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

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 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。 

  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（大西 智君） 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、９番、下道議員、10番、石川議員

を指名いたします。 

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

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、９番、下道議員から４番、大屋議員の４名を予定しております。 

初めに、９番、下道議員の質問を許します。 

下道議員。 

○９番（下道英明君） おはようございます。９番、下道英明でございます。 

  本日は、一般質問のトップバッターとして、およそ50分間の予定で質疑をさせていただき

ます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

  本日は、通告書にありますように、教育行政について、また、誇れる地域特定を生かした

まちづくりについての大きなテーマからお伺いをしてまいります。 

  最初に、教育行政についてでございます。 

  平成29年度から10年間、第２次洞爺湖町の教育目標と教育ビジョンが策定されました。冒

頭の文章ではこのように書かれております。まちづくりは人づくり、人づくりは教育が基本

です。未来を担う子どもたちの成長は、生涯教育に支えられた地域社会が保障するものです。

そのためには、幼児期における保育教育、学校教育、社会教育、芸術・文化活動、スポーツ

活動、全ての分野のバランスのとれた推進を図る必要があると述べております。 

  さらにまた、人口減少、少子高齢化社会は、社会の急激な変化の戸惑いと新たな課題も生

み出しています。例えば所得格差に伴う子どもの貧困と貧困の連鎖、情報通信社会が進展す

る一方で、さまざまなリスク増大、地域コミュニティーの希薄化など、社会全体で解決して

いかなければならないと謳っております。 

  平成31年度、令和元年の教育行政執行方針にありますように、新学習指導要領は、小学生

は2020年度から、また、中学生は2021年度から全面実施されます。特に、英語教育、プログ

ラミング教育が新たに導入されるところでございます。大きな教育改革が行われる一方、昨

日の教育長行政報告では、公立高等学校配置計画についての説明もございました。今後の中
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卒者の数の状況を勘案しながら学校の再編成、新設校を配置する見通しが示されたところで

ございます。 

  今年春も全国で多くの学校が少子化により統廃合の報道がありました。そうした中で、小

学校と中学校が一体化した義務教育学校などの小中一貫教育校も次々と誕生しているところ

でございます。当町においても教育行政執行方針にありますように、小中連携教育について

は、乗り入れ授業を引き続き実施するとともに、一貫教育制度についての調査研究を行って

まいりたいという文言がございました。 

  まず最初に、現在の洞爺湖町における小中教育連携の受け入れ授業の実施状況をお伺いさ

せていただきます。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 小中連携教育の乗り入り授業の昨年度の実施状況でございますが、

虻田中学校から温泉小学校への乗り入れ授業は１回でございまして、温泉小学校の英語指導

で虻田中学校教員がＴＴ指導のＴ１として実施してございます。また、虻田中学校から虻田

小学校への乗り入れ授業は２回でございまして、虻小、英語で、体験入学時に虻田中学校教

員がＴＴ指導のＴ１、Ｔ２として実施、また、虻田小学校、理科で、虻田中学校教員がＴＴ

指導のＴ１、Ｔ２として実施しているところでございます。 

  次に、洞爺中学校から洞爺小学校への乗り入れ授業は５回実施してございます。洞爺小学

校６年生児童を対象に外国語、社会科を各１回、また、２年、３年生児童を対象に、音楽１

回で、単独あるいはＴＴ指導のＴ２として実施してございます。 

  また、夏季及び冬季休業及び体験入学時に各１回、中学生が小学生に算数や国語を教えた

り、小学生に対しＴＴ指導のＴ２として、洞爺中学校教員が指導などとなっているところで

ございます。 

  また、本年度につきましても、小中学校が協議しながら乗り入れ授業を進めているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 現状のほうは、先ほど答弁ありましたように、承知したところござい

ます。 

  2017年度、若干資料は古いのですが、文科省の調査では、教員が情報交換や交流を行いな

がら運営する、いわゆる小中連携教育というのは、全国の市町村では72％ということになっ

ておりますけれども、今、状況のほうを確認したところで、昨日たまたま英国ボランティア

青年のウェルカムだったのですが、諸事情で今週の金曜日というふうになったのですけれど

も、今この中で、関連なのですけれども、英国青年のボランティアというのは、小中連携教

育の乗り入れの中では、どのような立ち位置として教育委員会のほうで考えているのか、若

干ご説明いただければ。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 
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○教育次長（天野英樹君） 直接的に乗り入れ授業ということではございませんが、今、新し

く教育指導要領が変わりますので、生のネイティブな英語を教えるということが大きな主眼

になってございますので、小学校においてはということで、英国青年が小学校等に伺って、

授業の中でネイティブな英語で発音をして、子どもたちに授業を、こういう発音でと、生の

声を聞かせるというようなことで、国際化に伴う、そういう状況を知ってもらうということ

の指導をするということで、先生の補助という形でございますので、完全に組み入れている

ということにはまだ、来ていただく英国青年の日本語の理解の状況もございますので、完璧

というわけではございませんが、そんなことで入っていただいて、ネイティブな英語を話し

ていただくことによって、普段の授業の助けになっているというところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） ただ一つ、ぜひ英国青年ボランティア、せっかく来ていただいている

ので、生の声を聞くというのですか、今テレビ等でもスピードラーニングというのをやって

いますけれども、とにかく、わけがわからなくても、英語発音、ネイティブスピーカーを聞

いていけば理解してくるというのは、これはかなり現実的にありだなという、私も学習塾13

年経営していた中で、やっぱり英語教育というのは、とにかく聞いていくというのが、本当

に子どもたちがすごく学力向上と言ったら変ですけれども、ペーパー的には別ですけれども、

いわゆるコミュニケーション能力というのは非常に高くなってくるので、もったいないなと

思いますので、ぜひ教育委員会のほうもいろいろな縛りがあると思いますが、検討いただき

たいと思います。 

  あと、小中一貫、小中連携教育をめぐっては、いわゆる閉校の危機にある小学校と中学校

を義務教育学校ということで衣替えして、学校を存続させていこうという、実際これは文科

省のほうで言われているのは、縦の統合というのですか、そういう形でもあると思うのです

が、しかしながら、冒頭でお話ししたように、やはり小中一貫教育が次々と全国的に誕生し

ていく中で、小中一貫教育というのは何を目指しているのか、そういうことを考えるわけな

のですが、小学校から中学校への円滑な移行ができない、いわゆる中１の壁の解消ですとか、

また、９年間の系統的な教育ということで、特に数学なんかは一番良い例だと思うのですが、

小学校５、６年で図形をやって、そして今度、中学校になったらまた図形、２年生ぐらいな

のですが、これを連携していけば、幾何だけなら幾何、あるいは代数だけなら代数とか、そ

うやって今、小中あるいは中高一貫校もそういう指導方針、ずっと昔からですけれども、し

ておりますので、そういう面では非常に有効なのかなと。 

  また、異学年交流、教育大学附属の場合は、中学生が９年生という形でよく言われていま

すので、そういった面では、異学年交流による精神的な発達だとか、ここら辺も上げられて

いると思うのですが、教育委員会としては、小中一貫教育制度導入によるメリットとデメ

リットというのは当然あると思うのですが、どのように把握しているのか、お伺いします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 小中一貫教育制度のメリット、デメリットでございますけれども、
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始めに、メリットとして考える主なものとして、議員もお話があったところでございますけ

れども、一つ目として、中１ギャップと一般に言われてございますけれども、小学校と中学

校では学習環境、生活環境、人間関係などが大きく変化することから、この変化に対応し切

れないことの問題に対する緩和、解消することがまず期待できます。二つ目として、義務教

育９年間を連続した教育課程を編成することができることによる、確かな学力の向上や教員

の指導力の向上が期待できること。三つ目として、当町でも既に導入しているコミュニティ

スクールの活用により、学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐるみで義務教育９年間の

学びを支える仕組みができることなどが考えられます。 

  次に、デメリットとして考えられる主なものとして、一つ目として、小学校高学年のリー

ダーシップや自主性が養われないというものでございます。９年間の一貫教育の学年段階の

区切りや施設の距離感などによっても異なりますが、最高学年が中学３年生となり、小学校

６年生は最高学年ではなくなります。このことから、学校組織では、高学年になると、学校

生活や学校行事などで高学年の自覚、自主性、リーダーシップが養われますが、小中一貫教

育では最高学年となる機会が１回少なくなり、これまでのように小学校高学年のリーダー

シップや自主性が養われないというものでございます。それから二つ目として、人間関係が

９年間固定しやすいというものでございます。小中一貫教育のうち、１年生から９年生が一

つで学ぶ一体型義務教育学校の場合にあっては、９年間同じ学校で生活を送ることによるこ

とから人間関係が固定しやすく、例えば一度仲間はずれになるとずっと続いてしまうという

可能性があり、立ち直るチャンスが得られないなどが考えられます。三つ目として、小学校

と中学校がそのままで、教員や子どもが交流スタイルの併設型小学校、中学校の場合にあっ

ては、小学校と中学校の距離が離れているため、児童生徒や教員の移動が必要になるため、

日常的な交流を行うには時間の確保と工夫が必要と、などが考えられているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、答弁ありましたように、やはり中１ギャップというのが最初に出

てくるということは、これは一番大きいところだと思いますし、また、教育課程が９年間と

いうことになると、先ほど言ったように数学なんかは一番良い例だと思うのですが、例えば

方程式、小学校５年では、確か文字と式というので方程式をやるのですけれども、その後、

中学校１年生で普通の方程式、２年生で連立、３年生では２次方程式という形が出てきます

けれども、これが、いわゆる９年になってくると、もうちょっときれいな形で、落ちこぼれ

も拾いやすいという、これは確かにあると思います。 

  また、コミュニティスクールの活用ということもあると思うのですが、ただ、デメリット

のほうも当然功罪があるわけですけれども、その中で、やはり人間関係が固定しやすいとい

うのは確かにあるのかなと思うのですが、ここら辺のところを今後変えていかなければいけ

ないと思いますけれども、ただ、昔から小中一貫校というのは、例えば北海道であれば、教
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育大附属が小学校、中学校。例えば東京の附属小学校は、試験を受ける自体がくじ引きで受

けて、それで試験を受けて６の３の９年間という形で来ていますし、これは国立ですから。

私立に関しては、例えば東京ですとか名古屋とか大阪というのは、小中一貫校というのはた

くさんありますし、あるいはもっと言うと、幼稚園からもあるし、小学校、中学校、高校、

大学までエスカレートで行くのもすごくありますので、やっと小中一貫校あるいは連携とい

うのは、公立の分野でやっと踏み出してきたのかなという。ですから、国立だけではなくて、

今までは国立と私立だけの問題だったのが、やっと公立の分野にも入ってきたのかなと思う

ところなのですが。 

  そういった中で、小中連携、小中一貫教育、さまざまな課題が克服されて、より豊かな教

育環境ができるのであれば、洞爺湖町、すごく小中連携あるいは一貫校で頑張っているとい

う形になれば、これは定住・移住ですとか、あるいは子育て世代の方たちも洞爺湖町に対し

て非常に興味を持ってくると思うのですが、そういった面で、検討協議会あるいは調査委員

会等を立ち上げて、先進地の検証等も含めて、一歩前に進めるというか、検討してはどうか

なと思うのですが、そのような観点で答弁をいただけますか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 検討協議会や調査委員会等を立ち上げて、先進地の検証等を含め

て前に進める検討をしてはどうかというご質問でございますけれども、初めに、昨年度、教

育委員会による小中一貫教育に関する研修として、石狩管内当別町に視察をしてまいりまし

た。 

  当別町は、平成２６年度から小中一貫教育に関する取り組みを進めているところでござい

ます。進め方としまして、当初は、小学校と中学校はそのままで、教員や子どもが交流する

スタイルの併設型、小学校、中学校で進め、将来的には、より教育効果の高い、１年生から

９年生、小学校１年生から中学校３年生が一つの校舎で学ぶスタイルの一体型義務教育学校

へ移行を視野に入れて進めていくというもので、令和４年度に一体型義務教育学校の開校を

目指して、現在は基本設計の制作まで進んでいるようでございます。道内でも先進的な取組

をされておりますけれども、小中一貫教育を進めるに当たって、相当な準備と、学校はもち

ろんのこと、地域住民の理解や協力を得ながら進めることの重要性を学んできたところでご

ざいます。 

  視察に行ったのはまだ１カ所ということで、教育委員会としましては、もう少し検証を重

ねて、理解を深めた上で進めていきたいと考えているところでございます。 

  このようなことから、議員ご提案の検討協議会や調査委員会等につきましては、もう少し

先のことと考えてございますけれども、現在、各校にはコミュニティスクールが設置されて

おり、ＰＴＡや地域住民等も委員となっていますことから、この組織を活用して、小中一貫

教育に関する検討を進めてまいりたいと、現在、考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、当別町のほうは視察をしたということで、ちょうど今、資料が道
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教委のほうから出ているので、北海道における小中一貫ということで、かなりいろいろな地

域が取組をしていて、白糠、中標津と当別町、旭川市ということで、特に先頭を走っている

のが当別町ということですので、そういった面では、今、コミュニティスクールの利活用と

いうことでございますので、ぜひ他のところも視察しながら前に進んでいただければと。 

  やはり小中連携、小中一貫教育の推進に向けた準備として、大事なのはやはり教員同士の

相互理解も必要でしょうし、また、小中学校の教育内容の相互理解というのですか、義務教

育修了段階で、どういう生徒なのだろうという、将来の生徒像というのか、そういったもの

も共有していくことが僕は必要だと思うのですけれども、今ありましたが、ぜひさまざまな

団体を活用して、できれば、洞爺湖町すごいよ、小中一貫教育、教育熱心だということで、

古くは旧虻田町からも北海道の教育委員も出しているわけですから、今はないですけれども、

そういう面では非常に全道の中では注目されている自治体であると思いますので、ぜひその

辺のところを進めていただきたいと思います。 

  次の質問に入らせていただきます。 

  次の質問は、大きなテーマとして、誇れる地域特性を生かしたまちづくりをと題しまして、

宿泊税や観光税の目的税導入に向けての理事者の考えを伺ってまいりたいということでござ

います。 

  今、北海道の市町村で、観光振興に向けた新たな財源として、宿泊税や観光税の導入を検

討する動きが大変活発化しております。先般、６月の道議会で鈴木新知事が、多様化する観

光需要に対応するため、法定外目的の導入による安定的な財政、財源確保が必要だと、新税

をめぐる北海道の立場を説明し、また、導入に向けて検討を加速させる考えを示していると

ころでございます。 

  また、新聞報道では、宿泊税の導入、検討する自治体が北海道、札幌市、函館市、小樽市、

富良野市、美瑛町、釧路市、ニセコ町などに広がっているところでございます。また、先般

の新聞報道にもありましたように、11月からは倶知安町が町内の宿泊施設に泊まる際に、料

金の２％を徴収する、いわゆる定率制をとると。そしてまた、具体的に宿泊税の使途として、

観光客の防災、具体的には、リゾート客向けの防災備蓄物品の購入などに充てるとの報道が

ございました。 

  北海道と複数の市町村では、観光の新税の検討が同時に進んでいく現状でございます。北

海道と市町村による二重課税という問題も出てくるでしょう。そしてまた、温泉資源を有す

る自治体の入湯税とのかかわりなど、導入には多くの課題があるのが現状だと思います。 

  特に、当町におきましては、温泉資源を有している入湯税の目的税が既にございます。時

代の要請もあり、段階的に使途目的が追加されていっているというのは確かあると思います

が、本来は環境・衛生施設、また、鉱泉源の保護管理施設の整備、そして消防施設、その他

消防活動に必要な整備、また、観光施設の整備を含む観光振興に使われていると思いますけ

れども、当町においての入湯税の使途比率がどのような状況になっているのか、今一度お伺

いいたします。 
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○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 地方税法、目的税であります。入湯税につきましては、議員が

おっしゃるとおり、環境・衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設、その

他消防活動に必要な施設の整備、観光振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入

湯に対して、入湯客に入湯税を課すものとなっております。 

  洞爺湖町においては、平成30年度においては69万9,344人の入湯者より、入湯税として１

億315万3,000円を、ホテル・旅館になりますが、特別徴収義務者を通して徴収をしておりま

す。この入湯税の使途でありますが、環境・衛生施設の整備として、全体の経費の中では

14.5％になります。公共下水道事業の費用として使っております。また、観光施設整備とし

て20％になりますけれども、公園の整備や足湯管理、散策路等の管理業務に使途しておりま

す。また、観光振興においては65.5％でありますが、観光協会補助金、イベント事業への補

助、観光パンフレット作製などに使用しており、使途比率としては、全ての入湯税を目的に

沿った利用の仕方としております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） わかりました。目的税ですから、広い意味での観光振興ということで、

