、

準備しなければいけないもの、これは自分でそうやって考えれば良いことかもしれませんが、

自助・ともにやる共助・公助とうまく分類をしながら、こういうことを用意したらいいです

よということを逆に全体を整理する中で、自助の部分はそれぞれの人がやることだからでは

なくて、こういうことの備えが役に立ちますよとかというものがあれば、しっかりお伝えし

てあげるべきだなというふうに思います。この辺につきまして、最後の仕上げとして整理し

てお伝えしなければ、この体験・経験が教訓として生かされないということになります。 

  こういうことを取りまとめてやるということは、一番の目的は町民の皆さんのまず生命を
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守るためにが第一義でございます。それを守った上で、一日も早く元の生活に戻れるように

援助していくということだと思います。今までいろいろ質問をさせていただいて、経過を説

明していただきました。課題も説明していただきましたし、その対策についても検討中のも

のも含めて、お答えをいただいておりますけれども、その辺もしっかりと整理をして、でき

たら先ほど言いましたけれども、自助・共助・公助、別にまとめ上げたほうがわかりいいの

かなというふうに思います。このことについてもお伺いしたいと思いますので、よろしくお

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） 今回の大規模停電に関しましては、比較的暖かい時期であっ

たことや、また当町では大規模な断水が発生しなかったことを考慮しても、24時間以上停電

が続く中で大きな混乱につながらなかったのは、毎年、日本各地で相次ぐ自然災害を受けて、

平時から住民の防災意識、こういったものが訓練も含めて取り組みを進めているところから、

住民の意識が高くなってきているものと感じているところでございます。 

  いずれにいたしましても、町では引き続き命を守る防災、これを第一の取り組みといたし

まして、自助・共助・公助の枠組みを確立し、地域と連携した町全体の防災体制の強化を推

進していくこととしております。自助につきましては、３月にも啓発のリーフレット・パン

フレットを配付しているところでございますけれども、今後も引き続き自助としての取り組

みにつきましては、町としてもしっかり啓発をしながら、その取り組み評価に向けて住民の

皆様に協力をお願いしたいと考えております。 

  共助の体制につきましては、先日の町政懇談会でも町民の皆様へお願いしておりますけれ

ども、自治会へ自主防災組織を設立いただき、その自主防災組織と町との間でしっかりと、

地域との連携を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

公助につきましては、避難所の態勢、また情報共有体制、そういった公助として必要な体

制につきまして、改めて今回の災害を教訓といたしまして、今後、しっかり住民に情報提供、

また避難所での入所、そういった体制整備につきまして、しっかりと対応していきたいと考

えているところてございます。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） そのようにまとめていただきたいと思います。自然の災害という

のは、私どもの人間の力では防ぐことはできませんが、災害に強い、負けない町をつくって

いくには、このようなことの教訓をしっかり生かした中で、皆さんが対応できる形をとって

いくということが大切かと思います。 

  せっかく町長お見えなので、最後になりますが、３市４町の座談会にもお出になって、洞

爺湖町の現状についても述べられておりました。特に、外国人の対応の件やＪＲの遮断機の

件についても、この町の特色として、その対応についての説明をされておりました。このこ

とも含めて、他の自治体の長の方々の意見なんかも伺っていると思いますので、総括をして

いただいて、この災害に負けない洞爺湖町づくりについての最後のコメントをいただきたい
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というふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 災害は本当にいつ、いかなる時に起きるかわからない、そんな中、今、

日本各地で多種多様な災害が発生しております。今回の場合、北海道で大きな地震災害があ

って、なおかつ、全道的に停電になるブラックアウトというのが発生してしまった。特に、

このブラックアウトについては、今、北電のほうも政府のほうといろいろ、または道のほう

とも協議しているようでございますが、特に北本連携、いわゆる本州のほうから電力のバッ

クアップ機能、こちらのほうも大分、金がかかるようでありますけれども、やっぱりしっか

り構築してもらいたいなと。 

  それと、厚真の発電所だけに頼るのではなくて、いわゆる再生可能エネルギーの中で多種

多様な、いわゆる石狩のほうでも火力発電所が建設されている、それも稼働するというふう

なこともあるようですけれども、まずはブラックアウトをもう２度と起こさないのだという

体制づくりをしっかり構築してもらいたいな、まずは思っております。また、それに向けて

全道の市長会、あるいは町村会のほうとも連携をしながら、北電のほうに強く申し入れをし

ていきたいなというふうにも思っております。 

  また、何年か前の登別のほうでの鉄塔停電で、やはり町内の方も非常に電気を使わないス

トーブを当時、確か相当の方がお求めになっていたかな、今回もそれはそれで暖をとる一つ

の手段として役立ってくれたのかな。何か山のほうへ行く方のお話を聞いたら、お湯を薪で

沸かして、薪ストーブでお湯を沸かして湯たんぽにお湯を入れ、それで暖をとっていたとい

う方もいらっしゃったようでございますけれども、やはり知恵と創意工夫を尽くして、これ

からも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。 

  また、座談会の関係でもございますが、いろいろな話が出ました。特に、伊達市長のほう

からは備蓄庫、共同の備蓄庫、これは前から皆さんが言っていることなのですが、せめて胆

振総合振興局において備蓄庫をつくってくれないか。そこにある程度の災害備蓄を備え、そ

こから何かあったときにはお借りし、また元に戻すというふうな備蓄庫、一つ一つの町の中

ではそれぞれが備蓄しているものありますけれども、それだけでは絶対足りないということ

もございますので、それはまた、この胆振管内は胆振総合振興局のほうと協議をさせていた

だいております。振興局のほうとしては、全道でまだ１カ所も振興局として設置していると

ころがないのだというお話なのですが、全道を代表して胆振総合振興局につくってくれない

かというお話をさせていただいているところでございます。 

  また、ＪＲの問題、これはやはり緊急、本来あってはならない問題だというふうに認識し

ておりまして、室蘭開発期成会だけではなくて、やはり北海道市長会、あるいは北海道町村

会、それと北海道を巻き込んでＪＲに強く申し入れしていかなければ、遮断機が下りていて

逃げられないなんていうことになったら、大変なことになりますので、実際うちの町も職員

が上げたという事例がございましたので、それは自分がやれというふうなことを命令しまし

たので、責任は私のほうにありますから、ＪＲから何だかんだ言ってきたら、また、こっち
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のほうはこっちのほうで対応していきたいというふうには思っておりますけれども、いずれ

にしてもこの問題もしかるべき機関には、しかるべきことは言っていきたいなというふうに

思っております。 

  また、私どもの町としてもできることの限りは、例えばさっきの発電機の問題ですけれど

も、洞爺総合支所、あるいは温泉支所のほうには自前で発電機、ここにあるような発電機は

恐らくないと思うのですけれども、それをコンセントと接続することによってパソコンも使

える、あるいは電灯も使える、そういうふうな態勢は、これからもしていかなければならな

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １３番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 以上で終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、１３番、五十嵐議員の質問終わります。 

  ここで昼食休憩をいたします。 

  再開を午後１時からといたしたいと思います。 

                               （午前１１時５３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。 

  ９番、板垣議員の質問を許します。 

９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ９番、板垣でございます。 

通告順に従って、一般質問させていただきます。 

  今回は、３件についての質問でございます。 

  最初に、世界遺産登録ということについてということで、当町は本当にすばらしい町です

ね。もちろん国立公園内にある洞爺湖温泉の地域だとか、また、ジオパークになっていると

か、本当にすばらしい景観もあるし、自然もいっぱいの町で、そういった中で今度は北海

道・北東北の縄文遺跡群を中心とした世界遺産登録を、ということで、10年ぐらいやってい

るのかな、いろいろな活動をね。その中で、今年の場合、かなり良いところまでいったのだ

けれども、最終的には、また登録目指して頑張りましょうということでやっていると思いま

す。 

  そういった中で、このことについては結構、私も含めてですけれども、町民の方もまたこ

こにおられる方もそんなにそんなに詳しくはないのではないか、でも世界遺産登録になった

とすれば、大変な町になるわけです。その辺のことを今までいろいろな苦労されてきたと思

いますけれども、町として今まで行ってきたとか、また取り組み、これからの取り組みにつ
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いてというか、それを初めに伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向けたこ

れまでの取り組みにつきましては、平成21年に縄文遺跡群世界遺産登録推進本部の設置、そ

れと世界遺産暫定一覧表への掲載が行われ、以降、登録推進に向けて北海道・青森県・岩手

県・秋田県の４道県と13構成市町が連携し、平成25年には文化庁へ推薦書案を提出し、推薦

決定に向けた要望を取り進めてきております。 

  これまで４道県知事による文科省への要望活動を初め、平成29年には国会議員で構成する

縄文遺跡群世界遺産登録推進議員連盟等による総決起大会、本年には縄文遺跡群の世界遺産

登録を目指す北海道議会議員連盟も加わっての総決起大会など、推進決定に向けてさまざま

な取り組みがなされてきたところであります。 

  なお、平成30年７月19日には、文化審議会におきまして、ユネスコに推進する候補として

縄文遺跡群が選定されたところでございますけれども、世界遺産登録数の増加などにより、

今年度からユネスコへの推薦案件、すなわち2020年の世界遺産委員会審査対象から、文化自

然遺産合わせて１国１件に制限されたことから、環境省から提出されました自然遺産、奄美

大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島との国内選考が進められ、残念ながら今年度の国内推

薦候補は見送るという結果になりました。 

  これを受けまして、縄文遺跡群の推進本部ではいち早く今後の取り組み方針として、平成

30年度の文化審議会の決定を踏まえ、これまでの取り組み方針を基本的に継続し、直近の機

会であります平成31年度のユネスコへの推薦と、平成33年度の世界遺産登録に向けて取り組

むこととしております。今後、洞爺湖町としても縄文遺跡について、広く情報発信に努め、

アプタフレナイの会などと連携を図りながら、縄文まつりの開催を通しまして地域住民を初

め、多くの方々が縄文に触れ、親しむ機会を創出していく取り組みにより、世界遺産に向け

た機運の醸成を図ってまいりたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、課長のほうからいろいろ、るるの説明ありました。大体わかりま