今、使途比率についても細かくお示しいただきました。 

  当町にとって入湯税は、観光振興の主たる財源としているわけなのですけれども、大都市

においては、法定外目的として、宿泊税が2002年に東京都が導入を開始して、2017年、大阪

府、昨年は京都がもう既に導入しております。そして、今年の４月から金沢市が導入をして

いるところでございます。 

  簡単に資料の中で見ると、東京都がちょうど平成14年10月にしておりまして、１万円から

１万5,000円未満が100円と、１万5,000円から200円という形で、京都のほうも去年、やはり

観光地ですから、京都は大体200円、500円、1,000円という形で、ホテルもピンキリな形が

ありますので、それに合わせた形だと思います。 

  今年の４月、金沢市が200円と500円という形で、今回、宿泊税をつくっているわけなので

すけれども、入湯税のないところはそういった形なのですが、入湯税を導入する市町村には、

やはり宿泊税導入により、二重税になるのではないかという意見が常にあるわけなのですが、

ただ、調べていくと、宿泊税を導入しようとしている自治体に関していけば、二重課税とい

うのは、課税標準、つまり、税額計算の基礎となる金額または数量を同じくする場合を言い

ますけれども、入湯税は、入湯行為だろうと。また、宿泊税は、宿泊行為に課税の根拠を見

出すと、そういった観点から二重課税に当たらないという見解もあります。いずれにしても

宿泊客への負担は変わらないわけで、二重課税ではないと、行為が違うからということで言

われても、支払う観光客にしてみたら皆同じような形かと思いますけれども、その中で、ま

た、特別徴収義務者、いわゆるホテル・旅館などの宿泊施設業者にとっては、消費税は上

がっていく、入湯税のいわゆる徴収事務に加えて、煩雑な宿泊税の徴税事務が強いられると。
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そういった面では本当に非常に負担が多いと思うのですけれども。 

  そこで、大変ストレートな質問をさせていただきますが、現状の北海道が抱えている宿泊

税に対する当町の考え、また、当町において、将来的に入湯税に加えた新たな目的税に対す

る見解と、導入の可能性というのをお伺いさせていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 北海道においてでありますけれども、観光税という形の中で徴

収をすることを今考えておりまして、方法としては、一つは、航空機または新幹線、フェ

リーなどにより北海道に入ってくる場合の入域課税という、そしてもう一つ、議員おっしゃ

るとおり、ホテル・旅館、簡易宿泊所等に宿泊された方に徴収する宿泊税、まだこちら二つ

とも決定はしていないところでありますけれども、今の流れの中では、北海道としては、宿

泊課税という形の中で徴収を考えているようであります。 

  当町の考えでありますけれども、北海道が宿泊税を徴収することにつきましては、洞爺湖

町としては反対の立場であります。議員がおっしゃるとおり、入湯税と宿泊税は二重課税に

当たらないとの見解で進めているようでありますが、宿泊者においては、宿泊税と入湯税を

徴収されることは、見解は別として、二重課税と思われるところでございまして、洞爺湖温

泉のホテル・旅館において、宿泊者に入湯税と宿泊税に関してのアンケートをとっていると

ころでありますが、宿泊者においては、多数の方が二重課税と感じるとの結果が出ておりま

す。洞爺湖町の目的税の入湯税においては、宿泊客１泊につき150円となっており、考え方

としては、二重課税になると考えているところであります。 

  また、北海道が観光税を徴収して、さらなる観光振興に利用していくとのことであります

が、その中には、Ｗｉ－Ｆｉ等の通信環境の整備やバリアフリー化など、洞爺湖町において

は、国の観光局などの補助事業として既に行ってきたものもあり、使われ方においても気に

なるところでありますので、北海道が観光税を徴収していくことには、いかがなものかと

思っております。 

  ただ、これから洞爺湖町の観光振興に関して、さまざまなことを行い、観光客に満足いた

だける観光地にしていかなければなりません。それなりの財源が必要になりますし、既存の

入湯税だけで事業を執り行っていけるものかと感じているところでもございます。洞爺湖町

においては、将来的な新たな目的税に対する見解でありますが、法定外目的税として徴収し

ていくこととなれば、既存の入湯税が最善の策ではないかと考えております。 

  ただ、しかし、導入に関しましては、やはり支払っていただきます宿泊客の方々もおりま

すし、この部分につきましては、ホテル・旅館の皆様のご意見をいただきながら進めていか

なければならないと考えておりますので、いろいろな機会でお話し合いを進めてまいりたい

と考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今の答弁でいくと、要は結論としては、今、北海道が考えている宿泊

税に対しては、洞爺湖町としては反対の立場をとっていくというふうに捉えさせていただき
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ます。 

  今、洞爺湖町の姉妹都市である神奈川県の箱根町なのですが、昨年から町議会の行財政改

革調査特別委員会というのが、おそらく皆さんもご案内のとおりだと思うのですが、町内に

宿泊する観光客を対象とした宿泊税の導入を検討しているということで、あの箱根町が宿泊

税導入を検討していると。これは、議会の中で特別委員会をつくって、５年以内を目途に宿

泊税の導入の可否を判断するということでございます。 

  また、いろいろ調べていくと、今年の４月から九州の別府温泉で、大分県別府市も今年の

４月から実は入湯税を上げております。これは、今年の４月、宿泊または飲食料金が6,000

円以下の入湯税の場合は現行の150円と、しかし、6,001円からある程度行くと150円から250

円に入湯税を上げていると。そしてまた、５万円以上、宿泊の中で高額、高級旅館あるいは

ホテル、ここら辺が一気に500円。150円から500円に引き上がってしまったと。これを見て

びっくりしたのですけれども、その中でも、先ほどありましたように、非常に入湯税収だけ

で３億円と、値上げで1.5億円の増収予想と。 

  ただ、これは市役所の職員も、またホテルや旅館の関係者というのは大変な苦労をしてい

るのではないかなと思います。特に、入湯税を４月に上げて、これから消費税、そしてまた、

九州自体も、福岡がやれば大分も宿泊税をやっていくと。そうすると、ダブル、トリプルの

形になってくると思うのです、そういった面ではかなり、これから税金という面では厳しく

なってくるのかなと。 

  ただ、さらに言えば、今年はまた、27年ぶりに新しい税金ということで、観光に関する税

として、１月７日に、日本から出国する際に、国際観光旅客税、これは１人1,000円、出国

税ということでやっております。そういう面では、最近の観光を取り巻く流れの中では、や

はり安定的・自立的観光予算の確保に向けて、来年の2020もありますけれども、そういった

面で、私たちが気づかないところで、税金の使い道、特に目的税に対するものを一生懸命

やっていこうと。そして、例えば姉妹都市の箱根町がもしゴーというふうになれば、あるい

はいろいろな観光地がそういった形になれば、おそらく、取るやり方というのも、みんな情

報交換していきながら実施していくのではないかなというふうに思うのですが、今現在とし

ては、当町としては、とにかく反対。これは僕も納得するところと、一方で、先ほどお話し

したように、自立的観光予算というその担保を考えるならば、これからもう少し考えなけれ

ばいけないのではないかな。 

  ただ、箱根町もあったように、今後も議会と関係団体と協議をする場を設けていきながら、

冒頭にお話ししました洞爺湖町の誇れる地域特性を生かしたまちづくりを進めていただきた

いと思うのです。そういった面で、町長、一言、いろいろあると思いますが、ぜひお考えの

一端をお示しいただければ幸いでございます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） まず先に、北海道のほうが今回、観光税あるいは宿泊税を何とか徴収

できないかということで、ただいま総務省のほうとも協議しているようでございますが、し
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かし、この問題、今から約３年前にも話がありました。当時は、ちょうど高橋はるみ知事が

知事の時代でございまして、観光税もしくは宿泊税に類したものをという計画もあったよう

でございますが、なかなか徴収方法をどうするのか、あるいはどういうものに賦課するのか、

問題も多々ありまして、なかなかそれが尻切れとんぼに終わってしまったという経緯がござ

います。 

  今回、新しく知事が代わりまして、唐突として、今回また宿泊税云々の話が出てきたわけ

でございますが、今、新聞紙上でも私どもは確認しておりますけれども、具体的に各市町村

のほうに、道は今こういうことを考えているという説明会等々があったわけではありません。

道がたまたま開く、地域の方々、興味のある方々に来てください。そういう会議はやったよ

うでございますけれども、各市町村、179市町村に対して、こういうふうなことを道は今考

えていると。それに対しての賛否はどうでしょうという問い合わせは今ところ一切ございま

せん。 

  私どもそういう情報があるものですから、胆振総合振興局、道の出先機関ではありますけ

れども、そちらのほうにも今、問い合わせをしながら、今後の推移、そして情報がわかり次

第、各市町村のほうにも、この問題についての経緯、あるいは考え方、こういうものを示し

てもらいたいということを言っております。 

  ただ、先に情報を収集している市町村では、先ほど議員もおっしゃっていただいたような

市町村が、もう既に宿泊税、今までの目的税であります入湯税は別として、新たに宿泊税あ

るいは観光税みたいなものをそこそこ検討しているように聞いております。 

  総務省に北海道が出向いて帰ってきた後、これは情報でございますけれども、各市町村で

も今こういうふうな動きがあるので、道のほうとバッティングしないような対策はどういう

ふうになっているのですかというふうなことは、お問い合わせがあったというふうなことで

聞いておりますので、今後いろいろな意味でこの論議が加速してくるかなというふうに思い

ますが、私どものほうといたしましては、北海道の、特に今インバウンドのお客様が相当来

ている観光地等々については、やはり外国資本が入ってきて、そしてホテル・旅館の質の高

さと言いましょうか、逆に宿泊料金が非常に高いところが増えてきていると。そういうとこ

ろは、意外と取りやすいのかなと。 

  先ほどこれもおっしゃっていただきましたけれども、東京、大阪、京都にしても、日本の

一大観光地でございます。今そんな中で、日本の業者がそれぞれホテル・旅館を維持するた

めに、さらには、今どうもホテル・旅館の中でも格差が出てきているのかなという気がして

なりません。高額な料金をいただいているホテル・旅館もあれば、こつこつこつこつ今まで

積み重ねてきたものを一生懸命守っていらっしゃるホテル・旅館もあります。 

  私どもの地域は、今までたび重なる噴火災害、被害もあって、それの改修等々も進めなが

ら、この地域に根付いた観光地として栄えてきたわけでございますが、その間には、やはり

相当のご苦労もあったと思います。そんな中で、金額をある意味抑えながら、そして観光客

の皆様に喜ばれる観光地を目指して今まで来ていたかな。そんな中、単なる数合わせ、数字
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あわせ、いわゆる金額が増えてくるから、収入源が増えてくるからだけで論議が進んではい

かがなものかなと。 

  北海道が考えている、今、賦課をして徴収をする、その使途についてもまだ明確なものが

一切聞こえてきません。そんな中、私どもの地域で賦課したものが、私どもの地域で使わせ

ていただける、そういうふうなものは今ほとんど限りなく小に近いというふうな話も、噂で

はございますけれども、聞いております。そんなこともいろいろ検証しながら、私どもの地

域としては、この宿泊税、道が今考えようとしている宿泊税については、なかなか難しいと

いう立場から、今現在、先ほど担当部長が言いましたけれども、反対の方向で今動いている

ところでございます。 

  ただ、それに合わせて、うちの町だけが反対ではなくて、ここには室蘭開発期成会あるい

は登別洞爺広域観光圏の一員でもありますので、首長方がちょこちょこ顔を合わせることも

ございます。そんな中で、私どものほうから、今こういう動きがあるようなのだけれども、

この地域としては、一致団結して道に話をしていきましょうということで話を進めさせてい

ただいておりまして、その考え方としては、今、私が言ったようなことを地域の首長さん方

と理解を深めているところでございます。 

  ただ、もう一つ、今、私どもも入湯税として、入湯する方から150円徴収をさせていただ

いております。先ほども、これも部長のほうから、どういう使途で使われているのだという

ことの説明をさせていただきましたが、金額的には、今お話ししておりませんでしたので、

観光協会あるいは観光関係事業には、私どもの町では、おそらく年間２億円程度の費用がか

かっていようかと思います。ただいま入湯税として入ってきている金は１億300万円前後で

ございます。それを足し算、引き算すると、相当の費用を観光資源のほうに私どもはかけて

いるということはご理解していただけるかなというふうに思いますが、これもやはり私ども

の町の財源も限られております。そんなことから、地元の関係機関のほうと今後十分協議を

して、宿泊税は別して、目的税である洞爺湖町の入湯税、今後のそのあり方と言いましょう

か、こういうものは少し関係機関と調整をしていかなければならないなというふうに考えて

おります。 

  ただ、何回もくどいようですが、今、北海道が考えている宿泊税については、私どもは反

対の立場。ただ、北海道が、これも前段で担当部長のほうから申しましたが、北海道に入っ

てくるとき、そういうときに何らかの形で賦課をして、そしてそれを北海道の観光資源のた

めに使うという内容等々になれば、これは私どももただ反対だけではなくて、しっかり内容

を確認しながら、北海道と歩調を合わせていくこともあり得るかなというふうに思いますが、

今どうも情報で入ってくるものは、宿泊税を課して、そしてそれから上がってきた収益を北

海道全体の観光資源に使わせていただきたい。そういうふうなニュアンスで、ニュースとし

て耳に入るものですから、そういう面では、いかがなものかな。ということは、胆振西部の

ほうの首長方では一致した考え方を持っているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 
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○９番（下道英明君） 今、町長のほうから説明ありましたように、わかりました。 

  いずれにしても、こういった情報共有というのは、関係団体と自治体の幹部だけではなく

て、ぜひ議会とも連携を密にしていただきながら、いずれにしても特別委員会、いろいろな

立ち位置が出てくると思いますので、ぜひ将来的には情報共有をしていただきたいと思いま

す。 

  次に入ります。最後の質問でございます。 

  虻田地区の高齢者の皆さんから、「洞爺湖温泉の入浴施設に通うのは、下道君、ほんと大

変だよ」と。今、バスで松の湯というのが火曜と金曜日、運行しておりますけれども、その

中で皆さん大変だよと。お風呂場にも知らない方も多いし、人口の多い虻田地区に公衆浴場、

小さくても良いから公衆浴場が欲しいという意見がございました。今回、いみじくも一般質

問で４番議員も同じような趣旨の質問が予定されているところでございます。やはり虻田地

区の皆さんにとっては、入浴施設ということは一つの大きなものなのかなというのを改めて

感じているところでございます。 

  特に、近年の社会環境の変容あるいは少子高齢化の時代の流れを踏まえて、公衆浴場が果

たすべき、また、果たすことができる役割というのは、私は多岐にわたると期待していると

ころでございます。 

  入浴施設には、健康増進はもとより、利用者同士の交流の場であります。特に、高齢者の

地域福祉の一環として、小規模でも公設型の公衆浴場を建設できないのかなと考えていると

ころなのですが、当然、温泉掘削とかになりますと膨大な費用がかかりますし、そういった

面で、夢物語かもしれませんが、洞爺地区の温泉スタンドを改良して、都会のスーパー銭湯

のように、あるいは洞爺湖サミットの会場があったホテルも今、温泉をタンクローリーで運

んでいるところでございますが、そういったことを工夫しながら、小規模でもつくれないの

かなという、夢のあるお話をさせていただきたいのですが、まず最初、私の予告時間に対し

て時間もある程度押してきていますが。 

  洞爺地区の温泉スタンドを利用して、タンクローリーで温泉を運ぶことは可能なのかどう

か、まずそこら辺のところをお聞きします。 

○議長（大西 智君） 毛利洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（毛利敏夫君） 洞爺地区の源泉の現状につきまして説明いたします。 

  現在、洞爺地区には４本の源泉がありまして、まず、１号源泉でございますけれども、洞

爺いこいの家の付近にありますけれども、これにつきましては、洞爺いこいの家のほうに配

湯を行っております。２号源泉につきましては、温泉スタンドがある場所でございますけれ

ども、洞爺いこいの家や洞爺温泉病院などに配湯しております。３号源泉につきましては、

財田地区にある源泉でございまして、財田の野菜栽培施設に配湯を行っております。最後の

４号源泉でございますけれども、町の中のある源泉でございまして、洞爺ふれ愛センターの

ほうに配湯を行っているような状況でございます。 

  今、ご質問がございました温泉スタンドが設置されております２号源泉につきましては、



－69－ 

洞爺いこいの家や洞爺温泉病院や民間の事業者のほうに配湯を行っている状況でございます。 

また、町内の事業者からは増量の要望がありますけれども、汲み上げる量と契約量の関係

でお断りをしている状況でございます。 

  他の三つの源泉につきましては、タンクローリーに給湯できるような設備にはなっていな

い状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 洞爺地区は、今、支所長のほうからお話があったように、それでは、

洞爺湖温泉にある温泉利用協同組合のタンクローリーでの温泉輸送というのは可能なのかど

うか、大変稚拙な質問でございますが、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖温泉利用協同組合の施設においてでありますけれども、