したけれども、本当に苦労されて、いろいろなこれまた難しい話いっぱいありまして、学者

先生がいたり、そのときそのときの審査の方法も違うという話も聞きますし、近隣では大島

教授、伊達市の、先生の話を聞くと結構大変、いろいろな部分で指摘もあったり何かという

ことで、いろいろあるみたいなので、その辺、私は素人なので詳しいことわかりませんけれ

ども、ただ、こういう縄文の関係で当町としてもいろいろな予算をつけたり、また、助成金、

補助金もらいながらいろいろな整備してきたわけです。 

  これは本当に本当に良いものにしていくには、やっぱり世界遺産・文化遺産ですか、登録

がなって、その前に整備もしていくのでしょうけれども、一つ冠がつくことによってかなり

違うなと、同じ遺跡として残す場面でもね。そういうことも私思っていて、これからもっと、

一番感じるのはあまりにも、ジオパークもそうだったのですけれども、町民にはなかなか浸
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透しきれていないなと。世界遺産になったとすればすごいと思うのですけれども、逆にジオ

パークという名前よりも。だけれども、その辺のところがもう少し地元というか、住民も近

隣の伊達市もそうなのだろうけれども、何かもう少しいろいろな部分で発信、行政方できる

ことを発信して、それに対していろいろな反応見たり聞いたり、またイベントやったりとい

うことだと思いますけれども、その辺のことをもう１回、フレナイの会を中心、それはそれ

結構ですけれども、行政も我々もそうなのですけれども、もう少しそのことについていろい

ろ勉強する場面があったり、また、知る場面があったりということがあっても良いのかなと

思いますけれども、その辺の考え方、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 縄文文化につきましては、日本の歴史と文化の成り立ちを知

る上で、欠くことのできないものであるだけではなく、自然と人間が共生し約１万年もの長

きにわたって営まれました高度に発展、成熟した文化、こういった世界史上希有な石器時代

の文化、こういったものを先ほど言いましたように、広く情報発信に努めながら、広く周知

を図ってまいりたいと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのとおりやっていただきたいと思います。昨日もいろいろな部分で

質問ありましたけれども、例えば人口減少も含め、また財源が足りないとかということ含め

て、良い話があって、それが本当になったとすれば、やっぱり人口減少なかなかうちらの遠

い洞爺湖町という田舎の町、ちょっと生活するのに大きな町と違って、例えば買うところが

あまりないとか何とかと若い人なんかよく言いますけれども、そういった環境、人口増加と

いうのはなかなか望めないのかもしれないけれども、交流人口を増やすというのは、これは

すごい、ほかの町より絶対できる要素というのはあると思うのです。交流人口だって、それ

が人が行き来して、そこでいろいろな人が交流していくことによって、やっぱり一つの財産

にもなっていくでしょうし、財源的にも少しはこの町のためにも税収としても入っていくだ

ろうしということで、交流人口を増やすということは、世界遺産も本当は本気になって、う

ちの町だけではないから大変なのですけれども、そういう努力をされていくべきだと思いま

すけれども、そういう形の中でやっていただきたいと思います。 

  関連して２番目に移りますけれども、町として景観条例が必要と思うが、町の考えはと、

突然出てくるのですけれども、これはある人に聞くと、そのものの詳しい方に聞くと、こう

いう世界文化遺産とかこういうものを指定してもらうには、町としての景観とか条例も必要

ではないかという話が聞いたことがあります。それでたまたまここに、私たち13人いる全議

員が、先日、姉妹都市の箱根町にお邪魔させていただいたときに、向こうの景観条例があっ

て、箱根町の景観条例、勉強させていただきました。そのときに世界遺産のことも含めてで

すけれども、当町としてこういうものがあったほうが絶対良いのだろうなと。もちろん国立

公園内だし、国立公園も有していますし、また、海があり山があり自然が、ましてやジオパ

ークという指定されている地域でもありますし、そんな中で私ども箱根の町へ行ったときに
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一番感じたのは、なるほどなと思ったのは、住民とのかかわり方だとか、それに対しての行

政のあり方、また補助金だとかそういうことも勉強させていただきました。 

  もう一つは、箱根なら５地域に分けて、湯元地域なら湯元地域の景観はこうしますとか、

仙石原なら仙石原地域の景観をこうしますとか、あと箱根地域、宮城野地域、温泉地域、５

つあるそうなのですけれども、当町で言うと、本町地域と温泉地域と洞爺地区地域みたいな

その中でそれぞれ、全く同じことではなくても今あった歴史とか情景だとか文化とか、同じ

洞爺湖町といえどもそこそこ違うわけです。それを大事にしながら、景観も含めて検討して

いったら良いのではないかなと思ったのです。私は、箱根町に行ったときに。それが、今度

世界遺産登録のときにも、条件の景観条例も持っている町ですよとなれば、良い条件に少し

はなるのではないかと思うのですが、その辺の考え方、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 平成30年７月に、北海道・北東北縄文遺跡群が世界遺産登録

の前提となります国内推薦の決定をした際に、文化庁・文化審議会からユネスコの諮問機関

による審査などに備えまして、いくつかの課題が示され、その一つとして構成資産を持つ各

市町における資産の保全に伴います景観計画等の策定を整えるように示されたところで、策

定に向けた取り組みが必要と認識しております。今後、貴重な資産を保全するための各種方

策を進めていくことになります。 

しかし、洞爺湖町は、ほかの地域と違って、入江貝塚並びに高砂貝塚は住宅地域内に位置

しておりますところから、他の地域と統一的な対応とは、別の課題もあろうかと思います。

資産の保全はもとより、住民の生活への影響等も考慮していかなければなりません。住民説

明などを通して、住民及び事業者に理解をいただきながら、地域の合意形成も必要となるも

のと思っております。そのためには、一定程度の期間が必要ではないかと考えているところ

でございます。 

景観計画等の策定においては、専門的な手法なども求められますところから、町長部局と

の連携はもちろんのこと、議会議員の皆さんとの協議、道、あるいは関係機関の助言などを

いただきながら進めてまいります。 

なお、既に道の主導によりまして、11月、12月に関係する担当者会議が開催されることと

なっておりまして、社会教育課とともに景観計画にかかわるところから、町長部局の建設課

から職員が出席しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 初めて聞きましたけれども、進めていると、これからも景観条例に関

しては進めていきたいと。多少、ほかの地域と若干違うので、時間はかかるかもしれません

けれどもという前置きありましたけれども、せっかくなので私、箱根も参考に行ってもらい

たいなと思っています。要するに地域地域に分けた感じと、ただ一律全部はなくて、そうい

うことは大事だと思います。 

  また、本町地域は本町地域で高砂貝塚のあるところというのは、住宅街だということも確
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かにわかっておりますし、その辺も住民の方にも説明とか納得とかいろいろなことあると思

いますけれども、含めてどういった形が一番良いのかということは、条例の中につくってい

ただきたいと思います。前向きには実際もうやりますということなので、これは様子を見な

がら私は見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次へ行きます。次、２番目、観光危機管理の充実についてということで、先ほども質問あ

りましたけれども、今回、ブラックアウトとか随分、話に出ております。その中でまず１番

目として、地域防災計画に観光旅行者に対する避難場所、また避難経路などの計画が定めて

いるか伺いますということで質問出しております。 

  これはどういうことかというと、私が見た限り地域防災計画みたいの、観光客に対しての

ことは１行とか１行半とかあるのですけれども、もっと具体的に、要するに今回質問したの

は、これからオリンピック・パラリンピックがあると、2020年。そのときに相当な、国とし

ても4,000万人ぐらいの観光客、外国人観光客をこの国に入れたいというような努力をする

やに聞いております。そんな中で町長がいつも言う、昨年度、うちの町としても宿泊客70万

人を超えましたということで、観光少しでも頑張ってやっていて、それが70万人、目標まで

達成しましたみたいなお話はよくお聞きします。 

  私も観光協会の一員として、そういう話はさせていただいていますけれども、その中で４

割ぐらいは外国人なのです。そうすると、この間の災害、どんな災害がわからない、始まり

のここの当町、虻田町時代は有珠山噴火のことで一辺倒だったのだけれども、その後に津波

だとか、停電だとか、地震停電ですね。そういうことがどんどんどんどん、いろいろな角度

からいろいろなものが増えてきて、もしくはもっと別な災害が、例えば台風だとか来る可能

性だってある。そんな中で外国人の方が、常に例えば1,000人泊まっていれば、1,000人と 

いうか、例えば１万人この近辺に泊まったとすれば、4,000人ぐらい外国人の方がいるのか

なと、今の数字でいけばね。だからその中で本当に防災計画、そのとき努力しますとか、そ

のときに対応しますとか、例えば旅館組合とお話ししてとかでなくて、きちっとした中で文

書化して残すべきだと思うのですけれども、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 外国人観光客に関しましての洞爺湖町地域防災計画の記載で

すけれども、第８章の火山災害対策計画第９節避難救出計画の中で、観光客の避難として定

めております。その中では、観光客の避難は原則として自力避難とし、移動手段の持たない

自力避難が困難な者については、住民避難と同様に、一時集合場所からバス等による避難と

することを定めております。 

  なお、その際の一時集合場所については、洞爺湖町文化センターとなっております。 

  また、地域防災計画では、外国人に対する対策として、言語・生活習慣・防災意識の異な

る外国人を要配慮者と位置づけし、災害時において迅速かつ的確な行動がとれるような環境

づくりに努めることとしております。 

  また、そういった意味では、現在、防災計画においては、火山災害対策における記載のみ
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となっておりますので、今後、地震、津波、その他の災害においても観光客に対する避難対

策について、どのようにしていくのか、しっかり検討を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 確かに検討していただきたいと思います。要するに一番心配なのは、

例えば、いざそういうこと起きました。どういう形かわからない、災害起きました。そのと

きにすぐ避難しなければいけないものなのか、そこにじっとしていただいたほうが良い場面

もあるかと思います。それが例えば、何となく避難所に行って、要するに自力、歩いていっ

てもらうということ等含めれば、それがホテルとの関係だと思うのですけれども、そういう

ことを含めてきちっと明文化して防災計画というか、その中にきちっと入れたほうが良いと

思います。 

  それで、その中で答弁の中に少しありましたけれども、次の外国人観光客への情報伝達と

か避難場所、また災害情報の多言語化など等必要と思われるが、町の考えはということなの

ですけれども、これから外国人の方がたくさん増えてきて、今で３カ国語ぐらいか、大体メ

インにしているところは、４カ国語ぐらいかな。そのぐらいでメインにしてやっているのた

けれども、そうでない方も来て、だんだん日本の言葉、本当にわからないような方が   

だんだん増えてきているのかと。全然、言葉は何お話ししているかわからない、英語も通じ

ないし、自分の言葉のことしか知らないかもしれないけれども、そういった中でもやっぱり

来てくださることにはありがたいことなのです。そういうことに対して、やっぱり多言語化

の、例えば部屋に呼べば、何かあった場合はとか、またフロントにとかそういうことも必要

と思うのですけれども、その辺のことというのはどういうふうに、いかがなものでしょうか。 

○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） 外国人観光客への災害時の情報伝達に関しましては、大きな

課題として言語対策が上げられているところでございます。外国人観光客の避難対策につき

ましては、やはり一つの町だけで解決できるものではなく、当町を脱出してもその後のＪＲ

の運行状況、航空機の運航情報など、北海道全体で対応しなければいけないところもござい

ます。現在では、気象庁の緊急地震速報の多言語辞書、日本政府観光局の災害発生時の避難

行動や多言語情報へのリンク、北海道の外国人向け多言語相談窓口など、外国人観光客が災

害時に必要な情報を入手できる手段も確保されているところでございます。 

  当町といたしましては、これまでの防災訓練において翻訳メガホン、またはスマートフォ

ンの翻訳アプリ等を活用した訓練を実施しており、昨年10月には有珠山噴火避難訓練と合わ

せて北海道運輸局と連携し、防災協定を締結しているホテルにおいて、外国人観光客の避難

訓練も実施しているところでございます。 

  そういったところから、今後も自然災害から外国人旅行者の安全確保をするための避難誘

導マニュアル、こういったところが北海道運輸局において、現在、作成をいただいていると

ころであり、また、自然災害時の緊急避難の多言語としてのポケットマニュアル、小さなマ

ニュアルとして避難経路も含めた、そういったポケットマニュアルも現在作成しているとこ
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ろでございます。そういったものを通じまして、多言語による一時集合場所までのルート案

内、そういったものを活用できるものを作成しているところでございます。 

  また、昨年の訓練では、ホテルから一時避難所までの移動、そういった移動すること自体

も、なかなか困難であるというご指摘をいただいているところでございます。現在、ホテル

の耐震化も進められているところでございますけれども、耐震化が完了したホテルでは、今

後、一時集合場所として位置づける、そういった一時集合場所のあり方についても今後、し

っかり検討してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 大体わかりました。要するに、せっかく来た方が不安にならない、ま

た来てもらう、安心だと。災害というのは、そうそういつもいつもあるものでないですけれ

ども、洞爺湖町、洞爺湖温泉というのは本当に安心なところ、観光地だというふうに思って

いただくことも大事だと思います。 

  それで、それが使わないのが一番良いのだけれども、本当に万が一にはそういうこともあ

ります。ちゃんとそういうのを準備していますということが、一番大事だと思いますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。また、最後のほうにホテル、耐震化が済んだホテル

とかとお話ありましたけれども、それは協定とか何かは結ぶのですか。 

○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） 現在、２軒、大規模ホテルの耐震化を予定しておりますホテ

ル２軒と、既に防災協定を結んでいるところでございます。なお、避難所の指定につきまし

ては、災害における安全性の確保の観点から、耐震化が終了した段階で、町防災計画への避

難所としての位置づけをしていく方向で調整を進めているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） わかりました。そのとおりきちっとやっていただければと思います。

話くどいですけれども、いざというときのためにということで、今回の議会も９月の議会も

そうでしたけれども、そういうお話がたくさん出ております。そういったお話、ここで私が

質問して、行政側からのいろいろな答弁があって、それで結果的にまた何かあったときに、

結局、前と同じだとなったら本当に大変なことなので、その辺をきっちりやっていただきた

いと思います。 

  次、３番目に移りますけれども、（３）ですね。これ、話、がらっと変わるのですけれど

も、危機管理というか、万が一、例えばこれは泥流が流れた場合ということなのですけれど

も、温泉地区の流路工、正式名称が札幌西山川砂防流路工で、壮瞥側が小有珠川砂防流路工

と言うそうなのですけれども、ここのところ皆さん承知のとおり何十年も、あそこに中に木

生えたり、草生えたり、これはきっと北海道の仕事なのだと思いますけれども、見た目も悪

いし、万が一、何か流れてきたときに詰まって、あれがまた別な場面に災害になっても困る

わけで、それだったらきれいにすれば良いでしょということになるのです。 

  何回かいろいろな話の中でそういう話もあったのだけれども、一向に進んでいないと。も
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う１回取り上げましたけれども、何とかああいうものを、こういう危機管理だとかいろいろ

な部分でお話出ているときに、ぜひあれを１回きれいにすべきだと。そして何十年かかった

ら、また同じことになるかもしれませんが、それはそれでまたそのとき考えれば良いという

ことで、とりあえず１度きれいにするべきと思いますけれども、その辺の考え方、いかがで

すか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 洞爺湖温泉地区の流路工についてでございます。 

  今、議員からお話がありました流路工でございますが、洞爺湖温泉地区に実に３カ所ほど

ございます。今、お話がありました西山川砂防流路工と小有珠川流路工、そのほかに壮瞥よ

りのところに小有珠川右の川流路工と言いまして、端っこのほうにももう１個ありまして、

合わせて３カ所となってございます。 

  この流路工は、今、お話がありましたように、昭和52年の有珠山噴火災害において泥流災

害対策として工事が実施されまして、平成12年の有珠山噴火災害におきましては、熱泥流が

この流路工を流れて、湖畔に達したという経緯もございました。現在の流路工でございます

が、議員から今お話がありましたとおり、下流の部分については草木が多くあることから、

今後の災害においても流下能力の低下も懸念されるところもあります。 

  また、あの地域は、議員も今話ありました風光明媚な洞爺湖温泉地区の景観を楽しみに来

るお客さんが訪れるところでございます。この流路工については、その流路工の草が生えて

いるということ自体は、やはり気を使っていただきたいと思っておりますので、北海道に適

切な管理と、それから流路工がある景観に対しては、特段の配慮をいただきたいということ

で、強くお願いしてまいりたいと考えているところでございます。 

  また、ほかにも北海道が管理している泉地区の板谷川とか、月浦地区の月浦川の砂防施設

も、浚渫も合わせてお願いしてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 町でやっても良いような気もするのですけれども、何か持ち主がどう

だということになると。要するにみんなあの景色に慣れてしまってから、あまり気にならな

くなってきて、自分たちもちょっと怖いなと思うのですけれども、初めて見た人は、あそこ

何で木生えているのですかとか、私も地元にいますのでよく聞かれますから、やっぱりいざ

というときのためのこともありますし、また景観というのもあります。 

  あれを一般の方が、例えば景観の良いところに草ボウボウ生えて、木伸ばしていたら、誰

か彼か必ず注意するような気するのですよね。ところが北海道だから仕方ないか、みたいな

話ではないと思うので、観光地としてもあるし、危機管理という部分もありますし、その部

分で北海道にぜひ早急にやっていただきたいと思いますけれども、その辺は、大丈夫ですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 先日、お願いしに行ったところでございまして、実は北海道に
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は基準があるそうでして、正確に言いますと、土砂が30％、阻害率が30％以上になると、実

施するというようなかなりハードルが高い状況でございますので、現状ではそんなにいって

いないのは見てのとおりなのですが、この時期に見ると、草木があって、底盤が底が見えて

いる状況でございますので、土砂の堆積に対しては難しいという話はあるかもしれませんけ

れども、実際に草木が下流の部分に柳の木のようなものが生えてきておりますので、そうい

うものについては撤去可能だということを言っていただいていますので、何とかまずは美観

上のことも含めて、早急に対応していただくようにお願いしてまいりたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そういう話でしたら、そのとおりやっていただきたいと思います。た

だ、素人考えですけれども、30％もたまって掃除するのだったら、10％ぐらいでぱっとやっ

たほうが、１時間で終わる仕事が３時間とか、２日も３日もかかるかもしれないということ

だから、本当はさっさとやったほうが良いと思うのだけれどもというような、普通の人はそ

う思うわけです。だからその辺も含めて、部長のほうからそういう話が聞きましたので、ぜ

ひ早急にやっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

  それと危機管理。ここに通告ないのですけれども、先日、私、１週間前ですけれども、洞

爺地区の財田のほうにちょっとお邪魔したときに、先ほどちょっと確認したのですけれども、

役所側に確認したのだけれども、熊の足跡があったという話、聞いたのです。それは見た人

から聞いたのだけれども、僕はそうなのだと思って、役所のほうは知っていると思って先ほ

どちょっと確認したので、聞いていないと。そのときに言われたことは、財田地区のあの辺、

財田の集会所のほうから川のほうに上がっていく一本道ありますよね、あそこ真っ暗で、水

銀灯というか、防犯灯１個もないというような場面が続いているのです。 

  あそこ入り口のところに集会所ありますけれども、たまに葬儀というかお通夜とか告別式

やるときあるのですけれども、私、２、３回行ったことあるのだけれども、確かに夜、例え

ば駐車場すぐいっぱいになるので、道路に車停めると、200メーターぐらい奥まで車１列に

並んでいて、停めると真っ暗、どこ歩いているかわからないぐらいですよね。そういったと

ころで、まして熊の話まで、住民の危機ということも含めて、２、３本でも良いから明かり

ぐらい、少しぐらいあったほうが良いのではないかなと私も思いましたので、今回この中に

つけさせていただきますけれども、その辺の考え方、いかがでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 今、議員のあったところについては、たしか財田早月線か

なと思うのですけれども、洞爺地区におきましては、私、支所長やりましてから各自治会か

ら街路灯の増設とか、そういう要望はちょっとない状況で、今回初めて聞きました。洞爺地

区におきましては、この地区についても農村地帯ということで、家が点在しているという部

分の中においては、なかなか街路灯が少ない状況でございます。この路線につきましては、

今、記憶で申しわけないのですけれども、集会所のところに１カ所と、あと確か親水公園の

駐車場の下のほうに１カ所、２カ所の街路灯があるのかなということでございます。現状と
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しましては、その辺、自治会長からもちょっと状況を聞きながら、今後、どういうふうに取