現在、温泉スタンドなどの設備がありませんので、現段階では難しいところであります。 

  また、議員がおっしゃいます温泉をタンクローリーで虻田地区に運搬するとなると、温泉

使用料、そして運搬費用を合わせると、温泉の経費だけで2,000万円以上になるところでし

て、建物の建設費は別として、ランニングコストが多額になる状況でございます。収入にお

いてでありますけれども、平成30年度の一般、老人を含めた入浴券の収入につきましては、

1,000万円に満たないところでありまして、スーパー銭湯のように入浴料を高額にしていく

わけにもいきませんので、採算性を考えると難しいところではないかと考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） わかりました。だんだん気持ちがぐーっと落ち込んでくるのですけれ

ども。 

  ただ、全国的に見て、こういう公設型の小規模の公衆浴場を建設するような、例えば国で

すとか、北海道はないのでしょうけれども、そういったいわゆる補助的なもののメニューと

いうのはないのですか、それをもう１点。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの国、道等の補助のメニューというご質問でござい

ます。公衆浴場を新たに整備するに当たりましての国または北海道の補助メニューについて

でございますが、道本庁の保健福祉部を通じまして、国のほうにも照会をしたところでござ

いますが、既存の公衆浴場の施設整備についての補助制度はあるように聞いておりますけれ

ども、現状におきまして、新設の施設整備に係ります補助制度はございませんということで

した。虻田地区におきまして、公設型の公衆浴場を建設するとなりますと、主に自主財源で

の整備になるものと考えられるところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 次の質問もしようと思ったのですが、かなり厳しいなと思いますので、
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公設型の小規模浴場の建設というのは夢物語かもしれませんけれども、しかし、私ももう

ちょっと勉強して、資金調達、ＰＦＩ方式ですとか、あるいはリビオ方式。最近、本州地区

であるリスパック方式など、もう１回勉強して具体的に提案できるような形でもう１回再挑

戦させていただきたいと思います。 

  公が果たすべき役割というのは、やはり地域を活性化させていく。そこに住む人たちが豊

かで生きがいのある暮らしを送れるようサポートすることだと信じておりますので、ぜひ、

夢物語ではありますが、議会に出ている者はみんな、夢物語を語りながら現実に実現してい

くのが大きな仕事だと思っておりますので、引き続きこの公設については質問をさせていた

だきたいと思います。 

  以上で、私の一般質問を終わります。本日はありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、９番、下道議員の質問を終わります。 

  ここで休憩といたします。再開を11時５分といたします。 

                               （午前１０時５４分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時０５分） 

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

○議長（大西 智君） 一般質問を続けます。 

  次に、７番、千葉議員の質問を許します。 

  ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ７番、千葉でございます。３点の通告をさせていただいております。

それでは、順に質問させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  １番目でございます。虻田中学校改築について及び虻田高校への対応及び今後についてと

いうような件名をつけさせていただきました。 

  私も今、経済のほうにおりますけれども、改選前、前期は総務常任委員会のほうに入らせ

ていただきました。総務常任委員会と言いますと、１年間に町内の学校、保育所、まず一回

りします。そのところでいろいろな先生方のお話を聞くわけであります。不登校の問題、い

じめの問題、また就学援助の件、当然学習の面もありますけれども、その折、総務常任委員

会として、いろいろな所管事務調査報告をしていると思いますけれども、先生が大変ご苦労

されているなと、大変評価をしているところでございます。子どもたちもしっかりとそれを

受け止めて、前へ進んでいるのだろうなというふうに思っているところでありますが、そん

な中で聞くお話の中では、校舎の傷みが激しいということでございます。雨漏りがするとか

暖房が効かないとか、本当に教室を見ても壁が剥がれ落ちそうだとか、そういう話をよく聞

くわけでございます。公共施設でありますから、長寿命化計画の中に取り入れられていくの

だろうと思います。そんな中で、新しい学校といえば洞爺温泉小学校が一番新しいかなと思

います。先ほど下道議員も小中と言っていましたけれども、私は中高かなと思ったりもする
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ものですから、最後に、その辺のところでお願いしたいと思いまして、そういった件名をつ

けさせていただいたということでございます。 

  本当に中学校を見させていただくと、皆さんもお会いになったことがあるかと思います、

いろいろ行事の中で。一番傷みがひどいのかなと思います。年数も経っているのかなと思い

ます。子どもたちがかわいそうなので、改修改修で済んでいるのだろうと思いますけれども、

新築はどうなのだろうと、そんなふうにも考えるわけでございます。そんなことで、虻田中

学校の現況をまずお聞かせいただければありがたいと思います。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 虻田中学校の現況でございますけれども、校舎につきましては、

昭和42年から昭和50年にかけて建設されておりまして、最も古いものは昭和42年の建築とい

うことで、通称、１線校舎ということで、伊達側の１線校舎のことでございます。この１線

校舎につきましては、建築52年経過しているということでございます。 

  それで、近年でございますけれども、平成26年から27年の２カ年をかけて耐震化工事、そ

れから本年度は３年生教室の外の外壁修繕工事を実施するなど、施設の破損、修繕状況等を

確認しながら、生徒の安全確保を図ってきているところでございますけれども、ご承知のと

おり相当に老朽化が進んでいる状況でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 学校の耐用年数なんかもあるのだと思います。そして寿命化、そう

いった計画も立てられるのだろうと思います。その辺のところをちょっとお聞きしたいと思

います。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 教育委員会としましては、町内の各学校の状況を踏まえて、今後、

町長部局とも協議しながら学校施設の長寿命化計画により、年次的な改修を進めてまいりた

いと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） お話は、改修ということです。私も長寿命化計画の冊子をもらってい

ます。32年から一応そういった計画を立てるのだとなっていますから、まだそのところは手

つかずというふうに思います。 

  ただ、現況を見ますと、やはり中学校のあの校舎はいつまで持たすのかと、直し直しでい

くのかという基本のところがちょっとわかりかねると。やはりこういった話が出るというか、

以前から皆さん思っている、結構あると思うのですけれども、あえて今回議会に出させても

らいましたけれども、やはり財政も厳しい中でありますけれども、その方向性というものを

きちんと打ち立てるべきだということでの質問でございます。 

  52年経っているわけですから、基本的に傷みがくるのは当然で、満度に入っているわけで

はありませんから、人がいない教室などは余計くたびれてくるというか、傷みも自然と出て

くるというような格好だろうと思います。その辺のところは、きちんと町として方向性を出
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すと。平成32年ですから、令和２年に一応出すような計画になっていますけれども、早めに

その辺のところは、各学校ともども、いっぱいありますけれども、きちんと整理をされて出

すべきだと思います。それは、我慢する我慢しないの問題ではありませんので、やはり私ど

もの大事な子どもたちが通う学校でありますから、その辺のところを、今の学校を見ていた

だいて、決めていただかなければ困るなというふうに思います。その辺を踏まえて、どうい

うふうな決め方をするのか、まず、財政の問題。今年度の補正でも500万円出ています。そ

んな格好でちょびちょび出しているというような格好ですから、いかがなものかと思います

から、その辺のところをきちんともう１回お聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 今、議員からご指摘のあったことについては、私も学校訪問とかを

させていただいて、また、学校現場の声をいただいた中で十分承知をしているところでござ

います。 

  長寿命化計画については、来年度の策定ということになっておりまして、そういったとこ

ろも含めて、これから計画の内容を詰めていくわけでございますけれども、やはり危険性の

伴うところを最優先に改修をしていくような計画内容になるかというふうに思っております。 

  いずれにいたしましても、計画をつくる場合におきましては、教育現場のほうと十分協議

を重ねた上で、現状の状況も踏まえ、危険性のあるところを最優先としたような形で進めて

いきたいというふうに思っているところでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 虻田中学校の現況はそういうことだというふうに思います。それで、

何とかしなければいけないのだろうと。ただ、補修補修で本当に賄っていけるのかというこ

とです。建てれば１億円、２億円で済む話ではないでしょうし、壊すだけでそれぐらいか

かってしまうような学校施設でありますから、今の町の中の施設として、大事な学校施設で

ありますけれども、なかなか町財政としては、すぐ簡単に建てるのは難しいというふうに私

も思います。 

  さっき９番議員も言われていましたけれども、小中一貫、ちょっと頭になかったのですけ

れども、虻田中学校と温泉小学校というのも、そういった兼ね合いでいけば、そこに入り込

む隙もあるのかななんてちょっと考えたりもしたのですけれども、それは今、簡単に思いつ

きの話でありますけれども、とりあえずそういったことを考えながらいたというふうに、ま

ず理解していただきたいなと思います。 

  それで、虻田高校の問題に入りたいと思います。 

  虻田高校を何とか存続させましょうということで審議会ができました。この審議会の中で

いろいろな提案をされて、町もそれを受けていろいろな支援をするということで、今年度か

ら始まったと聞いています。今回、今年の４月には14人の方が入学されて、なんか１人お辞

めになられて13人だということも聞いていますけれども、その13名の方は、この四つの支援、

どのようにお使いになっているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 
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○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 虻田高校に支援の状況ということでございますけれども、若干お

話をさせていただきます。 

  虻田高校、議員もご承知のとおり入学者の減少等により、平成26年度から地域キャンパス

校となりまして、さらに平成30年４月からは、地域連携特例校へ変更となり、より地域との

連携や支援の強化が求められるなど、近年で虻田高校を取り巻く状況が大きく変化を見せて

いるところでございます。 

  教育委員会としましても、同校の存続を図るとともに、虻田高校の未来へ向けての振興策

を検討する虻校未来づくり推進委員会を立ち上げ、検討を進め、同委員会から虻田高等学校

の未来づくりに関する提言書を取りまとめ、本年度から提言に基づき新たな支援を始めたと

ころでございます。 

  支援策の主なものでございますけれども、一つ目として、入学支援金の助成ということで、

これは対象者は洞爺湖町内の在住者ということで、一律10万円というもの。それから二つ目、

制服購入費の助成、これは対象者、入学者全員ということにしてございますので、一律５万

円。それから三つ目として、通学費の助成ということで、これは対象は、公共交通関係の利

用者ということで、これは定期代の２分の１というようなこと。それから四つ目、君の夢応

援プロジェクトと、これは対象者は入学者に限らず、全在籍者ということにしまして、これ

につきましては、生徒自身が自ら夢に向かってチャンレンジする事業に助成ということで、

１件30万円ということで、本年度２件までということで予算を組んでいるような状況でござ

います。などとなっているものでございます。 

  本年度入学者から開始してございますけれども、ＰＲが遅くなったということで、本年の

入学者、先ほど議員がおっしゃったとおり、１名減の13名、現在在籍になってございます。

今後は、前年の早い段階からＰＲ等も行うことにより、入学者増につなげていきたいと考え

ているところでありまして、まずは新たな支援策ということで、これらを入学者増につなげ

ていくような、推移を当面確認して、見守ってまいりたいと考えている状況でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 今の虻田高校の現況でございます。１年生だけでなく、２年生、３年

生も同程度の人数だというふうに理解しています。 

  今年度は当町の子どもがいなかったという話も聞いていますけれども、次年度は、もう９

月になりますから、そろそろ１回目の進学予定ですとか、希望が出ているのだろうと思いま

すが、その辺のところのお話は聞けますか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 本年度の１年生について、１名、町内から入ってございますので、

13名中１名おります。 

  次年度の見込みとして、今、町内に二つの中学校がございますが、学校に連絡をして確認

したところ、町内から４名の希望と。第１希望でございますけれども、今のところ４名とい
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うことで、中学校に確認しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 本当に当町の子どもたちが入るということは大変嬉しく思いますし、

これだけうちの町が支援しているのだという理解も得られるのだろうと思います。とは言い

ますけれども、今回、中学校の３年生の数が71人です。次の２年生が48人しかいないと、が

くんと減ると。１年生が71人。その後の６年生から、50人台が多いほうで、少ないときは37

人とかという話で、どんどん減っていくということで、虻田高校に何とかうちの町の子ども

を入れたい、また、中央からも入れたいということで、いろいろな支援策、理解を示すとこ

ろですけれども、先細りするのではないかという不安も十分に持っています。 

  そんな中で、先ほど下道議員がお話しした、そんな学校の、勉学をともにするような話が

ありましたけれども、中学校と高校、道立高校ですから、なかなか難しい壁もあるかもしれ

ませんけれども、そういった中で行き来し合うという話も深くしておけば、道教委も、道立

高校であっても、やはり地元がこれだけ頑張っているのであればと、そんな理解も徐々に生

まれてくるのではないかと思ったりしますし、地元が一つになって、どっちの方向へ行くの

だということを決めておけば、道教委のほうも少なからずも心が動くのではないかなという

気がします。 

  というのは、伊達市において、伊達緑丘と伊達高校が今回一つになると。新設伊達高校に

なって４学級つくるという話になりました。あれも、そんな話があった段階で、伊達のほう

では審議会をつくって、一つにしてくれということで道教委に上げたというのです。道立高

校ですから、要望したと。道教委のほうもそれに応えて、プラスアルファで出てくるものが

あるというような話もあります。やはり一本化になるというのは、だめもとになるかもしれ

ませんけれども。 

  ３番目に入りますけれども、何とか虻田高校に虻田中学校を入れることはできないか。そ

うすると虻田高校も活性化するのではなかろうかと、要因の一つになるのではなかろうかと

思いますし、虻田中学校の校舎も傷んでいる中で、虻田高校に入り切るのであれば、お互い

ウィンウィンではないかなと。子どもたちも喜ぶだろうしと、その施設もちゃんと使われて

くると。これが本当にいけば、虻田高校存続を願うといっても、地元にある支援する会とか、

他の会もだんだん縮小になって、今や活動らしき活動はしていないと私は思います。もしわ

けない、私も入っている１人なのですけれども、なかなかできていないというふうに思って

います。形でやっているのであれば、本当にざっくばらん、タブーな話かもしれませんけれ

ども、そこを乗り越えて話し合わなければだめなのだろうというふうに思います。その辺を

含めて、いろいろなことを考えながら教育委員会にはやっていただきたいのですけれども、

その辺のことを踏まえながら、ご答弁いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） さきのご質問でもお話いたしましたけれども、虻田高校は平成30年

４月からは、地域連携特例校となっておりまして、９月３日に北海道教育委員会が公表いた
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しました。令和２年度から令和４年度に係る公立高等学校配置計画におきまして、５月１日

現在、第１学年の在籍者数が20人未満となった場合は、所在市町村を初めとした地域におけ

る高校の教育機能の維持・向上に向けた具体的取組と、その効果を勘案した上で、再編整備

を留保としているところでございます。 

  この内容に沿いまして、１年生在籍者数13人の虻田高等学校につきまして、令和４年度は、

再編整備留保となっておりますが、依然厳しい状況が続いていると認識しているところでご

ざいます。 

  議員ご提案の虻田高校に虻田中学校が入るようなことは考えられないのかというようなこ

とでございますけれども、学校長寿命化計画による改修という方法のほかに、入学者が少な

く、空き教室も多い虻田高校の現状を見れば、ただいま議員のご提案については、全く考え

られないものではないというふうに私も思っているところでございます。 

  ただし、道立高校ということでもありますことから、簡単なことではないというふうな認

識をしておりますけれども、虻田中学校の今後のあり方、町の宝である子どもたちの健やか

な成長等を考えたときに、ただいま議員のご提案を含めまして、行政、議会、地域住民が一

体となって、今後、協議を進めて方向性を探っ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（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 本当にそのように、どこの校舎も、うちの町の校舎は残念ながら古く

なって傷んでいると。とりあえず我慢してもらうものは我慢してもらわなければだめなのだ

ろうと思いますけれども、直近の、今申し上げた虻田中学校の場合は、そういった解決方法

も一つあるのではなかろうかと思うものですから、提案を含めて、そういった話が、一本化

になるのであれば、町も当然そのような陳情、要望を道教委にするのでしょうし、また、そ

れぞれの議員も、町がこういうふうに決めたと、同調していただけるのであれば、それなり

の活動もいくのだろうというような感じもします。 

  そういったことで、何とか早めに、来年、長寿命化計画にやっと、これから先のことを考

えると、これだけ傷んでいるのに、これから考えるということですから、遅きに失している

と思いますけれども、早めにそういったことを、懸念材料ですから、やはりこの中学校は。

前から言われている話ですから、52年経っているわけですから、何とかひとつそういった協

議会、そういうのをつくっていただきながら、町民の皆様と、また議会にも話を持ってきて

いただきながら、進めていければいいかなというふうに思いますので、どうぞひとつお願い

したいというふうに思います。 

  ２番目に入りたいと思います。 

  本町生活館の建て替えについてということでございます。これは、今議会に一般会計の補

正予算の中にも出てくる話でありますが、これについて、私の勉強不足もあったかと思いま

すが、この経緯、経過について粗々お話しいただければありがたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 
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○企画防災課長（高橋秀明君） それでは、まず、国の動向と言いますか、経過について説明

させていただきます。 

  これまで国のアイヌ政策に関しましては、アイヌの方々の生活支援を主とした事業制度で

ありましたが、令和元年５月24日に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため

の施策の推進に関する法律、いわゆるアイヌ施策推進法が施行されました。先週の金曜日、

９月６日には、基本方針が閣議決定されたところでございまして、従来の施策に加えまして、

地域振興、産業振興、そして観光振興なども含む、アイヌの方々に寄り添った交付金制度が

創設されたところでございます。 

  当町における動きといたしましては、昨年10月に、同法律に関する説明会が国により開催

され、町として出席いたしまして、同年11月に、道内の関係市町で構成する北海道アイヌ振

興対策事業推進協議会において、関係省庁や国会議員などに対し、幅広く活用可能な交付金

制度となるよう要望活動を展開してきたところでございます。 

  このような状況の中、庁舎内でプロジェクトを立ち上げまして、町内の関係団体に対して、

担当課が意見・要望等を収集し、検討してきたところでございますが、その時点においては、

法律や要綱等が定まっていない状況でございましたので、関係団体の意向を踏まえた事業内

容を国に対して提案してきたというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） こういった行政の進め方というのはいろいろあるのだろうと思います。

こういったことは、使われている方々のご意見を聞きながら足場固めをしていくというので

すか、裏づけをもって議会に提案するのかなというのもあるのかもしれません。 

  それでも私が疑問に思うのが、今回の行政報告でもあります。町長が、「アイヌの人々の

誇りが尊重される社会を実現するための政策の推進に関する法律が今年５月に施行され、従

来の福祉施設や文化振興に加え、地域振興、産業振興、観光振興等を含めた交付金制度が創

設されたところでございます」と。本年５月に出てきているのですね、とりあえずは。 

  うちらに説明があったのは７月のですか、私、経済に入っていますけれども、７月19日に

経済常任委員会に、こういった資金がありますということで、佐々木部長と高橋企画防災課

長と高橋健康福祉課長、３人出ていただいて、粗々こんな制度がありますという話を聞きま

した。私、それが大分進んでいるという話は全然知らなくて、全く知らなくて、あのとき、

良い資金だからぜひ頑張ってとってくださいなんて話をして、エールを送ったつもりです、

私。にもかかわらず、周りはみんな知っていたということなのです。驚きでした。 

  私、その話が７月19日にありまして、７月29日、私、自治会の役員をやっているものです

から、会長に聞けば、そういったことがたびたび町から来るのだけれども、口外してくれる

なと。今年の初めあたりからその話が来ていたという話を聞かされました。いろいろなこと

があるのだろうと思って、うちの会長も、今ところはまだ具体的に進んでいないから話さな

かったのかもしれません。議会には内緒だから口外するなという話があったという担当者の
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話でございます。19日に、そういった資金がありますという話があって、29日に、役員に話

しても良いですという話が出たものですから、私、役員だったものですから、７月29日、担

当の職員がしてくれて、写真、絵を見て、大体粗々な話を聞きました。これを聞いたのは、

私は自治会役員だから聞いたので、私が自治会役員でなければ聞いていなかった、７月29日

に。本当にこれ、どうしたのだろうと思うのですけれども。 

  ８月１日、経済常任委員会がありまして、森林博物館、所管事務調査をやりましたけれど

も、経済常任委員会開いているのです。ここでも説明がない。どんどん進んでいって、私が

正式に聞いたのは８月28日です。経済常任委員会、８月28日です。確認していただきたいの

ですが。その折に、見れば５億円です。総額で５億円かかるのです。今回は壊すだけですけ

れども、補正で出ますから、そのときに議論になるかもしれませんけれども、うちの町にし

たら、補助金自体は10分の８ですから、大変大きな施設で、うちの町の持ち出しは少ないか

もしれません。いろいろな交付金で返ってくるという話もありますから、余計に。それでも、

窓口として、５億円もかかる事業が、８月28日に聞かされて、９月議会に入ります、壊しま

す。基本的に、町長、私、賛成です。まず聞きたいです。何で口外しないように言われたの

か、お聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 職員が自治会長にお話をして、口外はまだしないでくれというところ

の意味合いが、ちょっと私もよく理解できないところでございますけれども、ただ、この問

題については、昨年末に私ども北海道ウタリ推進協議会等々の、私も実は役員をやっており

ます。副会長の要職に就かせていただいておりまして、以前からウタリ資金は非常に使いづ

らいというお話を国のほうに申しておりました。その折に、国、国交省の担当者の方でござ

いますけれども、来年、令和元年、国のほうで新しい法律をつくる予定にしていると。これ

はまだ法案が通るかどうかもよくわからない。だからあまり表には出さないでほしい。 

  そして、私ども一町村になりまして、その上には北海道というのがありますけれども、北

海道のほうでは、年間２億４、５千万円、北海道のほうに国のほうからウタリ資金というこ

とで入ってくるようでございます。平成30年度のウタリ資金の活用率が、２億４、５千万円

入ってきまして、大体17％ぐらいの執行というふうに聞いております。各市町村の動向等も

お話をお聞きしますと、どうも使い勝手が悪いと。いろいろの書類を提出しなければならな

い。さらには、それを実施した後も日報ですとか、いろいろの報告ものがあって、これを借

りてもなかなか難しいのだよなというお話を承っておりました。 

  そんな中、そういうところを何とか簡素化してほしいという要望をしていたわけでござい

ますが、たまたまその担当者の方のほうから、令和元年度において、平成31年度において、

新しい法律ができる予定でありますと。ただ、これはあくまでも、まだ予定なので、正式に

法案が通るかどうかもわかっていない。そんな中、今から、もしこの法案が通るようであれ

ば、準備はしておいたほうが良いですよねというお話を承りました。 

  町といたしましては、内々に、私どもまちづくり総合計画、あるいは公共施設の老朽化



－78－ 

等々もありまして、それに合致できる事業メニューはないかと探していたところでございま

すが、ちょうど４区の、今現在、集会所として使っているところ、これも昔は確かウタリ資

金が導入されていたかなというふうに思いまして、こういう施設を拠点施設として、そこに

今、町が巡回バスを回しておりますけれども、その巡回バス、あるいは子どもたちが学童保

育、いわゆる今、地域未来塾ということで、放課後、子どもたちに勉強を教えていただいて

いるボランティア組織等々がございますけれども、ただそれだけで子どもたちの学力向上に

つながってくるのかな。言うなれば、都市部の、それこそ学習塾の先生とネットで結びなが

ら、例えばテレビ電話みたいなものを使いながら授業を進めることができないだろうか、こ

ういう拠点施設で、先ほど申しました巡回バスの拠点、あるいは子どもたちへの学習支援、

こういうものが上手く取り込められないだろうかということで、国交省の担当者の方とお話

をさせていただきました。 

  その折に、アイヌの方の拠点施設、そして、従来から地域の集会施設として使っていたも

のについては、国のほうで何とかそれを支援する制度になり得るかもしれないということか

ら、交付金事業として８割、そして残りの２割についての２分の１、いわゆる交付税措置

等々を検討しているというお話もありまして、できれば、財源の厳しい町なものですから、

将来は建て替えも考えなければならないということもございまして、今それぞれの利用して

いただいている関係者の皆様にお話を聞いてきたところが、担当者のほうで聞いてきたとこ

ろが、どうも使いづらい部分が出てきているということもございまして、では、そこの場所

については、津波浸水区域にも入っているのだけれども、どうなのだろうということもお話

をさせていただいたところ、それらについては、住み慣れた地域で、使いやすいところに建

てていただいたほうがありがたいというお話もあったということから、では、代替の素案を

そこでまとめてみようという方向性を出しまして、実は、国交省のほうと５月以降も何回か

打ち合わせを担当課のほうでしていただきました。 

  国交省のほうとしては、それが町のためになるのであれば、何とか応援してまいりたいと

いう言葉もいただいておりまして、今回、建て替えと合わせて、用地をうまく利用するため

に、これも以前から老朽化していた旧消防庁舎の建物を解体して、土地を一体的に利用でき

るような、それが地域のために貢献できるような施設、そして地域の子どもたちにも役立つ

ような施設、そういうものをぜひつくりたいなというお話をしておりました。 

  ただ、何回もあれですけれども、やはりそれぞれの、これは企画課だけで抱えている問題

でありませんで、所属する、今までご利用されていた団体がありますので、そこら辺につい

ては、それぞれの所管のところでお話をしていただいてきていた。その話し合いの結果を確

認したところが、皆さん大体一致した意見だったということで、今回、法律が施行されまし

たので、いち早く手を挙げなければ、先んじて、他の町からもどんどん挙がってくる要素が

ありましたので、何とかこの制度に乗っかりたいなということで、今、話を進め、さらには

議会のほうにも７月と８月でしたか、ご報告をさせていただいているという状況でございま

す。 
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○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ７月と８月にご報告という話、先ほど申しましたとおり、７月には、

こういう制度があるということを知らされたということです、あくまでも。 

  私が聞いたのは、なぜ口外しないように止められたのかという話を聞きたかったのです。

中身につきましては、私も本町生活館を使わせてもらっていますから、お願いして、あっち

直し、こっち直してもらって、今、何とかみんなが集まるようになっているということで、

こういった企画自体は反対するものではないです、別に。にもかかわらず、出てくるのが遅

いと。７月29日に町のほうから来てくれた担当の職員の方は、引っ越しの用意をしてくださ

いと。脇から壊したいということで、うちの自治会、あの椅子はこっちにやろう、クラブも

全部掃除を始めました。議会を通っていないのに。全部やっています。それは、周りがそん

な流れの中で来ていますから。 

  私もこんな話をすると思っていませんから、「千葉さん、交流会館を壊すの、いつなの。

壊すんだってね」という話を聞いたから、「そんなこと聞いてません」と「知りません」と

言いましたよ、私。そんなことないですよね、私が知らなかっただけなのです。私の自治会、

目の前にある交流センターのことがわかっていないと。７月29日の役員会でわかった。役員

会に入っていなかったら、８月28日です。誰も教えてくれないです。私、そこを聞きたい。

なぜこういったコミュニケーションが悪いのか。 

  私、実は去年の６月に一般質問させてもらっています。町長が当選されて、６月議会です。

私の一般質問の中で、今回の選挙において掲げられた公約及び執行方針についてということ

で、洞爺駅前のにぎわいとＪＲのバリアフリー化とかが出ています。最後に、町長は言われ

ているのです。「集大成の４年にしたいと言われているが、議会とのコミュニケーション、

職員との関わり方など不足の部分があると思うが」と私は質問をさせていただいた。これは

新聞にも出してもらったから、議員と職員とか。前も、いろいろな建物の関係で、やはり議

会に遅かったのではないかと、そういうことについて私は言ったつもりです。町長は、こう

答えています。「今まで以上に丁寧な説明を行い、町と議会が一体に、開かれた行政運営に

努めています。また、職員に対しては、言葉も含めて、今後十分に注意、反省してまいりま

す」と答えられている。後半の部分は関係ないですけれども、前半の部分です。議会とのコ

ミュニケーションをとっておられるのかと私は思います。 

  昨日、実は役員会がありました。10日というのは回覧を回す日ですから、最近、私ども連

絡員がいなくなりまして、役員がみんな集まって入れるのです、みんなで。その折に言われ

ました。「千葉さん、何で知らないの」と「千葉さん嫌われているんでないの、町長に」と

言っておりました。 

  ここで聞きたいと思います。議会とのコミュニケーションはどのように考えられているの

か。私のことを好きか嫌いかちょっと教えてください。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 議会とのコミュニケーション、これは本当に町政を運営する中で大切
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な事項だというふうに思っております。今まで至らなかったところにつきましては素直に反

省とお詫びを申し上げるところでございます。 

  ただ、今進めていた事業等々については、職員のほうも一生懸命それぞれ回って、言葉足

らず、あるいは、これはまだまだ公表しないでくださいというふうな中で、さらには、いつ

壊しますからというのは、僕も今聞いてちょっとびっくりしたのですが、そういう話までに

はまだ行っていないなというふうに思っておりますので、やはりコミュニケーションが非常

に不足していたのだなという部分がございますので、その辺は改めてお詫び申し上げところ

ですし、今後におきましても、町の考えていることをきちっと伝えていただけるような、そ

ういう体制づくりをしっかり構築してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 議会とのコミュニケーションにお答えいただきましたけれども、私の

２番目の答えはいただけなかったので、そのままにしておきます。聞くのもちょっと怖いと

ころがありますから。 

  本当に町長は一生懸命やっている。実直でまじめな方ですから評価をします。ただ、ここ

に至って、やはりちょっと足りない面が出てくるのではないかなと私は感じています。その

辺のところを、もう少し議会を信頼していただいて、しゃべるなと言ったらしゃべりません

よ。これ内緒だからと言ったら内緒にします。私、目の前の生活館知らなかったのです。交

流センターが壊れるの。形無しですよ、がっかりです。その気持ちだけ伝えておきます。も

う少し丁寧に気を使っていただきたいと、一言言っておきたいと思います。時間がないので、

私は60分の通告をしていますので、次に移ります。 

  ジオパークについてということでございます。 

  町長も大変力を入れられているジオパークと洞爺湖有珠山のジオパークでございます。 

  今回、改めて再認定の審査を受けたということでございます。立派な報告書を見せていた

だきました。大変誇れるジオパークの事業だろうと思います。そんな成果をお話しいただく

のと、また、課題がありましたらお教えいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 武川経済部参与。 

○経済部参与（武川正人君） このたび、当地域にとっては３回目となります再認定審査が

2009年７月26日から28日の３日間、ユネスコから派遣されたブラジルとドイツの審査員２名

によって行われました。 

  審査、ユネスコ世界ジオパークとしての見どころ、これはジオサイトと言っておりますけ

れども、ジオパーク拠点施設を中心に訪問され、ユネスコの評価基準に基づき調査されたと

ころです。指摘事項への対応期間が２年と限られておりましたけれども、最大の課題とされ

た地球科学専門員の雇用の解決、また、他の指摘事項についても、１市３町並びに関係機関

と地域住民の皆さんと力を合わせ、その課題の解決に当たり万全の準備を進めてまいりまし

た。 

  この結果、審査終了後の審査員講評では、前回の審査結果の発表から今回の再審査までの



－81－ 

期間が比較的短かったことを考えると、むしろ私たちの期待を上回っていたとされていたさ

れたところでございます。 

  今後の課題としましては、ユネスコから推奨されている国際連携というのが挙げられます。

当地域は、世界ジオパークに認定された2009年から60カ国からの研修を受け入れてきました。

現在、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会の合意を得た中で、国際的なジオパークの連携と

して、2018年から中国のレイチョンユネスコ世界ジオパークとの交流を進めております。本

年４月には、真屋協議会会長及びスタッフがレイチョンジオパークを訪問し、今後の火山を

テーマにした子ども向けの教育事業及び交流を深めていくということを確認してきたところ

でございます。お互いにとってのメリットが期待されることから、早い時期に姉妹ジオパー

クとして提携できるよう進めていくことが、ジオパーク圏域全体の発展につながるものと考

えているところでございます。 

  今後の審査結果に至るスケジュールでございますけれども、審査員２名の報告書がユネス

コジオパーク担当部局に提出され、本年９月のユネスコ世界ジオパーク・カウンシル会議に

おいて審議され、ユネスコとしての認定の可否を2020年２月ごろまでに通知するというふう

にお聞きしております。 

  なお、最新の情報として、非公式でございますけれども、９月２日、インドネシアでユネ

スコジオパークの評議会ですけれども、開催されて、洞爺湖有珠山ジオパークはグリーン

カード、４年間の決定がされたとの情報を得ているところでございます。 

  ただし、正式決定につきましては、2020年２月ごろに予定されているユネスコ理事会の承

認を得てということになります。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ジオパーク課の担当の方々皆さん、町長のリーダーシップのもと

で……、ユネスコ世界ジオパーク、対外的には大変評価の高いすばらしいものだというふう

に思われています。ただ残念なのが、なかなか町民にその辺のところが、もう少し伝わって

いればなというのが残念であります。 

  私も縄文のときの、高砂貝塚のときにも先生方が来られて、オープンで話し合ったとき、

１回出たことがあるのですが、その中の先生が言っていました。この地域には土地力がある

と。言葉が間違っていたら教えてください。土地力があると。縄文時代の人が住んで、アイ

ヌの人たちが住んで、ここは虻田郡ということで群が始まって、虻田郡からずっと広がって

札幌まで行ったと。土地力があるのだなと、良いものがあるのだなということです。そう

いったものがうちの町に根付いている。 

  そして今回それにスポットが当たったというふうに思いますけれども、これに書いていま

すけれども、町の景観もすばらしいものであるし、また、歴史がつくったものや文化も観光

の目玉の一つになると思うが、やはり食が弱いと思うということです。これとイコールにな

るのは、何かを食べに行きたい。１次産物は大変良いものがあるのですけれども、それは食
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べられませんから、生で。そういったことで、そういったものを担当課長、参与いろいろ頑