り組んでいけばいいか、検討をさせていただきたいなということでございます。 

  また、熊の状況なのですけれども、支所のほうには、そういうご連絡をいただいたことは、

今年は１回もございません。また、警察のほうからもそういう通報というか、ご連絡をいた

だいたこともないということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 連絡ないということなのですけれども、私、たまたま聞いて、その人

から聞いたときはそう思います。連絡行っていると思っておったのですけれども、それと熊

の話はさせてもらうと、今回、出てないとしても、いつ出るかわからないということは、熊

も最近あちこち出ていますので、人が住んでいるところ、あまり真っ暗い状況が続く場面は、

あの辺、家、順番にありますので、少しでも明かりがあったほうが、防犯対策にもなるのか

なと思って質問させていただきました。自治会長さんとも話、検討していくということなの

で、そのとおりやっていただきたいと思いますけれども、とにかく命が一番大事だというこ

とを含めて検討していただきたいと思います。 

  次に行きます。次、乳幼児健診についてということで質問させていただきます。 

  今回の質問ですけれども、乳幼児健診の医師健診アンケートの目の項目に、白色瞳孔を追

加するべきと思うが、町の考えはということです。白色瞳孔というのは、網膜芽細胞腫とい

う目のがん、小児がんなのですけれども、１万5,000人から１万6,000人に１人という、確率

はあまり高くないのですけれども、そういう小児がんだそうです。そのときに医師のアンケ

ート等に、例えば目が白いとか何とかというのを一つ、つけるだけで早期発見につながると

いうことを聞いたので、これぜひやってもらいたいと思って質問させていただきました。  

現状の今の当町としてのそういう健診についての中身をお聞きしたい、回答いただければと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 原健康センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 現在、行っております当町の乳幼児健診の際の目に関

する項目でございますけれども、７カ月、12カ月健診、１歳６カ月、３歳児健診におきまし

て、医師の診察の前に保健師が保護者との問診で、目の心配があるかどうかを確認しており

ます。この問診票につきましては、保健師が診察に同席いたしますので、問診票を医師に確

認していただき、診察していただく手順となってございます。 

  現在、洞爺湖町で行っています乳幼児健診は、母子保健法に基づきまして生後４カ月、７

カ月、12カ月、１歳６カ月、３歳児健診を行うこととなっておりまして、１人のお子さんが

３歳までに５回の健診を受けることになっております。 

  乳幼児健診では、発育の状態や病気、障害などの有無につきまして、総体的な健診を行っ

ているところでございますけれども、乳幼児健診を実施するに当たりましては、母子健康診

査マニュアルに基づき行っており、このマニュアルの中には目の項目に網膜芽細胞腫もござ
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いまして、医師は、この項目に沿って目の診察を行っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） だいたいわかりました。再度、白色瞳孔というのは、私も医者ではな

いのであまり詳しいことわからないのですけれども、これを健診の項目に入れることによっ

て、別にお金もかかるわけでないですし、１項目入れるだけだから。そのとき早期発見につ

ながるということで、だから小児がんの早期発見につながることなので、うちの町、白色瞳

孔、追加すべきと思いますけれどもということの質問です。その辺の考え方、いかがでしょ

うか。 

○議長（佐々木良一君） 原健康センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 現在、行っています当町の乳幼児健診においては、診

察前に保健師と保護者の問診の中に、目に関する項目はありますけれども、これは目に関す

る全般的なものでございまして、白色瞳孔などの特定の疾患に特化した項目ではございませ

ん。医師は、マニュアルに沿って白色瞳孔も診察しておりますけれども、当町としては今後

の健診において、診察前の保護者と保健師の問診において、網膜芽細胞腫の初期症状であり

ます、白色瞳孔の有無についての問診を確認の意味で追加いたしまして、早期の発見に努め

てまいりたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） そのとおりやっていただきたいと思います。子供のこと、がんという

のは、小児がんというのは年間で２、３千人ということで、大人のがんに比べると数は少な

いそうなのですけれども、基本的には大事な命です。私たちの議会もがんで亡くなる、今年

２人おりますけれども、本当にこういう病気は早期発見で治るのであれば一番良いことなの

で、今日は目のことだけで質問させていただいておりますけれども、これからいろいろな部

分でこういう質問等も増えていくのではないかと思いますので、そういうのは行政側として

もしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

  町長、具合悪そうなので、町長から聞きませんけれども、それでは私の質問終わります。

大変ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、９番、板垣議員の質問を終わります。 

  ここで、１時50分まで休憩をいたします。 

                               （午後 １時３９分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは休憩前に戻し、会議を開きます。 

                                （午後 １時５０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。 
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○２番（越前谷邦夫君） ２番、越前谷でございます。 

これから、通告いたしました案件について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るわけでありまして、

できるだけ対局的に質問させていただきたいなと思いますが、今議会、今会議の理事者は体

調が少し思わしくないようでありますから、できるだけ課長答弁で納得してまいりたいなと

思っており、その点についてはあらかじめ申し上げておきたいなと思います。 

  さて、一番最初の胆振東部の地震後の防災対策についてでございます。 

  本来ならば12月議会というと、来年度の予算編成等々について伺って参るところでありま

す。今回の11番議員が述べられておりますように、継続事業はどうなのか、あるいはまた大

型事業、ソフト事業というものはどういうものあるのだろうかと、そして予算措置はどうい

う財政で予算措置していくのかというのが、12月会議での多くの質問案件になるのではない

かなと思っておりますが、あえて私は防災対策について質問をさせていただきました。 

それというのもまちづくりを進めていくのも住民の方々やら、あるいはまた、今日この会

場にいる方々の命あってのまちづくりということでございますから、これだけ未曾有の災害

が発生しておる昨今であるわけでありますから、あってはならないのでありますけれども、

いかに防災力を高める、あるいはまた減災力を高めるということに、今回の議会の中で情熱

を持って対応策をお願い申し上げたいなということで、案件を提案させていただきました。 

  平成30年の９月６日未明の胆振東部地震が発生し、道内全域停電、いわゆるブラックアウ

トを誘発、もしこの地震が厳冬期に起きたらどんな事態に直面するのだろうかと。公共施設

に自家発電等々の配備が急務と思うと、それと、包括的な対策を伺うということで質問させ

ていただくわけであります。 

  先ほど申し上げましたように、胆振東部の地震では、いわゆる41名の犠牲者が出たわけで

ありますし、そしてまた多くの、１万人を超える方々の被災を受けた家屋等々もありまして、

全壊・半壊は約1,980件に上るという、こういう非常に大きな災害が発生したわけでありま

す。私は、こういう災害発生状況を見たときに、何といっても今回の洞爺湖町のあるべき危

機管理というものは、非常に高く評価して良いのではないかなという総括を私自身はしてお

ります。しかしながら、こういう災害が発生して、多くの教訓を得たわけでありますから、

その教訓というものをしっかりと行政・議会・あるいはまた住民、三者一体となって検証す

ることが極めて重要でないのかなと思っております。行政だけが検証すれば良い、議会だけ

が検証すれば良いということではありません。これは三者一体となって検証を図って、その

教訓を生かして、あってはならないのですが、災害が発生した場合にはしっかりと住民の

方々の大事な命を守るという、財産を守るという、そういう手法をとるべきだと思っており

ます。 

  そこで私は、課長に質問をいたします。それは今回の災害が発生いたしまして、いろいろ

と全国的に、あるいは全道的に、胆振全体でもいろいろ胆振東部の地震後の防災対策は、住

民そのものもどういうところに対応を考えているのかというものが、データ的に出ておりま
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す。それを若干報告させていただきますが、第１番目は、保存食や水・防災用品を確保する

というのが半分以上であります。確保したというのが半分以上。それから、停電でも使える

暖房器具を購入したというのが約29％。それから、いつ何どき災害発生した場合に、どこに

どういう避難所はあるのかなという、避難所を確認した方が約18％。それから、自分の持っ

ておる家具を地震の場合は倒れないように固定をしたという方々が15％。それから、災害時

において連絡方法を確認した、いわゆる家族でどういう確認をすれば良いのか、あるいはま

た町内はもちろんのことでありますけれども、町外にいる方々との安否の確認をどうしたら

良いのかと、こういったことを家庭内でも話し合ったということで、この方々が約12％。そ

れから、地震保険などに加入したという、これまた６％であります。それから、近所の方々、

近所の方々に助け合いの、お互いの助け合いの相談、いわゆる共助の相談を話し合ったとい

うのが約１％で、その他が９％ということであります。 

  その中で私は、あぁそうかと思ったのは持病の薬を、自分が飲んでいる薬を切らさないよ

うに多めに保管しておくことが大切だと思う方が、非常に多いということであります。それ

から、カセットコンロなど、東京等々にいるそういった方々にコンロを確保したほうが良い

ぞと、そういう方々も非常に多かったようであります。いずれにしても私は、家庭内におい

て災害が発生した場合については、どういう連絡方法とって、どういう対応するかというこ

とをまず家庭内でじっくりと話し合うということが、極めて重要ではないのかなという気が

してなりません。 

  そこで一例として、先ほども触れておりますけれども、暖をとるポータブルストーブや、

温かい食事をつくるカセットコンロが有効なのであります。しかし、有効なのですが、これ

も難があるわけであります。地震の場合、余震によって火災などに誘発される場合あると、

したがって極めて注意をしなければならないことだと思っております。 

  それから、後ほども触れさせていただきますが、備えとして、いわゆる食料や水、あるい

はカイロなどを使った分だけ、補充するというその備蓄方法。先ほど、備蓄庫のことも出ま

したけれども、後ほど触れさせてもらいますけれども、それをローリングストックというの

ですね。そういう減った分を必ず次の災害に備えて補充するという、そのことを極めて重要

であって、忘れてはならないことではないのかなという気がします。 

  そこで洞爺湖町の場合においても、今日の一般質問の中でも触れておった方がおりますけ

れども、体の不自由な高齢者や障害者への支援、これは東日本大震災でも西日本の豪雨でも、

いわゆる要支援者が非常に死亡率が高かったと、死亡率が高かった。したがって、安全に避

難できる体制を整えることが急務だぞ、と思うわけであります。そこで今、国あたりは市町

村に要支援者の名簿作成を義務づけて、避難の支援者と避難場所を事前に決める、いわゆる

個別計画というものを策定するように促しているということであります。この個別計画とい

うのは、消防庁あたりの統括によると、名簿は道内においては、ほとんどの自治体で作成済

みであるということであります。これには間違いございませんか、課長。 

○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） 当町におきます避難行動要支援者の名簿でございますけれど