張っていますけれども、なかなかピザもいまいちかなと、正直言って思っています。そう

いったピザなんかは洞爺湖マラソンでどんどん食べさせてやれば良いかなと思うのです。記

録を目指す人は食べていられないですけれども、最近いろいろなマラソン大会をやっていま

すよね、地元のものを食べさせる。メロンを食べさせるだの何を食べさせる。ああいったこ

ともジオで利用したらどうかなと思います。 

  その食ですけれども、町のほうもきちんと応援をすると。そういったジオの産物を使うと

ころには、公認のジオパーク認定の店、洞爺湖町。洞爺湖町が弱いのであれば、３市町で

やっているのですから、この地域の名前を入れても良いかもしれません。そこは１市３町で

何かやりながら、共通のものでも良いでしょうし、そこまで広がりがないのであれば、洞爺

湖町の食はこれだと言える、お勧めできるものを。ずっと苦労されているのはわかっていま

すが、町のほうも少し予算をつけて、いろいろあちこちから予算を引っ張ってきていますが、

町のほうもしっかり、町長もしっかり力を入れているジオパーク事業でありますから、その

辺のところを何とかできないか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 武川経済部参与。 

○経済部参与（武川正人君） まず、認知向上、それから私ども、子どもたちの郷土愛、誇り

を持てるような地域にする。そういうことが大きなジオ活動の目的だと思ってございます。 

  片仮名のジオ、それからパーク、大地の公園、組み合わせた造語ですけれども、これを冠

に国際的な高い評価を受けても、一般的には、地質という地球科学は難解でつまらない。ま

た、特定の人たちの活動というイメージが強く、このことが活動の広がりを阻害してきたと

も言われてございます。日本で初めて世界ジオパークの認定を受けた地域という大きな名誉

を得たわけですが、住民にとっては、普段から見慣れた暮らしの中の風景であり、世界的な

発見や、新しく何かがつくられたという目に見えた変化がないことから、その価値を実感で

きず、生まれ育った町を誇らしく思い、行動する動機付けにはなっていないのかなと思って

おります。自分も含めまして、全国のジオパークに携わるスタッフの多くが、歯がゆさと自

らの力不足を感じているというところが正直なところでございます。 

  今お話しされました。その前に来られる使節団の人たちは、一様に、何でこんな危険と隣

り合わせの場所に住んでいるのだ。特に外国の人たちは、ほぼ９割方、そういうことを聞き

ます。その問いかけに対して、この地域最大の特徴は、数十年おきに噴火を繰り返す活火山

のそばで人が暮らしてきたことですと。この有珠山というのは人々にさまざまな災いを与え

ますけれども、恵みももたらしてくれるということで、過去の災害から学びを生かす防災・

減災を生活の一部として、忘れないで、恵みを受けながらここで暮らしているというふうに

説明をしてございます。 

  特に、やはり地域特性を生かした形で、みんなに理解してもらうという部分では、その食

材というのは非常にうちにとっては大きな武器だと思っております。火山活動によってつく

られた日当たりの良い地形、耕作にも適しております。国内でもまれに見る多種多様な農産
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物が収穫されている。さらに、ＪＡ系統で日本で初めてグローバルギャップの認証を受けて、

クリーン農業としての先進地ということが非常に認知されていると。11品目ものグローバル

ギャップの認証を受けている食材ができていると。これは非常に大きな武器ですし、ジオ

パークにとっても、自然が長い年月をかけてつくり上げた土や、その土地ならでは気候、地

形などが複雑に関係した結果、生まれた産物というのは、ここだけの価値ですし、ジオパー

クの大きな構成要素だと思っております。 

  ジオパーク自体、見る、食べる、学ぶ、大地の公園と。特に、食べるというのは非常に重

要で、楽しく見て歩いて、その土地のおいしいものを食べて、気がついたら学んでいたとい

うのが理想だと思っております。学びが先に来ると、せっかくいろいろな風景であったり、

おいしいものを食べても、何かしら楽しめないということになるので、そういうことに心が

けてやっているつもりです。 

  現在、シンボルメニュー、ピザとホットサンド、これは、にぎわい祭り、商工の青年部の

人たちも連携しながら、ここ２年ぐらいやっています。壮瞥満喫で、丸ごと豊浦収穫祭、そ

れから保育所での食育、これは全ての保育所４カ所で、今、食育も兼ねたジオパークのピザ

を使って活動しています。子どもたちが食材を育てて、それを１年に１回食材に乗せるとい

うような活動もしてございます。 

  そういうような活動をしている中で、また、今年度、認知を高めるということで、経済常

任委員会で説明させていただきましたプラスチックのペットボトルのキャップがやっと今月

の後半、20日過ぎに完成してできてきます。今、教育委員会とも協議しておりますけれども、

３年生以上の児童400人に、水のペットボトルと併せて配布、それから改修するボックスも

配布しようとしております。今、ジオパークの活動を通して、ＳＤＧｓ（エスディージー

ズ）、国際的な17のアジェンダーがいろいろなところで叫ばれて、北海道もやっております

けれども、その中でも、つくる責任、使う責任という項目が掲げられております。やはり環

境サミットをやった町として、ジオパークの推進と合わせて、認知を高めるということと合

わせて環境教育、環境活動ということも取り組んでいくのが私たちの仕事だと思っておりま

す。 

  全地域を網羅した、生物を載せた手拭いも間もなくデザインが完成して、住民の活動して

いる皆さんにも配布できる予定となっておりますし、冊子を２冊つくるということになって

おりますけれども、その冊子づくりを通して、何かしら住民の人たちに認知してもらう。そ

れから、冊子をただつくるだけで、１回こっきりにしないで、何か残せるものはないかとい

うことで、実は４Ｋの動画、ドローンの撮影、これは虻田の本町地区も含めて、第１回目の

撮影を終わってございます。６ポイントの撮影をしております。 

  これは、こういう趣旨でやりたい。ユネスコ世界ジオパークの町の事業だということで、

東日本大震災の空撮をして、国内屈指のドローン開発、操縦者の方の協力も得て６ポイント

の撮影をすることになってございますし、もう一つは、水中撮影ということで、今まで誰も

ジオパークの中で、洞爺湖の中を詳しく見た人はいないのですけれども、そこにも光を当て
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て、ＮＨＫの自然百景、それから、ダーウインが来た等の国内屈指の水中写真ダイバーもこ

の事業にかかわってくれることになってございます。４Ｋの動画で残して、部分的には、冊

子にする写真をその中から撮りますけれども、その後の活動では、そういうようなデータも

使いながら、住民の皆さんに広く、ジオパークのすばらしさ、ここに住んでいる誇りを持っ

てもらえるような活動をしていくということで、さらに各課連携しながら進めていきたいと

いうふうに思ってございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） いろいろたくさん持っている中身から選びながらお答えいただいたと

思いますけれども、大変いろいろ一生懸命頑張っているのは評価させていただきたいと思い

ます。 

  この地域の産物を飲食店、ホテル等で使ってもらえるよう考えていくべきだと思うが。こ

ういう話はいろいろな方々からお話があります。どうしても壁があります。その辺の問題点

をちょっと教えていただいて、そこをどうして乗り越えられないか、どうしたら良いのか、

その辺の提案はないですか。 

○議長（大西 智君） 武川経済部参与。 

○経済部参与（武川正人君） 一つは、グローバルギャップの食材が常時供給できる体制にな

かなかならないのかな。系統的に流れていく。それから、東京あたりの二般化であったり、

商品流通されていないものが、もっと手軽に手に入るような流れになると、うちの強みが出

るのかなというのが一つ。 

  それからもう一つは、やはり道具の開発ということがあるかと思います。設備投資を大き

くできなくてもということで、協議会で電気式のホットサンドのメーカー、それからピザの

簡易の、ガスで室内でもできるような窯を開発しました。実は、これが稼働力が非常に、今、

福祉関係の施設、保育所ももちろんそうなのですけれども、そういうところからの引き合い

が来ております。９月８日には、安平の復興祭で、商工青年部がその窯を持って、100枚ほ

どが即完売したということで、行ってございますし、道の駅あぶたでは、ジオパークのホタ

テ貝を電気のホットサンドの機械を使って、毎週金、土、日の限定ですけれども、１食500

円で販売しているということで、さらに数も増やしていきたいというような話もございます。 

  道具と、うちの付加価値の高い食材がもっと手軽に皆さんのところへ提供できるような形

になれば、もっと使っていただけるのかなというような感じ。私、農業を含めた専門的な部

署ではございませんので、現場ではそういうような感じがしてございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） いろいろ手を変え、品を変え、アイデアを尽くしながら、何とか地元

のものを周りに売っていく。地元の方々の共感を得て、もっともっとジオパークが負けない

地域になるということを思いたいなと思います。 

  そういうことで、３番目なのですが、町民の方はまだまだ、外的にはジオ、こういった議

会ではジオは誰でもわかっていますし、真ん中に置いて頑張ろうということも理解できるの
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ですけれども、なかなか町民の方々に、もう一度わかってもらえる、再認識してもらうと。

温泉のところは、温泉の無料券を配ったりとか、そういった自分の町を生かしたことを還元

して町民の方に理解してもらうというようなこともあると思います。 

  そんな中で、私たちの町には中島がありまして、今回、森林博物館が今度新しくなるよう

になっています。そんなことを踏まえると、汽船の遊覧船、あれに一部補助して町民の方に

見てもらうと。ジオの真ん中にありますと。太古の昔が中島にそのままありますと。大分鹿

に食べられましたけれども、そういったこともありますし、火山科学館、なかなか見ていな

い方もいっぱいいらっしゃる。そういった機会をつくって見てもらって、足元、私の町を

知ってもらうといったことも、あえて、今さらかもしませんけれども、提案させていただき

たいと思います。この提案に対しては、いかがなお答えがいただけるでしょうか。 

○議長（大西 智君） 杉上火山科学館長。 

○火山科学館長（杉上繁雄君） 洞爺湖ビジターセンター火山科学館では、洞爺湖の成り立ち

や洞爺湖周辺に生息する動植物等の紹介と、噴火を繰り返す有珠山の脅威や災害の爪跡、防

災や予知等の人間生活とのかかわりなど、有珠山の噴火の歴史を臨場感あふれる展示物等で

体感していただいております。 

  昨年10月には、環境省のご理解を得て、洞爺湖ビジターセンターの入り口外壁に、洞爺湖

有珠山ジオパークのロゴマークと、本年５月には、洞爺湖有珠山ジオパーク全体を紹介する

鳥瞰図の設置やＤＶＤの映像を流しているところでございます。これからも洞爺湖有珠山ジ

オパークにおける有珠山周辺の見どころなどを紹介していくとともに、洞爺湖有珠山ジオ

パークの拠点施設として、多くの町民の方々に見ていただきたいというところでございます。 

  ジオパークを知ってもらうために、火山科学館の入場料を町民に対して補助するなどして

はどうかというご質問でございますが、火山科学館においては、現在、洞爺湖町立の小中学

校が学校行事で利用していただく場合や、町立学校の児童生徒が個人で利用していただく場

合、さらに、町内のホテル等の新人研修等で利用していただく場合は、入館料を無料として

いるところでございます。 

  また、洞爺の日の行事参加として、１日限りではございますが、町民の方々の入館料を無

料としておりますので、このような機会にご利用していただければと思っております。洞爺

湖ビジターセンター火山科学館は、ジオパークを学んでいただける施設となっておりますの

で、多くの町民の皆様にお越しいただけますよう、これからもＰＲに努めてまいりたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 中島上陸する遊覧船などの補助をしてはどうかというご質問で

ございます。 

  洞爺湖中島は、11万年前の火山活動が始まった最初の場所でございます。それから年月が

経ち、森ができ、野鳥が生息する場所となっております。洞爺湖有珠山ジオパークの財産と
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しても貴重な場所であり、多くの町民の方々に見ていただきたいと考えているところでもご

ざいます。 

  中島の散策など町内の事業においては、各団体などで行っているところでありまして、一

つには、今週末になります９月15日に、北海道ツーデーマーチで、洞爺湖中島ジオコースを

設けておりますので、町民の方々にも参加をしていただければと思っております。 

  また、洞爺湖を歩こう会でも中島散策の事業を行っているところでもあり、その他町内の

団体の皆さんも中島の散策の事業を計画しているところでございます。そのときの遊覧船乗

船料につきましては割引をしていただいているところでもありますので、その機会に参加し

ていただければと思っております。 

  今後、町民の皆様への周知をさらに行い、ジオパークとしての中島の資源を見ていただけ

るよう努めてまいります。 

  また、令和３年度には、洞爺中島に新しい森林博物館もできますが、11万年前の火山活動

によりできた島でありますので、洞爺湖有珠山ジオパークの魅力をお伝えできる資料を展示

してまいります。そのときには、多くの町民の皆様が訪れやすいプランなどを作成してまい

りますので、そのときはよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 最後に、町長にお聞きしたいと思います。ジオパーク、一生懸命、全

庁を挙げて、町長の合い言葉のように、ジオを知ると、ジオを勉強すると。本当に災害にも

役立ちますし、教育にも役立つ、観光にも役立つと、それに生かすということだろうと思い

ます。食にも生かす。産業にも生かすわけですから、全てにかかわってこられるわけです。

そういうことを踏まえて、町長の押してきたジオパーク、大成功だと思いますが、一言いた

だいて、終わりたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ジオパークにつきましては、そこに住む人が地域に誇りを持てるよう

なジオパークになってもらいたい。特に私どもの地域は、災害というものは背中合わせでご

ざいますけれども、また、火山の恵みを享受している地域でもあります。本来的には、やは

りその火山の恵みをしっかり内外にアピールしていく必要があるのではないだろうか。今、

議員ご指摘のとおり、町民の一人一人の皆様にそのことをしっかりご理解していただくよう

な取り組みをこれからも展開してまいりたい。 

  そのためには、地域担当職員等と毎年１回、職員の研修をやっているわけでございますが、

地域に出向いて、ジオパーク、それと防災力の強化、これについて自治会とお話をしてくだ

さいということでお願いしておりまして、これは今後とも続けてまいりたいというふうに

思っておりますし、今ようやっと洞爺湖産の農産物、これもそこそこのホテル・旅館で使っ

ていただいているというふうなお話も聞いております。特に、新しくできた、また、新しく

運営を開始したホテル等では、洞爺湖産をメインに出して、お客様に提供しているというこ
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とでお話を聞いております。こういう輪が本当に広く広がっていっていただければ、洞爺の

農産物、あるいは洞爺の海産物、そして洞爺の温泉というものがさらに広がっていくのかな

と。 

  10月７日、８日で、実は農業関係者と、また国のほうに要望・陳情に行かせていただきま

す。その折に、東京2020オリンピックの食材として、ある程度業者が決まってきていたとい

うお話も聞いておりますので、その業者のほうにも洞爺湖産の農産物、特に、グローバル

ギャップを所得している農産物のご利用について、ぜひに使っていただきたいというＰＲを

してまいるところと考えているところでございます。 

  とにもかくにも、このジオパークをもっともっと広めていく必要があるだろう。さらには、

今年、文部審議会の中におきまして、北海道北東北縄文遺跡群を世界の文化遺産に推薦しよ

うということが決定いたしました。こうなって、これが本当に世界遺産、文化遺産登録に

なったときには、私どもの地域に世界ジオパークもある。そして世界文化遺産もあると。大

きな大きな目玉ができ上がってくるかな。それを生かしていくのは、やはり地域の皆様が、

この地に住んで自信と誇りを持つことが何より肝要かなというふうに思っておりますので、

それらに向けて努力を町のほうとしてもしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 終わります。 

○議長（大西 智君） これで、７番、千葉議員の質問を終わります。 

  ここで休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

                               （午後 ０時０８分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時１５分） 

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

○議長（大西 智君） 午前に引き続き、一般質問を続けます。 

  次に、２番、大久保議員の質問を許します。 

  ２番、大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ２番、大久保富士子でございます。多くの方の力添えをいただき、

この席に立つことができました。大変にありがとうございます。亡き七戸議員の後継として、

公明党議員団の１人として、緊張で身の引き締まる思いでございます。公明党のスローガン

であります小さな声を聞く力、聞く力を磨いていくために一生懸命頑張ってまいる決意です。

今回初めての一般質問で、不慣れではありますが、通告に従って質問をさせいただきます。

よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、防災対策について質問をさせていただきます。 

  「小さな私を抱え、逃げ遅れていたら土砂に飲み込まれ死んでいたかも。お母さんの体験

を聞いて、危険を感じたらすぐ逃げるということを学びました」鹿児島県の小学校の防災教
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育での５年生の生徒のお話です。 

  ９月１日は防災の日です。全国各地で防災訓練が行われました。北海道では９月６日、胆

振東部地震から１年を迎え、８月末時点、７市町で1,300人余りが仮設住宅などで暮らして

います。私も2000年の有珠山噴火で被災を受け、家をなくし、２年間仮設住宅で暮らした辛

い経験をしております。 

  相続いた自然災害の教訓を踏まえ、公明党は防災・減災を政治の主流にと訴えています。

有珠山とともに生きる私たちは、有珠山噴火に備えた、災害に一段と強いまちづくりに取り

組んでいきたいとの思いで、一つ目の質問をさせていただきます。 

  近年、毎年のように自然災害が相続く中で、地域の災害に備え、防災行動計画を作成して

いるかについて、１番目の質問をさせていただきます。 

  日本各地で局地的な集中豪雨、地震、激甚的な自然災害が相続く中で、地域の災害に備え

て、防災行動計画、いつ誰が何をするか時系列で整理したタイムラインを作成しているかど

うかどうかについてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） タイムラインの関係でございます。 

  近年、雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しており、被害を最小限に抑えるためには、

施設整備によるハード対策だけではなく、ソフト対策としての組み合わせが非常に重要であ

るというふうに言われているところでございます。 

  今回ご指摘の事前防災行動計画、いわゆるタイムラインは、風水害等において、あらかじ

め現象が予想され、準備時間のあるような自然災害に対し非常に有効だというふうに言われ

ているところでございます。 

  国では、１級河川など、国が管理する河川を対象に、避難勧告などの発令に着目したタイ

ムラインを令和２年度までに、河川の氾濫により浸水するおそれのある730市町村で策定し、

本格的なタイムラインを全国展開していくこととしております。 

  町では、洪水等が予想され、国や道が指定する水防警報河川や水位周知河川が存在してい

ないということから、現在、タイムラインは策定していないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ありがとうございます。 

  そこで、洪水以外にも我が町には、有珠山噴火を含め、対応すべき自然災害があると思い

ますが、それについてどのような対応をしているか、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 洪水以外の対応についてでございます。 

  町では、防災情報の警戒レベル運用に合わせ、避難勧告など、判断、伝達マニュアルを整

備しているところでございます。町内で想定される土砂災害、高潮災害、津波災害が予想さ

れる場合において、避難勧告などの判断に係る基準をマニュアル化し、適切な避難情報の発
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令を図ることとしているところでございます。 

  また、本年３月には、役場内における業務継続計画を策定したところでございます。大規

模災害時において、資源の制約下であっても、災害対応等の業務を適切に行うため、非常時

優先業務を選定し、応急対応・応急復旧に当たることとしているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） わかりました。迅速な対応を期待しています。 

  次に、災害発生時にいかにして住民が避難をして生き延びるかということが大事です。災

害復興・復旧対策について、２番目の質問をさせていただきます。 

  世界各地で甚大な災害のニュースが頻繁に報道される中、今月９日に台風15号が関東を直

撃し、千葉、神奈川県では未だに停電が続いています。 

  そこで、災害時に住民が避難をして生き延びることが大事だと思いますが、そのための対

策や取り組みについてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 避難の関係でございます。 

  町ではこれまで、議員ご指摘のとおり、災害で命を落とさないようにすることが防災対策

の最重要課題として、避難訓練実施を初め、防災マップの全戸配布、防災講演会を開催いた

しまして、住民の防災意識の啓発や防災知識の向上を図ってきたところでございます。 

  災害発生の初動期、あるいは災害発生のおそれがある場合においては、災害対策本部にお

いても、住民の避難対策を最優先事項として対応することとしておりますので、引き続きこ

のような体制で、住民の命を守る防災に取り組んでまいるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 取り組んでいること、わかりました。 

  そこで、災害が発生したときの災害復旧や復興対策について、町ではどのような対応をし

ているのか、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 災害が発生した後の対応でございます。 

  災害復旧・復興対策については、地域防災計画において、災害が発生した場合には、速や

かに被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより、町の復興につなげて

いくということとしております。このため町では、防災関係機関との適切な役割分担及び連

携のもと、地域の特性や被災状況などを勘案し、国の関係機関と協議を行い、迅速な原状復

旧を目指すか、中長期的かつ計画的復興を目指すかについて早急に検討し、基本となる方向

を定めることとしております。 

  2000年有珠山噴火以降、幸いにも町では大きな災害に見舞われておりませんが、近年多発

する台風被害においては、議員各位のご理解とご協力を賜り、関係機関と連携しながら、迅
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速な災害復旧に取り組んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ありがとうございます。ともに連携をとりながら、迅速な対応に

力を注いでいきたいと思います。 

  ３番目の質問です。 

  地域で人口減少、少子高齢化が進む中、自分で身を守る自助、互いに助け合う共助を高め

ることは課題です。そのための自主防災組織の現状と具体的な取り組みについてお聞きいた

します。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 自主防災組織についてでございます。 

  町では、命を守る防災に向け、自助、公助、共助の枠組みを確立し、地域と連携した町全

体の防災体制の構築を進めているところでございます。 

  大規模災害発生後の初動期には、行政による災害対応、公助に限界が生じることから、災

害対応には、自らの命は自ら守る自助のための備えと、自分たちの地域は自分たちで守ると

いう共助のための備えが必要でございます。 

  特に、共助の備えといたしまして、各自治会には、町政懇談会や自治会長会議を初め、地

域担当職員、自治会役員会での説明など、さまざまな場面で自主防災組織の設立に向けたお

願いをしているところでございますが、自治会役員の担い手不足により、新たな組織の設立

は難しいなどの意見が挙げられている状況でございます。 

  町としましても、設立後、継続的に活動していただくためには、自治会に納得していただ

いた中で設立を考えておりまして、各自治会の状況を考慮した上で、継続的な支援を行い、

設立に向けた協議を進めているところでございます。 

  なお、現在の設立状況については、六つの自治会で設立されており、今年度末には一つの

自治会が設立予定となっているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 六つの自治会で設立されているということですが、有珠山噴火を

含めて、災害はいつ起こるかわからないので、町の安全のため、早急に自主防災組織の設立

と具体的な施策を考えていかなくてはいけないと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 現在、自主防災組織が設立されていない自治会においても、

自主防災組織に求められる取り組みの一部を担っていただいている状況でございます。避難

行動要支援者対策がそれに当たりますが、このように既に自治会組織の中でも共助の取り組

みを進めていただいておりますので、この取り組みが継続できるよう支援するとともに、自

主防災組織設立に向けた方策を、自治会それぞれの状況を考慮しながら進めていきたいとい



－91－ 

うふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 地域の実情に寄り添いながら、町民の皆様の生命、命を守る防災

を目指し、取り組んでいただきたいと思います。また、私も微力ながら努力していきますの

で、よろしくお願いいたします。 

  ４番目の質問でございます。 

  東日本大震災の教訓を踏まえ、防災対策に女性の視点を生かすように、2013年に全ての都

道府県防災会議で女性が登用されました。町として、女性の視点を生かす取り組みについて

お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 女性の視点を生かす取り組みについては、これまで避難訓練

における赤十字奉仕団による炊き出し訓練に協力をいただき、町の防災対策に係る女性の参

画を図ってきたところでございます。 

  また、昨年実施されたウィメンズネットワーク洞爺湖が主催する防災研修会での防災講演

においては、さまざまな暮らしの知恵や日々の行動、習慣にちょっと工夫や発想を加えるだ

けで、暮らしの中で簡単に防災を始められる事例などを紹介し、女性の視点で、暮らしにお

ける防災を考える機会にしていただいたところでもございます。 

  今後も引き続きこのような活動を通じて、女性の視点を生かした防災に努めていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 女性のきめ細やかな視点を防災に反映させることで、自助、共助

の強化の期待が高まると確信いたします。防災対策に役立つ女性リーダーの輩出、大いに期

待しておりますので、町としても真剣に取り組んでいただきたいと思います。 

  ５番目の質問でございます。 

  緊急時に対し、非常用電源、資機材の確保、整備、災害用備蓄品の近況状況についてお聞

きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 町ではこれまで、非常時における防災資機材の整備について、

継続的に取り組んできたところでございますが、昨年の胆振東部地震に伴うブラックアウト

の教訓を踏まえ、より一層計画的な防災備蓄品の整備を進めるため、本年１月に防災備蓄計

画を策定したところでございます。 

  当該計画を策定した市町村については、北海道の補助金を活用することができるため、今

年度からは、当該計画に基づく整備を実施しまして、防災資機材のさらなる充実強化を図る

こととしております。 
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  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 昨年のブラックアウトでも、町が保有する発電機の数が不足して

いましたが、発電機の整備はどのようになっているか、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 昨年のブラックアウトの教訓を踏まえ、今年度は発電機を４

台整備するとともに、避難所等の施設、５施設の配電盤と発電機を接続することによりまし

て、避難所等の電気設備を利用するための電気工事を実施しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 実施していることがわかりました。 

  今年春より、国内生産液体ミルクが販売になりました。常温で半年から１年保存ができ、

お湯を確保しなくても、哺乳瓶に入れて乳児に飲ませることができ、子育てを楽に、災害時

に役に立つと注目を集めています。液体ミルクの普及についてどのような取り組みをしてい

るか、また、各家庭の備蓄に努めもらうよう、どのような取り組みをしているかをお聞きい

たします。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 液体ミルクの普及については、健康福祉センターさわやかで

実施されている乳幼児健診時において、試供品を配布いたしまして、液体ミルクの普及を

図っているところでございます。 

  また、各家庭での備蓄については、健康福祉センターと連携しながら、乳幼児健診時にお

いてお願いしていきたいというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 子育て世帯の方に喜んでいただけるため、液体ミルクの備えの取

り組み、大いに進めていただきたいと思います。 

  次に、町民の健康づくりについてお聞きいたします。 

  一つ目の質問でございます。健康でいられるためには、病気の早期発見が生命線と思いま

す。そのためには、まず、健康診断の受診や日頃からの予防が大事です。健康診断を受ける

ことによって、今の自分の健康状態を知ることができ、病気の早期発見や予防が可能となる

と思います。 

  そこで、洞爺湖町が行っている健康診断について、現状をお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 健康診断の現状についてですけれども、現在、洞爺湖

町で行っています特定健診ですが、社会保険以外の40歳以上の方を対象として、集団検診と

病院で直接受診していただく個別健診の２種類で実施しております。 
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  集団検診につきましては、６月に３日間、11月に４日間、２月に２日間の年間９日間を設

定いたしまして、対がん協会、札幌にあるのですけれども、こちらのほうに委託いたしまし

て、特定健診とがん検診をセットで受診できるように実施しているところでございます。 

  また、病院で受診できます個別健診につきましては、年間を通じて、個人で病院を選択し

ていただきまして、病院のほうへ事前に予約していただき、受診していただいているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 現状では、期間ごとに、集団で９日間、病院でも受診できる個別

健診は、通年行っていることがわかりました。 

  そこで、より多くの町民の皆様に健診を受けていただくために、どのような方法で町民へ

ＰＲや周知、申し込み方法を行っているかをお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 町民への周知方法及び申し込み方法についてですけれ

ども、当町といたしましても、多くの町民の方々に受診していただきたいため、周知方法に

つきましては、集団検診の実施二月前から自治会の回覧で健診のご案内を、健診案内の申し

込みチラシや今後のスケジュールを記載いたしました健康カレンダーを各戸配布し、ホーム

ページへの掲載、健康づくり推進員を通して、健診参加への呼びかけ、集会所や公共施設へ

ポスターの掲示、健康教育の場や地域サロンでの健診参加の呼びかけ、また、平日休めない

方に対する日曜日の健診日の設定、未受診者に対する勧奨はがきの送付、公用車へのＰＲバ

ナーの貼付などを行っているところでございます。 

  また、申し込み方法につきましては、電話とＦＡＸによる２種類の申し込みを受け付けて

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 町としてもいろいろな方法で周知やＰＲをしていることがわかり

ました。 

  そこで、課長のお話の中では、周知には、ホームページの掲載がありますが、申し込みは

電話とＦＡＸのみの受け付けとなっているようですが、最近の若い世代はスマートフォンを

使って情報を得たり、いろいろな申し込みにも活用しています。洞爺湖町でもスマートフォ

ンが活用できるインターネットなどを活用した申し込みを行う考えがあるかをお伺いいたし

ます。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） ただいまのインターネットなどを活用した申し込みを

行う考えがあるかというご質問でございますけれども、現代におきましては、通信機器の発

達によりまして、若い世代に限らず、いろいろな世代の方はメールやインターネットでの申
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し込みが主流となってきているのは私どもも承知しているところでございます。 

  現在、町で行っている申し込み方法につきましては、電話とＦＡＸの二通りしかございま

せんけれども、胆振管内の市町の状況を確認させていただいたところなのですけれども、管

内の市町の中では、インターネット等を活用して申し込みを受けている市町村は残念ながら

ございませんでした。 

  当町といたしましては、今現在稼働しているシステムを活用できるホームページからメー

ルでの申し込みは可能なものですから、今後の健診に実施してまいりたいと思いますが、イ

ンターネットによる申し込みにつきましては、費用やシステム上の問題もありますので、今

のところ残念ながら導入する予定はございません。 

  健康福祉センターといたしましては、できるだけ来所や電話にてお申し込みをいただけれ

ば、健診内容などを保健師がしっかりとご説明し、対応させていただいておりますので、そ

の辺、ご理解をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） まずできるところのメールへの申し込みから実施していただき、

インターネットの申し込みは、すぐとは言いませんが、システムの入れ替えや改修などのと

きに考えていただきたいと思います。 

  それでは、次の質問に移らせていただきます。 

  がんは国民の死因第１位であり、２人に１人がかかると言われている国民の病気です。亡

き七戸元議員も肺がんで亡くなりました。私も乳がんでつらい経験をいたしました。がん予

防とケア対策についてお伺いいたします。 

  以前新聞で見て、大変良い試みを行っている町村がございました。それは、乳がんを自己

検診するための特殊な手袋を節目のときに配布し、自己検診を行ってもらうという記事でし

た。乳がんは、病院での検診を受けることに越したことがありませんが、若い世代の方はな

かなか病院へ足が向かないのが現状です。 

  そこで、洞爺湖町においても、がん予防のための自己検診用手袋を配布する考えがあるか、

お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） がん予防のための自己検診用手袋なるものを配布する

考えがあるかということでございます。 

  現在、洞爺湖町で行っています乳がん検診につきましては、集団で２日間、個別に病院で

受けていただく方法で行っているところでございます。婦人科系のがん検診につきましては、

乳がん検診に限らず、個人の抵抗感があり、受けづらいのも事実でございます。 

  ご質問のありました乳がんを自己検診するための手袋についてですが、道内の市町村で実

施しているところはございませんでしたが、手袋につきましていろいろ調べさせていただい

たところ、手袋を履いて自分で触診する乳房自己検診補助用具がございました。この補助用
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具を使用いたしまして自己チェックをすると、よりわかりやすいもので、自己触診でおかし

いなと気づいたら、病院へ行くための足がかりとなるようなものでございました。 

  当町でも、現在、40歳の節目に受診していただくためにクーポン券を送付し、受診勧奨を

行っているところでございますけれども、それに併せて乳房自己検診補助用具を配布できる

かどうか、ちょっと予算の関係もございますので、検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） わかりました。新聞でも節目の年に配布とありましたので、洞爺

湖町でも１人でも多くの方に受診につなげてもらうよう前向きに検討いただきたいと思いま

す。 

  次に、がん患者の外見のケアに対する支援についてお聞きいたします。 

  がん患者の多くは、抗がん剤治療や放射線治療により脱毛の症状があらわれ、また、乳が

ん治療で乳房切除などにより、女性は大変気を使っています。脱毛の場合、多くの方はかつ

らを購入し、また、乳房切除などは、オーダーで人工乳房や下着を買うと高額で、治療にか

かる医療費も高額なため家計を圧迫しています。 

  そこで、洞爺湖町では、がん患者の支援として、外見のケアに必要な装具購入に対し、購

入費の補助を行う考えがあるかをお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） がんケアに必要な装具の購入に対する補助の考えのご