も、当町は既に作成済みとなっております。現在の名簿掲載者につきましては、100名とな

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） 100名の個別計画の作成を、名簿作成中であるということでありま

す。そこで伺いたいのですけれども、やっぱり行政だけが個別計画というものを把握してい

ても僕はだめだと思うのですよ。やはり自治会のほうに、自治会のほうにも個別計画という

ものをしっかり名簿等を定着させるということが、極めて重要でないかなと思うのです。 

  したがって、洞爺湖町には自治会において、自主防災組織をつくってやっていますね。そ

ういったところにも当然なことに、そういう個別計画の名簿の作成を上げるとか、あるいは

また自主防災組織ができていない自治会においても、要支援者の名簿を手渡しておいて、い

ざとなった場合に共助の一環として、地域同士で支えて避難すると。そういう体制の構築を

多く求めるところでありますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○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） 現在、策定済みの避難行動要支援者名簿100名につきまして

は、それぞれ個別計画を持ってございます。その中では、避難の際に支援いただく方を２名

指定して、災害があった際には、その方の誘導において避難いただくようになっているとこ

ろでございます。 

  また、この名簿につきましては、自主防災組織、また自主防災組織が設立されていない自

治会におきましては、自治会のほうにこういった個別計画も含めた避難体制について、連絡

済みとなっておりまして、そういった自治会等の名簿共有が既に図ら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） それで企画担当あたりは随分一生懸命、防災・減災対策に努力をす

るよということは、私も認めているところでありますけれども、しかし、今回の胆振東部の

地震で、要支援者に対しては連絡はどのような連絡方法とったのか、それともとっていない

のか。その辺を確認させていただきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 災害時の要援護者の名簿管理につきましては、健康福祉課が担

当しております。今回の胆振東部地震災害、これのときにおきましては、町のほうでまずは

要援護者の方、皆様に電話で連絡をさせていただいております。その中で電話で連絡がとれ

ない方につきましては、実際にお家までお伺いをして、その状態を確認させていただき、ま

た、情報の伝達もさせていただいております。そういった取り組みを今回させていただきま

した。 

○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、今の答弁を伺っていると、万全な対策を持ちながら対応
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していたということで、それでは安心してよろしいかと思うのですけれども、再確認します。

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） そういうふうに理解していただいて構いません。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それで今回のは災害、あるいはまた、厳冬期においての災害等が発

生した場合、昨日の一般質問、あるいはまた今日の一般質問でも出されておりますように、

自家発電というものを各公共施設に設置をしてはどうかと質問したら、設置をする予定であ

るという、そういうことでよろしいでしょうか。 

○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） 現在、備品につきましては、避難所、また業務継続における

各支所において発電機を設置して、今後の防災対策に努めることとしております。 

○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、さらにこういうことを聞きます。その発

電機は、発電機は燃料が必要ですよね、そうですよね。その燃料が、例えば発電機の燃料を

確保するというのが重要なのですよね。先ほど、真屋町長が備蓄倉庫なども３市３町で、今、

話題になっている、考えているということが話を聞いて、全くそのとおりだなと思っておる

のですが、それというのもいくら発電所を各公共施設にセットをしても、本家本元の燃料、

いわゆる石油販売業者の備蓄が切れると、ストップするでしょう。その対策というものをど

う考えていますか。 

  それからもう一つ、課長。それから、電気が停電すると、交通信号機も止まるというのが、

止まるのですよ。交通信号機も止まるのですよ。そこで交通信号機が止まったならば、タン

クローリーが原則として走らないという、こういうことも実は発生してくるのと、場合によ

ってはタンクローリー車の会社の中では、走ろうではないかということになるかもわかりま

せんけれども、これは全国的に信号機が止まった場合はタンクローリーも走らない、では、

燃料はどうするのだということになるのではありませんか。 

  それから、タンクローリーが止まった場合に、どこが主として力を発揮するのかというと、

これは言うまでもなく動けるのは自衛隊なのであります。自衛隊と言ったら、拒否反応を示

す人もいるかもわからないけれども、自衛隊なのですよ。自衛隊を動かす大要というのは、

道、あるいはまた国なのであります。道・国のレベルでタンクローリー車も走らせる、そし

て主体性を持つのが、自衛隊だということであります。そのこともしっかりと総括の中で検

証・検分しているだろうと思いますけれども、そういうこともしっかりと検証しておかなけ

ればならない。一体こういう場合はどうであったのか、ああいう場合はどうしたら良かった

のかということをしっかりと、やはり担当課ばかりが検証するということでなくて、全職員、

それから我々議会人も、一般住民の方々もしっかりと検証することによって、あってはなり

ませんけれども、次の災害に備えるという、あるのではないですか。備えあれば憂いなしと
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いう言葉があるではないですか。そのことを私は強く求めたいと思うのですけれども、その

辺の今の流れとしてどのような検証して、どういう結果が生まれているか、ちょっと簡潔に

お願い申し上げたい。 

○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） 災害時におきます発電機等の燃料供給に関しましては、現在、

ガス、または石油等に関しまして、それぞれ町として協定を結んでいるところでございます。

今回の胆振東部地震においても、洞爺湖町の発電機に必要な重油の供給につきまして、この

協定に基づきまして優先的に対応いただいているところでございます。 

  また、信号機の停止によります交通の関係でございますけれども、やはり事業所として安

全運転管理上、好んで走らないというような形で、運行を制限することもあるとは確認して

おります。今回につきましては、タンクローリーも当町に燃料供給をいただいたというとこ

ろで、燃料供給については問題なく、今回、可能であったというところでございます。 

  また、自衛隊につきましては、これまでも有珠山噴火、津波も含めて、訓練に共同訓練と

して実施しております。また、災害時には町からの要請において、さまざまな支援が受けら

れることとなっておりますので、今後も引き続き自衛隊も含めまして、関係機関それぞれと

しっかり連携をしながら、防災に強いまちづくりとして協定を進めてまいりたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） だから、それは９月６日の今回の地震の場合、発生したのは９月６

日と言っている、厳冬期ではないのですよ。だから、厳冬期において、厳しいときのことを

きちっと、それこそ想定しながら対策というものを講じておかなければならないと、僕は思

うのですよ。そういうことになると、今、課長も述べておりますが、協定を結んでいるから

良いとかどうとか、大丈夫であったということなのですけれども、しかし、今回の地震では

協定結んでいた相手方と確認し合うという、そういうことまで進めたということではないの

ではないかなという気がするのですけれども、いかがでしょうか。 

  それで私は提案として、先ほども質問の中で答弁として答えておりますけれども、そうい

うホテル関係の避難所は、今のところ洞爺湖町としては２軒という、洞爺湖温泉は。耐震性

が整えたならば、まだ増えていくということが、先ほどの答弁で触れておりますけれども、

これは普通の今回のような地震でなくて、暴風雪でも２軒より避難所として使えないという

ことなのですか。私は、それと合わせて洞爺地区のほうにも今度はホテルできた、あるいは

またいろいろの避難所になれる施設がある、そういうところも耐震性がなっていないからで

きないということにはならないでしょう。災害の内容によっては。だから、そういったこと

は、どのような整理をされていますか。 

○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） ホテルに関します避難所としての位置づけでございますけれ

ども、基本的には避難につきましては、当町の指定する42カ所の避難所への避難を優先的に

避難していただくこととしております。また、ホテルにつきましては、避難が長期化する際
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に高齢者ですとか、また体の不自由な方、そういった避難所での生活に配慮が必要な際に、

ホテルとの協定に基づきまして、避難所としての活用を検討しているところでございます。 

  また、協定としては２カ所でございますけれども、大規模な災害時において２カ所のホテ

ル以外で受け入れが必要な際には、現在も北海道と旅館組合と言うのですか、ホテルの協定

が進められておりまして、そういった長期化におけるホテルの避難所活用については、現在、

既にできる状況となっているところでございます。 

  また、冬期間の防災対策につきましては、おっしゃられるとおり、暖房の問題が非常に大

きなところとなっております。また、それに伴って燃料供給が必要となっているところでご

ざいます。やはり当町といたしまして、防災備蓄として可燃物のガソリン、重油等も含めま

して携行缶で管理するというところには限界がございますので、そういったところも含めて

防災備蓄のあり方については、冬期間も含めてしっかりと今後、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） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでもう１点、提案させてもらいたいのですが、洞爺湖町には燃

料確保するための手法として、運送会社６件ほどございますよね、６件ほど。６件ほどの運

送会社とは、個々に協力体制の協定というのは結んでいるのでしょうか、教えてください。

簡潔にお願いします。 

○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） 当町における運送にかかわる防災協定の関係でございますけ

れども、まず、洞爺湖町建設協会と防災協定を結んでおります。また、室蘭地区トラック協

会伊達支部とも協定を結んでおりまして、災害時の運送にかかわる体制を協定により構築し

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） 課長ね、一生懸命そういう協定結んで対応策考えているのは、よく

理解できるのだけれども、まずは地元と協定を結びながら、お互いに双方がいろいろな面で

情報だとか、対策・対応を共有し合うということが大事なのですよ。それが課長も述べてお

るように、いろいろな住民も含めて意識の向上につながると思うのですよ。トラック協会と

協定を結んでいるから良いのだということではないと思いますけれども、そういうことでな

くて、まずは身近の運送会社から、運送会社と協定を結びながら、燃料補給する場合には燃

料補給してもらうとか、来ない場合だってあるのだから、タンクローリーも。そういったこ

とも考えれば、そういう地元内の中で協定を結ぶということが、私は極めて重要でないのか

なという気がするのですよね。だから、そういったこともしっかりと今回の地震によって教

訓を生かすという方法は、考えたならば、その辺も考えてみてはどうかなと思います。 

  そこで２番目に入らせていただきますけれども、広域行政の一環として防災力を高めると、

そして各自治体の広域連携する仕組みを整備することが、大きな課題となっているのではな

いかなという気がするのです。自治体が３市３町になれば３市３町が連携し合って、こうい
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う災害のときにはこういう対応するためには、どこどこの自治体はこのような役割を果たす

とか、そういう融通した考え方というのは、きちっと整理しておくことが必要ではないのか

なという気がするのですよ。 

  よく返ってくる答えとして、声として、事務方でいろいろと協議をして、整備するという

ことが聞こえてくるのですよ。ところが、命を守る、財産を守るというその仕組みの中での

職員のあり方というのが、私は極めて重要であると思うのです。それというのも、人事異動

で２年に一遍、３年に一遍代わると、やっぱり弱体化していくのですよ。停滞していくと思

うのですよ。その辺もしっかりと、組織をきちっと整理をした中で、どういう体制ならば将

来的に、どんな災害あっても防災・減災になれるという、そういう職員の体制のあり方とい

うものを、再検討してみる必要性があるのではないかなという気がするのです。その辺はど

んなものでしょう。 

  それから、先ほど申し上げたように、自家発電は、自家発電機は各自治体で個々に用意す

るというのも、いろいろとやはり財政の問題もあるでしょうから、厳しい部分もあろうかと

思うのですよ。したがって、今回のようなブラックアウトであったら別ですよ。例えば、平

成12年にあった登別市の雪害によって、鉄塔が倒れて一部電気が不通になった。そういうと

きにはお互いに協力し合うという観点から、融通した発電機を提供するという、協力し合っ

て。我が町では、今回必要ないから貸してあげようではないか、どこどこの自治体では、

我々の持っている発電機を使ってもらおうではないかという、そういう自治体間の融通策と

いうのは、極めて重要な課題ではないのかなと思うわけでありますけれども、その辺いかが

なものでしょうか。簡潔に。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） まず最初に、職員の防災意識の高揚、これでございますけれども、こ

こ数年、毎年のように実は防災力の強化、それとジオパークの関係、これは職員一人一人が、

今、自分が受け持っている仕事と同じように、自分たちの仕事と思ってほしいということで、

全員に研修会をやらさせていただいております。それには、防災になりますと、企画のほう

が担当になりますが、ジオパークになると、ジオパーク推進室のほうで担当して、自分たち

で知り得ている情報を職員として、まず洞爺湖町職員として皆共通認識を持とう、そういう

つもりでやらさせていただいておりまして、これはこれからもずっと続けていきたいなとい

うふうに思っております。 

  また、今回前段で課長が、前の議員のほうにも答弁させていただいておりますが、役場の

ほうには発電機、非常用発電機を今、整備させていただいております。今回、ブラックアウ

トということを踏まえて、洞爺総合支所、あるいは洞爺湖温泉支所、こちらのほうにもやは

り発電機を置く必要があるだろう。そんな立派なものではなくて、今、いろいろ検討はして

おりますけれども、24時間が良いのか、あるいは48時間が良いのか、72時間が良いのか、あ

るいは単価の問題もあるでしょうし、いろいろなことを検討していただいておりますが、常

日頃から職員に言っていることは、役所の窓口、役所にまず明かりをつけれと。町内が真っ
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暗になってしまったとき、これは登別のほうで起きた地震災害の後でございますけれども、

まず役所に明かりをつけておきなさい。そうすることによって、町民の皆様は安心感を持っ

ていただける、それが一番大事だよということを言っておりまして、今回も残念ながら洞爺

総合支所、あるいは温泉支所のほうには、小型の発電機で対応していたという部分がござい

ますので、この辺はしっかりした対策を講じ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。 

  また、今回、私どもの町には小型発電機が５台用意をしております。その中で、実は福祉

施設のほうですけれども、こちらのほうで発電機を、まだ用意はされてなかった部分があり

ました。そこに２カ所、私どもの発電機を持っていって、何とか明かりをつけてくださいと

いうことの対応をさせていただきました。逆に私どものほうは、もうちょっとそれよりか、

程度の大きい発電機でなければ、総合支所、あるいは温泉支所のほうの発電行為ができない

ということで、地元の業者さんから発電機をお借りしたという経緯がございました。 

  それともう一つ、広域的な取り組みということで、万が一のお互いの融通という面では、

今、羊蹄山麓、西胆振ももちろん近隣ですからそうですし、あるいは胆振ということでもそ

うなのですが、意外と羊蹄山麓のほうも近いということもございまして、そこら辺の局部的

な、いわゆる災害と言いましょうか、そのときにはそちらのほうとも今、協定を結ばさせて

いただいているところでございまして、お互いに融通をしていきましょう。 

  また、残念なことに今回の場合には、全道一円のブラックアウトという状態になってしま

った。これは何としても二度と起こしてもらいたくない。そういう面で全道市町会、あるい

は全道町村会のほう、さらには道を踏まえて北電のほうと、しっかり協議をしていきたいな

というふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 発電機のことを述べると、町長、179自治体全国であるわけであり

ますけれども、失礼、1,700以上あるわけでありますけれども、まだ発電機ないところもあ

るのですね。設置していないところも、これ28自治体あります。それから、自治体の燃料の

供給するために、協定を結んでいない自治体が43自治体あるのです。全国で。だけれども、

うちの場合は、当然ながらしっかりとそういう協定を結んで、最悪の場合はきちっと対応で

きるという体制のようでありますから、安心はしますけれども、安心というのが一番危険な

のですよね。やはり常日頃から災害が発生したならば、いかにどうやったならば減災になる

か、こういったことも常日頃から職員間の協力と、今、町長も述べておりますように、教育

を強化すると、あるいは教育をつなげていくと、そういうことは極めて重要だなという気が

するのですよ。 

  私は、こういう地震災害で命と財産等を失うようなことができないようにするために、子

供たちへの教育と言いましょうか、それも重要だなということで、今回、総務常任委員会と

して各学校回りやりましたけれども、いろいろ学校でも防災に対して、あるいはまた防犯に

対しても、いろいろ努力されているようであります。一番最後の虻中に行きました。虻田中
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学校。虻田中学校に行ったら、当日、体育館で、僕も経験のあった防災マイスターですか、

それを取得するための授業をやっていたと、あれは極めて大事で感激しました。感動しまし

た。子供たちが、こういうことで避難所対策をどうするのだ、災害があったらばこうするの

だ、ああするのだという勉強をやっていたところに本当感激しました。 

  今、いろいろな犯罪等が多い中で、命を大切にするというそのことを考えたならば、防

災・防犯教育というのは、極めて人間教育にとって大事なことだと思っているのですよね。

したがって、これからもぜひ学校あたりでも、防災・防犯教育というものを強化していただ

きたいなと、そんな思いを持って、次の質問に入らせていただきます。 

  その前に、13番議員の中でも触れておったようでありますけれども、今、全国的に電気自

動車を購入する方々が増えてきていると。それは将来の災害発生した場合の自分自身を守る

ために、地域を守るために、電気自動車の購入が増えてきているということでありますから、

これは何らかの参考にしていただければなと思います。 

  それで次の質問に入らせていただきます。次の質問は、月浦地区の振興策についてであり

ます。これは言うまでもなく通告しておりますように、自然環境に優しい地域振興というも

のを前進させていただきたいと、こういう狙いで今回は通告させていただきました。 

それというのも、洞爺湖町をもっともっと飛躍していくのだと。そういう思いをあるなら

ば、これからのまちづくりの核になる拠点地域はどことどことどこなのよということも、し

っかりと我々は認識を深める必要性があるのではないか。だとするならば、自然環境のすば

らしいところは、月浦地区もその一つになるわけであります。サッカー場の建設、いわゆる

ポロモイスタジアムを建設する際に、どういう地域に建設したほうが将来の洞爺湖町にとっ

て、大きな輝かしい躍動感あふれる洞爺湖町に前進していくのではないかという、こういう

思いから月浦地区にポロモイスタジアムというものを誕生させたと。 

しかしながら、私は、時間の関係あってちょっと走りがちにしますけれども、スタジアム

使って多くの方々が利用されているようでありますけれども、時間の関係上、簡潔に利用状

況はどういう状況になっているのか。選手の利用人数、あるいはまた今年度の保護者の人数、

あるいはまた地元の住民の方々がどういう利用状況になっているのか。それを簡潔にお願い

したいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖町月浦運動公園ポロモイスタジアムですけれども、平成

30年度10月末までの利用者に関しましては、１万9,128人です。一緒に来る父兄の皆様、プ

ラス約１万人いらっしゃるかと思います。町内においての部分ですけれども、夏場において

は、ヨガの実習を芝の上でしたりという形の中で、町内の方々が100人来て、いろいろなヨ

ガの講座をやったりしている状況であります。 

  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） 時間の関係もあるから、後ほど時間あったら伺いたいのですけれど
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も、経済効果だとかそういったところをですね。それでポロモイスタジアムをつくったこと

によって、あそこに洞爺湖温泉小学校がございます。洞爺湖温泉小学校にポロモイスタジア

ム建設したことによって、いろいろな環境の変化が生まれておりますし、そういったことを

考えれば、温泉小学校につくったことによって与える影響というのは、把握されているのか

なという懸念を持ちます。 

  そこで、ご存じのようにトイレは入札等あって、もう建設に入って来年の３月15日までの

工期でトイレはできるでしょうけれども、しかしながら洞爺湖温泉小学校の駐車場の利用状

況とか、周辺の環境等々が利用されているときに、どういう状況下になっているのかという

ことを把握しておりますか、その辺。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） まず一つ、洞爺湖温泉小学校の地域連携施設も利用させていた

だいているところであります。今、議員がおっしゃる周辺の環境の影響という部分ですけれ

ども、春先ちょっと団体とかが入って、小学校の中の駐車場を、校庭の中の駐車場を使った

りしていたところがございます。そうした部分では注意をして、今はグラウンドの上にあり

ます駐車場に利用していただくようにという形で、そちらのほうを夏あたりからは、ルール

を守って利用していただいている状況であります。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、ルールを守って利用していると言うけれども、本当そうなので