質問でございますけれども、がん患者の多くにつきましては、抗がん剤治療の放射線治療に

より、副作用として脱毛の症状があらわれる方がおりまして、また、乳がんにより乳房切除

など、女性のシンボルを失っている方が、当町では数は把握できませんけれども、お困りの

方がいるというのは承知してございます。 

  当町では、現在、がん患者が外見をカバーする用品への補助制度はございませんが、いろ

いろ調べましたところ、がん患者の脱毛に関しましては、抗がん剤等の治療終了後半年から

１年で髪の毛が生えてくることから、新規の購入をしなくとも、ちょっと遠いのですけれど

も、福岡県に所在するＮＰＯ法人において、全国からの善意により寄附されたかつらを、全

国にレンタルを行っておりまして、年間のレンタル料は5,500円程度で済むことから、購入

する場合より、こちらのＮＰＯ法人のレンタルをご利用したほうが安価で済むと思われます

ので、希望される方は、私どもセンターのほうでご紹介させていただきたいと思っておりま

す。 

  また、乳房切除による人工乳房や補整下着につきましては、オーダーでつくる場合は非常

に高額でありますけれども、一般市販品であれば１万円程度、それ以下で比較的安価に購入

できることが、いろいろと調べてわかりましたので、現状では、助成につきましては、特に

町としては考えてございません。 

  以上です。 
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○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） かつらにつきましては、私も知らなかったので、後で紹介してい

ただきたいと思います。 

  ただ、がん患者の抱える思いや負担は想像を越えるものです。私も経験したことがありま

すので、洞爺湖町でも患者の苦悩を理解していただき、今後の行政に役立てていただきたい

と思います。 

  次に、昨年12月に道路交通法の規則が改正され、がん患者で脱毛の方の運転免許更新時の

写真において、帽子の着用が認められました。しかし、まだ多くの方がご存じなく、町とし

て、多くの方に知っていただくために、広報やホームページでの改正をお知らせする考えが

あるか、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 周知を行う考えがあるかというご質問でございますが、警察庁は、

運転免許証の写真につきまして、がん患者の方に対し、がん治療に伴う脱毛等がある場合の

医療用帽子の着用を認める道路交通法施行規則を昨年、平成30年12月28日に改正、同日付で

施行されております。 

  各市町村には、改正に伴う通知が来ていなかったため、承知しておりませんでした。町も

この制度を承知しておりませんでしたので、当然この制度を知らない地域住民、町民の方が

多くいると思われますことから、伊達警察署に確認をし、周知用の文書またはパンフレット

があるかという問い合わせをしたところ、そのような文書等はないとのことでございました。 

  今後につきましては、伊達警察署から通知文等資料を入手して、町で周知用の文書を作成

し、広報等で周知等を図ってまいりたいと考えているところでございますが、大変デリケー

トな問題でもございますので、表現等には十分留意して周知してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） がんにより外見的に嫌な思いをされている方が多くいますので、

ぜひ周知を図っていただきたいと思います。 

  これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、２番、大久保議員の質問を終わります。 

  ここで休憩といたします。再開を２時５分といたします。 

                               （午後 １時４９分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時０５分） 

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

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を行います。 

  次に、４番、大屋議員の質問を許します。 
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  ４番、大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ４番、大屋でございます。 

  90分の時間をいただきまして、ただいまから通告書どおりの一般質問をさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。あちこち、取り止めのない話で、飛ぶかもしれませんが、

そのときはよろしくお願い申し上げます。 

  まず、１番目の質問としまして、地域の特性を生かした町の振興策についてということで

質問させていただきます。 

  １番目は、虻田本町地区のにぎわいをどのようにして取り戻していくのかと。これは虻田

本町ばかりではなくて、洞爺湖町全体のことにもかかわってくる話だと思います。 

  それで、１番目としましては、観光振興策から見たＪＲ洞爺駅における、ウェルカムをど

のように発信していくのかということでお尋ねしたいと思います。 

  それにつきましては、町長のほうからも洞爺湖環境基本計画、また、町政執行方針等で詳

しく説明を受けているところでありますが、いかんせん、ご覧のとおり洞爺湖のＪＲ付近に

つきましては、非常に駅前が閑散としている状態でございますので、それに対して、どのよ

うに今後復興していくのか、また、にぎわいを取り戻していくかにつきまして、お尋ねした

いと思います。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） ただいまの駅前周辺をどのようにしていくかということでご

ざいます。 

  駅周辺の活性化につきましては、平成28年度に町のチャレンジショップ事業補助金を活用

し、駅前に飲食店が１件開業しております。今年度につきましては、チャレンジショップ事

業を活用した学習塾が開業したというところで、空き店舗の解消に向けて、駅前のにぎわい

を取り戻すということで、チャレンジショップの関係について活用していただいて、にぎわ

いを取り戻そうということで考えております。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ありがとうございました。 

  続きまして、その中に出てきますけれども、空き店舗やなんかにつきましては、今、地域

おこし協力隊だとか、そういったものを含めた中で、チャレンジショップということで取り

組んでいくということでございますけれども、７番議員からもお話ありましたように、今、

我が町では、有珠山ジオパークまたは北海道北東北の貝塚に関するいろいろなものが今、注

目されてきておりますので、それらに対する情報発信が少し少ないのではないかと思います。 

  今月号の広報とうやこにも載っておりました。世界文化遺産の候補ということで推薦に

なったということで、喜びの姿が載ってございますが、それは役場の中だけでするものでは

なくて、やはり町民に対しても、また、町外に対してももっともっと広めていく必要がある

のではないかと思うのですけれども、それらに対する広報についてはどのように考えている

のでしょうか。 
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  ＪＲ洞爺駅へ私行ってみましたら、世界文化遺産に推薦になったという文言がどこにも見

当たらなかったのですが、それらに対する発信は、今後どのようにしようとしているのか、

お聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 私のほうから若干説明させていただきたいと思います。 

  まず、洞爺駅の関係でございますが、先に洞爺駅のことを申し上げますと、洞爺駅は、ご

承知のように交通の要衝でございます。その中で、今言われるような観光客の方が多く来て

いただいている状況でございますが、そんな中で、まず、ジオパークに関しましては、洞爺

湖の観光客を迎え入れるものとして、駅のホームに洞爺湖有珠山ジオパークの歓迎バナーを

整備させていただいているところでございます。また、待合室にも同じように、洞爺湖温泉

街のマップも掲示させていただいて、町のＰＲをさせていただいているところでございます。 

  また、駅の交流センター内におきましても、洞爺湖有珠山ジオパーク全体を紹介する鳥瞰

図を設置してございまして、あと、観光ＤＶＤも放映しているところでございまして、それ

もタッチパネルを使って案内できるような形で、町の一連のＰＲは、駅周辺においては、そ

のような形でさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 武川経済部参与。 

○経済部参与（武川正人君） 今、経済部長、駅の関係で話ししましたけれども、これは平成

27年の地方創生の先行型交付金で、ジオパークの関係で設置したものです。今、話がありま

した駅構内の歓迎バナー、それから、あそこは本当に洞爺観光の入り口であるということで

は、重要なポイントと考えております。洞爺カルデラの一周旅行へ誘うための、ジオパーク

全域の魅力を発信する場所だと思っております。 

  そういうことから、コンシェルジュの設置棚、今18基持っていますけれども、その１台を

待ち合いのところに置いてございますし、今話ましたように、鳥瞰図自体が非常に古い形で

あったものですから、全域が入る鳥瞰図、今いる場所と洞爺湖周辺を含めた全エリアを網羅

するような形で入ってございます。 

  それから、駅を出てすぐの場所で、歓迎のＰＲの看板も設置してございます。特に、ジオ

パークのコンシェルジュの棚と言いますか、ＰＲ広報物を置く場所を設置してございますの

で、これらについては、また、縄文とも連携しながら、縄文の関係も今一部パンフレットを

置いてございますけれども、さらにまた連携を深めて、両方の魅力を発信できるような形で

進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  ただ、７番議員からも先ほどお話あったと思いますけれども、町として真剣に取り組んで

いまして、たまたま縄文群につきましては世界文化遺産に推薦になると。それから、ジオ

パークについては、もっともっと知られるような形で、世界に発信できるという形に今は
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なっているわけですけれども、何かもう少しにぎにぎしいものがあっても良いのではないか

と。他の観光地に行きましたら、先ほど武川参与からも話ありましたけれども、本町ばかり

でなくて洞爺湖町の窓口というか、顔ですから、そこを基にして温泉に行ったり、また、こ

こへ住みたい。要するに住環境ということが整えば、虻田本町に住みたい。また、洞爺の恵

みである農産物、そういったものに携わっていきたい。また、見たい、食べたいという形に

なると思うのですが、それがまだまだ今の状況では不足しているように見えるのは私ばかり

ではないと思うのです。そういった面を踏まえた中で、もっともっと情報を発信して、これ

でもかくらい大きな看板なり、見える目標を掲げていきたいと思います。 

  それで、今ちょっと話が飛んでしまいましたけれども、洞爺湖町は本当に温泉街が胴体で

して、あと、両脇に虻田本町地区の水産業を含めたところの住環境、それから洞爺地区にお

きましては、ジオパークのそういった農産物を扱っている、グローバルギャップを含めた中

での、来年度に向けての、オリンピックの食材を売りに行くという意気込みを持っています

から、もっともっと大威張りで、胸を張って進めていただきたいと思います。そういうこと

で、こういった話は一旦閉じます。後で同じようなことが出てくるかと思いますので。 

  ２番目に移りたいと思います。 

  ２番目は、先ほど９番議員のほうからも、火山の恵みの一つである温泉に親しみ、温泉入

浴効果による健康増進に役立ててもらうため、町内の各温泉入浴施設の入浴助成を今現在

行っているところですが、私がお聞きしている、高齢化社会における洞爺湖町のお年寄りの

話を聞きますと、外国人がいるところで、お風呂はちょっと一緒にはね、という声が出てく

るのです。それで、何とか洞爺のいこいの家みたく、こぢんまりで良いから、町民だけで入

れる、家族だけで入れるようなお風呂を考えていただきたいというのが切なる願いなのです

けれども、それにつきましては、予算的なこともあるでしょうけれども、どうなのでしょう

か、健康増進という意味からも、それは考えていかれないものなのでしょうか。 

  意思疎通のコミュニティーも、お年寄り同士のコミュニティーに役立ててもらう。また、

終の住み処ということで、ここに最期までいたい。温泉にも入りたい。温泉街の町に住んで

いるわけだから温泉入浴もしたい。大規模も要らないでしょうけれども、家族風呂的なもの

で、小さい風呂で良いですから、健康増進に使える、温泉にゆっくり浸かって仲間同士で裸

の付き合いがしたいという声があるのですけれども、それに対して、先ほど言ったように、

絶対だめなものなのでしょうか。今後も検討いただけないものなのでしょうか、その辺お聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 公衆浴場あるいは温泉浴場、前にも私、答弁させていただいたかもし

れませんけれども、大きな夢を持っていると。夢を持つだけでなくて、例えば、それをやる

としたときに、どういうふうなものが可能なのか、今はまだまだ検討段階をしているところ

でございます。 

  そんな中、今、洞爺湖温泉利用協同組合、それと北海道地質研究所、洞爺湖町と三者で、
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地質泉源に関する協定を今結ぼうとしております。有望な温泉があって、経費が安価で、仮

に温泉を掘削することができれば、それが仮にどのくらいの規模のものに、どのくらいの経

費がかかるのだろう。適当な町有地はどこかあるのか。諸々のことをまだまだ検討中でござ

いまして、それの先が、例えば１年先に建設しますだとか、そこまでまだ行っている状況で

はありませんが、前にもお話ししたとおり、大きな夢を持っておりますので、その夢の実現

に向かって今検討中だということでございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  以前にもこういった話、他の議員からも質問があったと思いますし、先ほど９番議員のほ

うからも事細かなお話がありましたので、私のほうからは、これ以上お話ししても前に進ま

ない話だと思います。今、町長のほうから検討段階だと、今すぐどうこうするものではない

けれども、将来的には何か考えてくれそうな気配を感じますので、一応これでここのところ

は終わらせたいと思います。 

  次に、２番目の町の防災対策についてということで、今、私ども自治会にありましても、

10月16日に理事会の防災研修会が行われる形になっております。各地区で行われると思いま

すけれども、実は洞爺地区の西曙には、崖と言ったら怒られますけれども、斜面にへばりつ

くように家を建てて住むというか、生活している方々がいらっしゃるわけです。それに対す

る減災・防災の考えについてちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 西曙地区でございます。洞爺湖町の旭浦の西曙地区になりま

すけれども、傾斜が急な場所で住宅が建てられているというところでございますが、そう

いった場所については、地震や大雨などにより、影響で土砂災害が発生するおそれがある箇

所がございます。土砂災害につきましては、町内には、土砂災害が発生するおそれがある危

険箇所が92カ所ございます。そのうち73カ所については、北海道により、土砂災害防止法に

基づく基礎調査が完了しておりまして、この調査結果に基づいて、町では北海道と連携を図

り、土砂災害警戒区域などの指定に伴う住民説明会を開催いたしまして、指定に係る地域住

民の同意を得ながら、北海道による指定に向け事務を進めているところでございます。 

  また、土砂災害警戒区域等に指定された場合には、町では、土砂災害発生のおそれのある

場所や避難経路、避難場所、土砂災害への備えなどを記載したハザードマップを作成すると

ともに、地域住民へ配布いたしまして、土砂災害に係る警戒を呼びかけているところでござ

います。 

  議員ご指摘の西曙地区におきましては、地すべりの発生するおそれのある地区というふう

にされておりますけれども、現在のところ、北海道による基礎調査が完了していないという

ことから、ハザードマップの作成には至っておりませんけれども、当該地区での土砂災害警

戒情報が発表された場合には、他の土砂災害警戒区域等に指定された地区と同様に、避難情

報を発令し、適切な避難誘導を図るものとしております。 
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  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 今そういった災害が発生したとき、または災害が発生しそうなときに

は速やかな対策をとるということでございますけれども、その箇所は、今年の６月に私、一

般質問させていただきましたけれども、そこに至るには必ず道路があるわけです。そこには

何があるかと言いましたら、道道洞爺虻田線がございます。そこからでないと、西曙のそう

いった集落には入っていけない状態になっていますけれども、この後の15日にツーデーマー

チもございます。そういった中で、雨が降ったとき、また、そういった災害が発生したとき

に、どこを通って救助しようとされているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 災害の発生する雨の状況、土砂災害が発生するおそれがある

という箇所でございますので、そのような予期できる段階において、事前にその地区に対し

て避難勧告なり避難指示なりということで、その前段で逃げていただくというような対応を

していきたいというふうに考えておりますので、道路としては、湖水の道道の部分での通路

しかございませんので、その道路を使って、災害が発生する前に避難していただくというよ

うなことで考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 土砂災害についてはわかりました。 

  具体的に、昨日も東京都心、要するに千葉のほうで、停電のために陸の孤島になったとこ

ろで熱中症が発生しましたと。そういうときにどうしたら良いのでしょうか。住民の方が熱

中症になったときに、前もって避難してくださいということにはなりませんよね。そういっ

たときに、どこを通って救助されるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 当該地区のような急峻で狭隘な道路周辺での場合については、

自宅でとか、そういう場所で救急活動が必要な場合は、消防が出動してそれらの対策に当た

るということになってございます。西曙地区につきましても、救急車両が近くまで行くこと

ができますので。消防に確認したところ、西曙地区の救急体制もちゃんと整っているという

ことも確認しておりますので、大きな支障にはならないというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 防災課長のほうから、そういったお話がございますけれども、実際的

には、道路がちゃんと緊急車両が通れる道路ですし、西曙のバス停までは行けると思うので

す。そこから先につきましては道路が狭いですから、狭隘なものですから、大きな車は入っ

ていけませんけれども、その先には、確か消防用の消火栓がございます。消火栓までたどり

着ければ何とかなると思いますけれども、そうではなくて、人的なもので、例えば緊急に病

院へ行かなければいけないのだと、そういったときには、西曙のバス停までどうやっていく
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行くのだということなのです。本町地区からしか多分行けないと思うのです。本町地区から

どのように行くのだと。230号線を通れば良いのだと、多分答えになると思いますけれども、

230号線が吹雪で通れないときはどうするのですか。多分その人たちは夏しか住まないとい

うことになっているかも知れませんけれども、私、二、三日前にお伺いしたときには、人が

生活しているような感じだったのです。何人かおりましたし、それから、布団とかそういう

ものを干したりしていましたので、生活が見られるような状態なのです。そこへ行って、あ

なた何日までここに滞在しますかと聞けない状態ですけれども、そういった人たちが、災害

があったり、また、部落の人たちが何人かいらっしゃいますので、西曙には、農家の方が何

人かいたり、またそれに追随するところのご家族の方がお住まいになっていますから、そう

いったところを見ましたら結構お年の方もおります。そういったことに対する対応について、

緊急道路というものは絶対確保しなければいけないものだと思うのです。 

  それで、先ほど私、余計なことを言いましたけれども、９月15日には、ツーデーマーチと

いうことで、そういった行事があります。危険なところですから、そこはコースから外しま

すということにはならないですよね、今さら。そういったことを踏まえて、安全に通行でき

る道路にしていただきたいというのが私の願いなのです。 

  そのためには、昨日も町長の行政報告でありましたように、詳しい話はしなかったけれど

も、洞爺湖ぐるっと一周線については、道道洞爺虻田線についての整備については、今回、

なんか欠落しているように見えたのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。要請は進

めているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 順番に説明させていただきたいと思います。西曙のことを先に