すか。ごみあるのはルール、それもルールなのですか。利用されている方々の、自分も拝見

しましたけれども、ごみが散乱したりそういう状況というのはルールと言わないでしょう、

それは。そういったこともきちっと把握していただきたいなということなのですよ。 

  今、いろいろとポロモイスタジアムできたことによって、温泉小学校の周辺の環境という

のは、徐々に胸を張って言えるかのような、そういう状況下にもなってきているということ

はわかるのですけれども、ただ、ポロモイスタジアムだけを利用されるということでなくて、

私は洞爺湖温泉寄りのほうにはグリーンステイ洞爺湖もあると。それから洞爺村のような森

林公園もあると。月浦地区というのは、私は以前から申し上げしていますように、動植物の

生態系の豊富なところなのですよ。そういったところをきちっと動植物の生態系の豊富なと

ころの環境を守りながら、地元の子供たちのためにも、あるいはまたサッカーをしに来る

方々のためにも保護者の方々にも、そういう自然環境の良さを提供するという、行政として

手法をとるべきだと思うのですよ。今、そうとられているのかどうなのかわかりませんけれ

ども、そのことを一つ提言させてもらいたいなと思います。 

  そこで時間の関係ありますから伺っておきたいのですが、いわゆる昨年の12月の議会で、

月浦の地域というのは、月浦の地区というのはこれからの洞爺湖町のまちづくりにとっても、

あるいはまた洞爺湖観光にとっても、大きな核になる拠点箇所だという位置づけを私は持っ

ているだけに、あそこの月浦火山灰埋立地を何とかならないかと。全く湖側のほうは柵も崩

れ落ちて、鉄筋も見えている、何も見えている、ああいうところにサッカーをしに楽しみに
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来た方、子供方やら、あるいは父兄の方々が洞爺湖の良さを見て、良さに感動して湖に行っ

たときに、埋立地に行ったときにどういう気持ちになるのかということ一つと、それからあ

そこで事故が発生した場合は、道の責任なのですか、町の責任なのですか、それとも道と町

の連動責任なのですか、どうなのですか、その辺は。 

○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） 議員が昨年12月にも、この質問をしているかと思います。   

一昨年の台風被害により湖岸のフェンスが壊れている状況であり、所管している室蘭建設

管理部洞爺出張所においては、現在、立入禁止のテープを張っているところであります。  

議員の質問の部分での責任という、事故等の責任においては、今は道が管理しておりますね、

北海道の責任という形に当たります。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、参与が道の責任だから道管理だと。だけれども、サッカーやり

に来たサッカー場、ポロモイスタジアムは町の管理でしょう。そこへ来た父兄が、あっては

ならないけれども、事故等に発生したならば、それでも道の責任と言えるのですか。私は言

えないと思うのですよ。 

  それから、自分は見たのですけれども、危険の看板１枚ないのですよ。12月、ありますか。

あったらごめんなさい。俺、目悪いから見えなかったのか、自分は見たのですけれども。そ

れから、テープを張っていると言うけれども、テープだって垂れ下がって、あんなのきちっ

と管理しているという状況ではないですよ。 

  参与、私は参与の答弁を高く評価してそうなるのだなと思ったのは、こういうことを言っ

ているのですよ。月浦火山灰埋立地については現状の写真を撮り、室蘭建設管理部洞爺出張

所、北海道に安全対策と改修を進めるよう強く要望してまいりますということで答弁してい

るのですよ。その後どうなったのですか。 

○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） この場所の部分ですけれども、洞爺湖月浦アメニティー親水公

園という名称になっております。道においては、危険の看板に関しては、中に２カ所設置し

ているところでありまして、現在の状況でありますけれども、室蘭建設管理部洞爺出張所で

は、本部と協議を行ってきている状況で、来年度に単独事業に復旧を行うこととして要求を

しておりまして、また、これをするに当たって、先ほど責任の部分というのがありましたけ

れども、緑地の整備を今後、町はしていく部分において、北海道と協定を結んでいく予定に

しております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 改修工事というのは、本当に予算づけして来年度可能なのですか、

それもう一度確認させてください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 北海道とは確認をとっております。ただ、今、お話ししている
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とおり、復旧工事に当たっては、洞爺湖が管理することに今後なっていきますので、協定を

結んで、管理協定等、今後結んでいくことが条件となります。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 私は、参与も努力されているのだろうなと。先日、電話ももらいま

したから、このことを言いますよということだから、努力されてそういう答弁もなさってい

るのだろうなと思うのですけれども、少なくとも人を呼んで、お客さんを呼んで先ほど１万

9,000と１万でしたら２万9,000だね。約３万人の方々があの１箇所に集結というか、集まる

のですよ。だとすれば、その辺の来る事業というのはどこでやっている事業かと言ったら、

管理部門というのは洞爺湖町でしょう。だとすれば、洞爺湖町としてもいかほどかの管理対

策というものをしっかりするような、道任せにするとか、１年後にするということではなく

て、そのことを12月も言ったかと思うのですよ。そういうことを道任せにするとかでなくて、

サッカーやりに来る子供たちやら保護者の方々が、安心をして洞爺湖の良さも堪能できると、

そういう環境提供するということを考えたならば、少なからずや洞爺湖町だって、できるま

ではそれ相当の管理対策というのを講じるの行政ではありませんか。そのことをなぜできな

いのかなと、いまだに。これ以上質問すると何でしょうから、そのことをしっかり受け止め

て、再度、道あたりに働きかけしていただくと。 

  それから、次の２番目に入らせていただきますが、ポロモイスタジアムの人工芝は８年に

１度改修しなければならないと、これは最初からわかっていたことなのですね。そして、そ

の支出額というのは約4,000万円以上かかると。以上というよりも4,000万円は少なくとも必

要だと。そして、その財源措置の見通しについて伺いたいのですよ。というのは、当然、真

屋町政になって、この事業も定着させたという絵があるわけでありますから、しっかりとポ

ロモイスタジアムがもっともっと羽ばたくような、そういう体制を構築していかなければな

らないのではないかなという気がするのですよ。 

  そういうことを考えると、８年に１度の改修工事であるわけでありますけれども、4,000

万円かかると。4,000万円というのは、どういう財源措置を考えているのですか。今から考

えておかないと、私は私なりの方法論というのを今持っていますけれども、その点まず行政

のほうの考え方というのを伺ってい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） ポロモイスタジアムの人工芝が、それなりに経年劣化したとき

に、人工芝の張り替えを行っていかなければなりません。そのときの財源でありますけれど

も、一つには、一つにはというか、スポーツ振興くじの助成、ｔｏｔｏの助成があります。

スポーツ振興くじの助成金、地域スポーツ施設整備助成金というのが、人工芝の張り替え工

事の部分として対象となっております。これに関しては3,000万円の交付がございますので、

それを活用するとともに、4,000万円以上かかる自己財源につきましては、その時期の良い

財源をしっかりと確保していく部分になると思います。それは過疎債なのか、合併特例債な

のか、そういう部分にはなりますけれども、そのときの起債の交付税の措置が良いものを選
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択して、行ってまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） そういう制度を運用すれば3,000万円ほど交付されると。あと過疎

債等々でもすると言うのだけれども、本当そうなのかな。本当って、嘘は言っていないだろ

うと思うけれども、本当にそういう制度を運用できるのかなという、自分自身は素人ですか

らそういう思いを持つのですけれども、私は、こういう方法をとってはどうなのかなと思う

のは、当然、１万9,000人も来ておるわけでありますから、大変申しわけないのだけれども、

将来の人工芝の改修工事にするので、お一人様100円ほど、何とか協力いただけないでしょ

うかということでやれば、例えば年間190万円かな、190万円ほどになると。それを４年やれ

ば云々ということになるわけでしょう。そういったことも考えなければならない。ただただ

何というのかな、過疎債を使ってやるとか、あるいは交付金の制度を運用してやるのだとい

うことでなくて、もう少し協力してもらうものはしてもらうと。そういうことを考えていか

なければならないのではないかなという気がするのですよ。 

  それというのも、例えばポロモイスタジアムの採算制と言いますか、それは大体、維持管

理経費として年間約600万円を見込んでいますよね。実際には指定管理委託料として500万円、

これはＮＰＯ法人にということでしょう。使用料等の収入はどのぐらいあるのかといったら、

150万円よりないのですよ。見込んでいるのですよ。こういう採算制を考えると、本当にす

ばらしい施設であると同時にこれから青少年の健全育成にも、あるいはまた地元の洞爺湖町

民の健康を維持するための抑止力になる施設であるということは、私は認めていますよ。そ

ういう面では。だけれども、もう少し、かかる4,000万円というのが来ているわけですから、

だから少し財源を徐々に確保して積み立てしておくとか、そういう手法をとるのが妥当でな

いのかなという気がするのですけれども、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 議員おっしゃるとおり、今、年間600万円の経費かかっており

ます。それに関しての収入に関しましては、約80万円程度の収入しか入っていないのが現状

です。そうした部分で、今後、８年後、もう６年後になるのですけれども、人工芝の張り替

えというのが必要になってくる部分で、先ほど私のほうでは起債とか等の有効利用という部

分を話ししておりますけれども、ここを利用していただいている方々に、そういう協力金等

があっても良いのかなとは思っております。そこの部分は、今後、協議をしていって考えて

みたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、参与が考えていきたいと思っているとか、考えた結果、どうで

あったのかということは、少なくとも議会側にも、議会で必要ないという方は別にして、必

要であるという方には考えた結果こうだと、あるいは検討した結果こうだと、要望した結果

こうだと。こういったものをしっかり質問者並びに議会側のほうにもきちっと情報を提供す

るということでないと、何か前向きに検討するとか、ただ検討するとか、ただ考えてみます、
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協議してみますと。協議した結果、検討した結果、要望した結果、どうであったのよという

そういう決まったことを随時報告するという、そういうものでなければならないと思うので

すよ。洞爺湖町の発展を考えてみたならば、そういうことでぜひお願いしたい。もっともっ

と資料用意したのだけれども、この辺で次の質問に入らせていただきたいなと、早く質問来

ないかなと待っている方もいるようですから。そういうことで質問させていただきたいなと

思います。 

  一番最後になりました。洞爺湖町の定員適正計画について伺っておきたいなと思います。  

その課題は、現況の課題と適正化計画についてであります。 

  伺いますが、知っていて聞くところもあるのですけれども、31年度の退職予定者、何名で

しょうか。それと、31年度の職員数と非正規職員数は何名か、ちょっとお聞かせ願いたい。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 平成31年度といいますと、平成32年３月31日でございますけれ

ども、現在の予定としては９名でございます。職員数につきましては、現在、30年度当初

146名、非正規141名でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 32年の３月には９名、この中に９名いるのですよ。部課長、局長含

めて９名いるのですよ。９名の方がいなくなるということは、上までいなくなるということ

なのですよね。そこでなぜそういうことを聞いているかというと、非常に行政側に、今、着

席している方々というのは、極めて現在の洞爺湖町のまちづくりにとっては大きな核になっ

ている、大きな核になっている。その核になっている方々が一度に９名、姿、消すのですよ。

そうすると、当然なことに常日頃、真屋町政の下でいろいろと勉強会やったり、教育指導を

受けながら、若い方々も育ってきていると思いますよ。育ってきていると思いますが、本当

にそうなのだろうかなという懸念するところもあります。 

  今回、先ほど板垣議員も申し上げておったようでありますが、研修視察で箱根町に行って、

景観条例学んで、愛川町に行ったのですよ。神奈川県の愛川町、ここへ行って説明を受けま

した。説明員は若い方でした。すばらしい説明内容、もう驚くなかれと。そして研修を終わ

ってから、「あなたは行政マンになって何年ですか、あなたは何年ですか」と聞いたのです。

そうすると、12年と14年と言いました。12年と14年の若い行政マンが、うちの６番議員の質

問にもぱっぱっと答えるような、そういうすばらしい答弁も返ってくる、説明も返ってくる、

これは本当に洞爺湖町としては愛川町の職員のところに研修に行く必要性あるのではないか

なという、愛川町、神奈川県は「ちょう」でなく「まち」です。愛川町は、そういう職員の

教育もなっているのでしょうし、先輩職員が良いからではないかなと思うのですよ。だとす

れば、ここにいる９人の方々があと１年間で一生懸命に部下に教育して、俺たちが去ってい

てでもおまえたちがしっかりと真屋町政を支えて、住民の負託に応えるまちづくりをしてく

れよと。そういうエールを送れるような先輩職員であってほしいし、それを受ける職員であ
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ってほしいなという気がするのです。 

  そこで適正計画に入りますが、洞爺湖町の定員適正計画、これは合併してから町の中では

職員も多いのではないのかなとか、非常勤の職員も多いのではないのかなとかと、声上がっ

たのも事実です。それからもう一つ、類似団体としては通常100人に１人と言われている、

だけれども、これからが大事なのだ。かつては100人に職員が１人いたという時代ではない

のですよ。それというのは洞爺湖町は特色ある、それは一つには町村合併した町だ、町村合

併した町としては職員は多いのは当然なこと。即、整理する、合理化できるわけないのだか

ら。それと、支所などもたくさん抱えている、あるいは観光振興課等々もあります。機構の

複雑化もあるのです。洞爺湖町というのは。だから、100人１人と言えども、そう簡単に100

人１人になり得るわけないし、ならされるわけないのですよ。 

  それともう一つは、働き方改革もそうなのですが、いわゆる政府の地方活性化ということ

で地方創生、それから地方分権を充実させようとすると、職員の数も必要になってくるので

すよ。それから、産業基盤というものが多種多様化していると、複雑化していると。特に多

いのは職員でなく、住民の方々の要求・要望というのは多種多様化して、それに一つ一つ応

えていく行政だとするならば、先ほど申し上げておりますように、146名、現在、それから

非正規職員数141名、もっといなければ本当は成り立たないような状況下になっているので

すよ。そのこともしっかり受け止めなければならない。そして適正計画を出さなければなら

ない。 

  もう一つ大事なことなんです。どの地域でもそうですけれども、少子高齢化がどんどんど

んどん進んでいると、少子高齢化がどんどん進んでいると。やはり少子化対策等々考えたな

らば、若い働く労働者の方々が、この地域で雇用現場を持って、そこで働いて生活できるよ

うな、居住できるような環境が最も重要だということですよ。この町に若い労働者が存在で

きるような、そういう環境の充実というものを考えていかなければならない。 

  それから、先ほど申し上げましたように、政府は地方を活性化するということで今、地方

創生とか、あるいはまた地方分権等々を言って、予算配分を決めているのですよ。そういう

地方創生とか地方分権等々を考えたら、なおさら職員の数というのが必要になってくるので

すよ。僕は、そう思うのですよ。大事なことは、職員というのはこの町のまちづくりの基礎

ですよ、職員は、何といっても。職員がどういう姿勢でどういう思いで、この洞爺湖町の躍

動させるために汗を流すかで、この町の存続・存在も決まってくるのではないかなという、

そういう思いを持っております。 

したがって、若い方々がこの町に居住できるような、大都会に人口の流出がないような、

そういうことを考えて適正化計画というものを考えていくことが、私は大事だなと。ただ、

単に職員を減らせば良いというものではない。確かに、行財政改革も必要ですよ。場合によ

っては、将来的には統廃合する施設も生まれてくるかもわからない。それはそれとして、こ

の町に採用して、若い方々が居住していないと、なお一層少子化がどんどんどんどん進んで

いくということになるのですよ。そのことをしっかりと受け止めていただければなと思いま
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す。 

それからもう一つは、昨今、外国人労働者の受け入れを拡大する入管難民法改正案が、平

成30年12月８日未明に成立しました。この入管法が成立したことによって、私は、懸念を持

つのですよ。どんどん外国人労働者が入ってくると、日本人の労働者がどういう業務内容に

なるのか、業務量になるのかということが、私は個人的に心配しております。いわゆる日本

人の雇用現場の縮小になるという懸念を持っています。 

したがって、この法案によって外国人労働者も入ってくるでしょう。そのことによって、

日本人としての少子化が進むおそれがある、検証せざるを得ないのですよ。そのこともしっ

かりと受け止めて、適正化計画というものをつくり上げていただければなという気がするの

ですよ。ただ単に職員を139名まで減らすのだとか、そういう論法よりも、むしろ若い方々

がこの地域で働いて、居住できて、そして少子化対策にある程度の歯止めをかけるようなそ

ういう環境こそが、今、職員数に求められていることではないのかなという気がします。た

だ少なくすれば良い、私はそう思うのですよ。 

これ、異論ある方も中にはいるだろうと思いますけれども、そういったことを考えなけれ

ば、どんどんどんどん少子化が進んで、おそらく来年か再来年になったら高齢者率も50％に

なってしまうでしょう。そうしたならば、昨日町長も申し上げました。１年間に産まれる方

が40人で、亡くなる方は、残念なことに自然的に亡くなる方は150から180ぐらいになる場合

もあると、これが進んでいったら当然なことに2040年には4,000人になるのが当たり前なの

ですよ。 

しかし、我が町はいろいろな産業ある、これから伸びしろのある産業もあるということを

考えたならば、しっかりと職員の適正化計画を打ち出して、職員数も確保しながら、住民の

方々に喜ばれる、誇りに思われるようなまちづくりを進めていくという、そういう環境にあ

ってほしいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまの質問でございますけれども、適正化計画の最終年に、

先ほど説明しました139名と定めておりますけれども、計画年以降につきましても今日ご説

明しました再任用制度の見直し、国家公務員の定年延長と整合性、また女性の活躍、町とし

て総合的な人事のあり方を継続的に調整を行う上で、新たな定数管理が必要というふうに考

えております。 

  議員おっしゃいました若者が地元に就職し、地元で頑張りたいというような希望を持てる

のが夢でありというような質問もございます。町としても多くの若者に、職員の採用試験に

ついては応募していただき、優秀な人材の確保や定住促進などを図ることで、町の活性化に

つながればいいというふうに考えてございます。 

  今年度、採用予定者として地元小中学校、虻田高校を卒業している方を採用内定としてい

るところでございますので、ご報告させていただきます。 

  以上でございます。 
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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） この適正化計画について、町長、ちょっと体調悪いところ申しわけ

ないのですが、気使っているのですよ。やはり職員も希望持てる、それから若者もこの町で

定着できる、これは働く労働現場をしっかりと定着させるということでなければならないと

思うのですよ。 

  それと合わせて、先ほど言い忘れたのですが、いわゆる働き方改革ということで、今、政

府あたりも議論なっていますね。その中で超過勤務手当を極力減らすという、そういう抑え

ながら、いかに快適な労働条件を確保するかということで、十分議論されているところなの

ですよね。そういったことも考えて、これからの洞爺湖町の輝く未来に一歩一歩前進してい

くためには、こういう職員体制でいかなければならないという思いは、町長持っていると思

いますので、その辺、簡単で結構ですから、お聞かせ願えればなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ここ数年、正規職員が減って、そして非正規職員が増えてきている、

そういう事実は残念ながら私どもの町も同じような状況がございます。そんな中、今、議員

おっしゃるとおり、来年、再来年は今の管理職９名がごそっといなくなってしまうというこ

とも鑑み、何とかしなければならない。その中で再任用・再雇用、そういうこともいろいろ

あるわけですけれども、いろいろな方面から検討を加えていかなければならないだろうとい

うふうに思っております。その中で、今、特に私ども考えておるのは、正規職員・非正規職

員、今度はパート職員と呼ぶようでございますけれども、そういう方々については正規職員

の補助職員ということで、私どもも今も考えているところでございます。 

しかし、今度、退職する方々については、若干、事情が違うかなという気がします。それ

でその方々、何人残ってくれるかわかりませんけれども、できれば管理職の補佐役というふ

うなことで、若い職員、またはその管理職が違う判断をしてしまったら困る、あるいは若い

職員をそれこそ育てていく、それに特化したもので管理職、課長職等々を補佐するような役

目の職員ということで、何人かの方が残っていただけるような道筋もつけていかなければな

らないかなというふうに考えております。そのためには、町の幹部職員も一緒に汗を流して

もらわなければならないなというふうに考えております。 

それと、先ほど神奈川県のある町のお話をいただきました。今、うちもいろいろな意味で

勉強会等々もやらさせていただいておりまして、さらには視察研修等があった場合にも極力

若い職員も受け答えができるように、また、説明ができるように各課で、それなりに創意工

夫して対応していただいております。私どもから見ても、すごいなこの職員は、頑張ってい

るなという職員が、私どもの町にも何人かいらっしゃるかなというふうに思っておりますの

で、そういう職員をやっぱりたくさん育てるのも我々の役目だなというふうに思っておりま

すので、もう少し長い目で見ていただければと。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、町長の答弁で、おおむね理解をせざるを得ないなと思いました
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けれども、非正規職員もこの町で居住する生活の糧になっているわけですから、非正規職員

も多いとか何とかということではなくて、その方々もぜひ、この町で働けるようなそういう

構築とか、環境というのはお願い申し上げたいなと思います。 

  今日、委員会あるようでありますから、10分ほど早く終わります。 

  大変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す。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時１２分） 



－125－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会議の経過は以上のとおり相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

  平成  年  月  日 

 

          議     長 

 

 

          署 名 議 員 

 

 

          署 名 議 員 

 