申し上げますと、今、大屋議員が言われるとおりで、道道洞爺虻田線を通っていかなければ

行けないところだと思います。そこで、今回いろいろな要望があって、我々も協議した結果、

落石防止対策が終わって、雨量も80ミリまでは耐えられるということで、60ミリから80ミリ

に緩和していただいて、かなり向上させたと思います。それで、年間で80ミリを超える雨量

というのはあまりないケースなので、かなりの確率で通行止めの件数がなくなると思います。 

  それと、私も現地に行かせていただいたのですが、今回、ちょっと時間を見つけて。そう

すると、そこの道道から上がっていく道路は、うちの町道になっています、一部、太いとこ

ろまでです。そこから山側に上がっていく道路については、私たち合併する前に、準都市計

画もなかったことから、民間で宅造して開発された用地で、建築士の資格を持った方がおそ

らく設計をされて、建物は造っていると思うのですが、懸念されている道路につきましては、

やはりそこについては、冬は当然行けるような勾配ではないので、冬は行けないと思います

し、先ほど企画課長が申し上げましたように、台風とかなんとかが来るときは事前に連絡は

させていただきますけれども、災害が起こって、先ほど言った電気が通らなくて熱射病とか

という話になりますと、それは個別で町としては対応していかなければならないものだと

思っております。 
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  それと、最後に言われました行政報告の関係でございますが、あれは、洞爺湖町の本町地

区のセイコーマートがあるところはご存じだと思うのですけれども、そこから中学校の横を

通って、37号線につながる町道があるのですが、あそこを道道昇格の要望をずっとさせてい

ただいております。その中で、道道昇格も要望しているのですが、とりわけ交差点の形状が

著しくひどいということで、町長も何度も道に行っていただいて、それで道のほうもやっと

今回、その交差点については、先に先行して改良していただけるということなので、そこは

誤解のないようにしていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 北海道ツーデーマーチの場所のコースの部分で、雨等になって

通行止めというお話がありました。９月14日、15日、ツーデーマーチが開催されました。14

日、ＡコースとＣコースで、洞爺湖一周と。また、洞爺のほうへ、グルメコースという部分

では、月浦洞爺線を通ることになっています。もし雨によって、雨量が多くて80ミリ以上の

雨が降った場合は通行止めになりますので、事務局としても、参加者の安全を確保するため

には、そちらを通らないようなコースの対応をしていくこととしております。何はともあれ、

参加者が安全に楽しくツーデーマーチができるような対応をしていきたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  ただ、何回も言うように、これは町を挙げて、登別洞爺広域観光圏の中で、来年は白老に

民族共生象徴空間が完成するわけですから、それらのお客さんが100万人からの規模的には

考えているということですから、それらの人たちも気持ち良く洞爺湖周辺に来ていただくと

いうことを考えるならば、そういった大型バスが通行できる道路にしていただくことが絶対

必要ではないかと思うのですけれども、私の身勝手な言いがかりになるかもしれませんけれ

ども、ぜひそういったことで、白老にそういった施設ができるのですから、それに向かって、

また来年は東京オリンピックもあります。それが札幌にもできるということですから、それ

らのお客さんも含めた中で……。別な方に話が飛んでしまいましたけれども、そういった道

路の関係では、ぜひ今後とも要請して、新しくつくれというのではなくて、曲がりきれない

ところは、トンネルなどを掘って迂回できないかなと思うのです。トンネルを掘ることに

よって、そういった危険を回避できないかなというのが私の願いなのですけれども、それは

難しい話なのでしょうか。これは別なところに要請しなければいけない話なのかもしれませ

んけれども。 

○議長（大西 智君） 大屋議員、通告に沿って、できれば一般質問していただきたいのです

けれども、今の道路の関係は、西回り線という、洞爺虻田線だと思うのですけれども、その

辺。 

○４番（大屋 治君） それでは戻しますけれども、世界に誇れるジオパーク、または観光客

を呼ぼうとする中で、安全な道路でなければいけないと思ったものですから、たまたま横に
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それてしまいましたけれども、話をもとに戻します。 

  これにつきましては、もっともっと煮詰めさせていただきます。来年は、八反田部長がそ

れなりのということですから、それまでには話を煮詰めたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。ご指導いただきながら、洞爺湖町の発展のために、ひとつ力をかしていただ

きたいと思います。 

  次に移ります。 

  端折った時間で大変申しわけございません。最後ですけれども、高齢化社会におけるひと

り暮らしの方々や要支援者の減災・防災対策はどのようにということで質問させていただく

わけですけれども、昨日は10番議員からもお話がありましたように、やがてはここで、終の

住み処として洞爺湖町を考えているという人たちもたくさんいらっしゃると思いますので、

そういったことに対する、ひとり暮らしの方々や要支援者の減災・防災対策はいかように考

えていくのかということを問いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） それでは、高齢化社会を迎えた中で、ひとり暮らしの高齢者

の世帯ですとか、高齢者夫婦のみの世帯がたくさんいらっしゃるというふうなことで前段で

も伺っておりました。その関係につきまして、まず、日常時における生活に関する支援はど

ういったような、町としての取り組みなり何なりという関係で答弁させていただきます。 

  ひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯に係ります当町におけます実態につい

てでございますけれども、毎年度、町の社会福祉協議会におきまして、民生委員、児童委員

を通じまして、臨戸訪問によります、65歳以上の高齢者世帯の実態調査といったものが行わ

れているところでございます。本年４月現在におきましては、ひとり暮らしの高齢者世帯が

840世帯、高齢者夫婦のみの世帯が811世帯ということでございまして、65歳以上の高齢者の

世帯率は、全体の３割強に及ぶ高い割合となっているところでございます。 

  こうした高齢化の現状を踏まえまして、高齢者の福祉向上に資する取り組みといたしまし

て、当町におきましては、高齢者の見守り、支援機器の無償貸与、緊急医療情報キットの無

償配付、徘徊高齢者見守り支援機器の無償貸与、民間事業者と連携しての見守り支援、相談

支援体制の充実などさまざまな事業を実施しているところでございます。 

  また、町のみではなくて、社会福祉協議会とも連携をさせていただいた中で、社会福祉協

議会のほうにおきましては、高齢者の方が住み慣れた地域で自分らしい生活を送っていただ

くために、地域において高齢者自らが高齢者を支える互助社会の構築を目指す取り組みとい

たしまして、平成28年度より地域助け合い有償ボランティア事業、地域ボランティアポイン

ト事業を実施いたしまして、高齢者の生活支援に係る取り組みを推進していただいていると

ころであります。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） これから高齢化社会、今800何十世帯、洞爺湖町だけでもそれだけい
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らっしゃるということでございますので、その中で私どもに来ているのは、もう免許証も返

して、車もなくなったのだけれども、いざというときどうしたら良いのだと。先ほど高橋課

長のほうからは、そういった支援については、共助、公助という形でお世話していくという

ことでございますけれども、実際お年寄りにしてみたら、大変不安に思っているわけです。

やがては私もそのうちの１人になると思います。 

  戸主が元気なうちはまだ良いのですけれども、ご夫婦で生活されている中で、戸主に何か

あったときに、お母さん１人でどのように動くのだと。そういったときに、いろいろな施策

があるやに聞いておりましたので、その辺ちょっと詳しくお知らせいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの質問でございます。先ほど社会福祉協議会の取り

組みということで、一つご説明させていただきましたけれども、地域助け合い有償ボランテ

ィア事業ということの中で、免許証や何かを返納されて、なかなか自家用車でのいろいろな

ところへの用足しなり何なりというところが難しいのだというような部分につきましては、

このボランティア事業の中で、自家用車や公共交通機関の利用が困難な方に対しましては、

登録ボランティアの方、このボランティア事業に登録されている方、支援をしていただける

方の自家用車への同乗のもとに、役場等の官公庁、それから町内の金融機関、あるいは買い

物時の小売店への同行など、こういったことにつきましても社会福祉協議会のほうで現在は

対応していただいているということでございますので、そういったことでご理解をいただき

たいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 今、高橋課長のほうからお話ありましたことについては理解できまし

た。 

  それで、たまたま私も昨年、防災・減災の自治会で講習会があったときに、たまたま私は

家に火災警報器は付けていなかったのです。急いで全部付けました。ただ、火災警報器とい

えども、うちには家内が１人で暮らしておりますけれども、何かあったときにどうするのだ

と。火災報知器だけでは家は守れない、家族は守れないという気がするのですけれども、そ

の辺、ボタン一つ押したら消防に連絡があって、要するに体の具合悪いとか、家に何かあっ

たということで警報が行くような形の危機というのは、将来考えていないのでしょうか。先

ほどそういうお話があったように聞こえましたけれども、もう少し詳しく教えていただきた

いと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの質問についてでございます。 

  冒頭での火災報知器云々の部分につきましては、まず、ご健全でおられる状況につきまし

ては、当然ながら、近くにお電話があれば119番なりをしていただくということで、消防の

ほうへのご連絡を迅速に図っていただきたいというふうに考えるわけでございますけれども、



－106－ 

そうではなくて、体の疾患等に伴います、そういった部分での緊急の対応といった部分につ

きましては、先ほど説明させていただきましたけれども、緊急医療情報キットの無償配付、

緊急装置の無償配布というのを当町のほうで対応してございます。 

  これにつきましては、急病などにより、万が一救急車を要請した場合、救急隊員にその方

の病気の既往歴やかかりつけ医、家族などへの連絡について、いち早く情報を伝える手段の

一つとして、必要情報を記載した、ごめんなさい。こちらは情報キットでした。失礼しまし

た。こういったものを冷蔵庫のほうに入れていただけると。これが緊急医療情報キットにな

ります。 

  緊急通報装置のほう、ごめんなさい。こちらのほうを説明させていただこうと思いました。

心臓疾患や高血圧症など、突発的な疾患により生命が危ぶまれるおそれのある方に、家庭の

電話回線を利用して、緊急事態に備えた通報装置を無償でお貸しすることで、24時間365日

見守り支援を行っているといったことでございます。必要時には、近所の方による見守りや

救急車の出動についても依頼を行うということで、これは道の保健機関のほうにきちっとつ

ながった中で、そういった連携を図った中で対応をさせていただいているということでござ

います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  さまざまなリスクというのは、我々生活している上ではあるのですけれども、要するにお

年寄り世帯、高齢者世帯だとか、それから要支援のところにつきましては、より我々が、健

常者である私たちが見守っていかなければならない、要するにお隣を助けていくという形で

なければいけないと思うのですが、それらに対する情報管理というのは大変難しいと思うの

です。個人情報があって、あそこの家はひとり暮らしだからということも簡単に言えないか

もしれませんし、それから、要支援者だということも言えないのだと思いますけれども、そ

の辺の管理はどのようにされるおつもりですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの質問についてでございます。 

  まず、町におきまして、災害時におけます要支援者の方々への対応ということでございま

して、高齢者や要支援者の方に対する、災害時に備えての対策についてちょっと触れさせて

いただきます。 

  当町におきましては、在宅で生活をされており、災害時等における避難等に不安を抱えて

おられる方につきましては、手挙げ方式による申請としてございますけれども、登録してい

る避難行動要支援者名簿を整備いたしますとともに、合わせまして、個別の避難行動計画の

作成を通じまして、配慮を要する事項を把握することをもって、災害時におけます避難行動

を円滑に図るために、地域におけます自助、互助体制を整備いただけますように努めている

ところでございます。 
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  直近におけます避難行動要支援者名簿に登録されている方についてでございますけれども、

８月末現在で99名となっております。当該名簿につきましては、今、個人情報というお話が

ございましたけれども、当然のことながらご本人からの承認のもとに、各自治会、消防署、

警察署、町の社会福祉協議会等の関係機関にも情報を提供するなどによりまして、日頃より

連携を図りながら情報共有に努めているところでございます。 

  対象となります方は、65歳以上のひとり暮らしの高齢者の方、65歳以上のみの高齢者の世

帯の方、それから、一定基準に該当する障がい者、難病患者などとなっておりますけれども、

地域の中には、要支援者名簿にはまだ登録されていないというところでありましても、現実

的には、ご自身のみでの避難がなかなか難しいといったようなところもあり、支援者による

援助を要する状況にある方は増加傾向にあるものと認識しているところでもございます。 

  こうした状況を踏まえまして、災害時においては、いかなる場合におきましても、１人の

犠牲も出さないのだといった信念のもとに、登録済みの要支援者の方への迅速な対応につい

て、さらなる体制整備に努めますとともに、未登録となっている方の中で、支援を要すると

思われる方につきましても、関係各課、自治会の関係者の皆様、町の社会福祉協議会、地域

の福祉委員、また民生委員、児童委員、町内の居宅介護事業所など、各関係機関との連携を

今後も密に図りながら、実態の把握に努めて対応してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  私としては、まだまだいろいろなことで質問はしていきたいのですけれども、実は、どん

なことかと言いましたら、今、要支援者、そういった人たちに対する対応が、私も手伝いた

いと言っても、さっき言いました民生委員だとか、特定な人でないと対応できないのでしょ

うか。それとも健常者であれば、お手伝いというか、介護なり救護なりに行けるものなので

しょうか。その辺ちょっとお聞きしたいと思ったのですが。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） これにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、自主

防災組織の関係で、立ち上がっていなくても、各地域において、自治会のほうで積極的に、

いわゆる人命の救助といった部分につきましては、いろいろな取り組みをされているやに聞

いております。支援者名簿自体は、当然ながら、この人に対してこの人が支援しますという

ことで、限定された形で登録になっておりますけれども、そういうことではなくて、全て地

域の中において、いろいろな人の目に見守っていただけるような体制と言いましょうか、そ

ういったことを自治会のほうでは当然やっていただいていると思いますので、そういった

方々を通じて、どなたでも、当然ながら助けていただけるような体制を組んでいただくとい

うことで考えてございますので、この人でなければだめですとか、こうでなければだめと

いったようなものは一切ございませんので、そういったご理解をしてくださればというふう

に思ってございます。 
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  以上です。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 要支援者の対策については、共助で言う避難行動要支援者に

ついては、自主防災組織の中で、地域で見守るという中で、支援員がそういうようなことで

対応していくということでも自治会のほうにお願いしているところでございますので、そう

いったような対応で今後も続けていくということで、お願いしているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） 了解いたしました。 

  議長、さきに戻って質問ということはできませんよね。 

○議長（大西 智君） 一応終わっているので。 

○４番（大屋 治君） 了解しました。それにつきましては、次回のときに質問させていただ

きます。 

  先ほど西曙に見られるような、斜面に張りつくような住宅というお話ししましたけれども、

洞爺地区にあっては、あちこちにそれがあるのです、何カ所も。武四郎坂はもちろんですし、

あと、洞爺町と財田地区の境界にそういった家があるのです。それは何かと言いましたら、

憶測なのですけれども、昔、列島改造論のときに、当時は洞爺村の隅々まで切り売りされた

のです。ある業者によって。誰かわかりません。それが細切れな状態になって、小さく、宅

地分譲ではないのでしょうけれども、雑種地で販売されたものだと思うのですけれども、そ

れが今生き返ってきて、細切れの状態であちこち、本当は家が建てられない、住むことがで

きない。建てられないということは、住んではいけないことなのですけれども、そういった

ところがたくさんあるのです。そういったのを町としてどのように捉えていくのか。 

  また、先ほどハザードマップで、警戒区域については知らしめているということなのです

けれども、税法的な、要するに資産的な面から、どのように町は捉えているのか、それも聞

きたかったのですが、もしだめであれば次回のときに質問させていただきます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員おっしゃられますとおり、洞爺地区におきましては、結構急

斜面に家の建っているところが何カ所か私どもも承知しております。 

  ただ、町道でもない、いわゆる私道的な道路のところに家が建っていると。私ども同じ行

政区域内ですから、いざ緊急のときには、それなりの対応をさせていただきます。例えば火

災ですとか、あるいは急病人が出たときだとか。連絡があれば、これは私どもも行けるので

すが、ところがなかなか連絡が来なくて、１人で家にいらっしゃっただとかというところに

ついては、正直、私どものほうではわからないところがある。そういうときにこそ、地域の

連携と言いましょうか、何々さんの顔見えないねだとか、いつも家にいるようなのだけれど

も、何かおかしいですよね。そういう地域の連携が当然必要になってくるだろう。行政だけ

では賄い切れないところが出てくるかなと。 

  それと、特に西曙、さっきからおっしゃっていた消火栓があるというところは、確か農家
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の方がいらっしゃるところまで、私どもの水道あるいは消火栓もあろうかなというふうに思

いますが、それから先については、なかなか、私どもも容易に入っていける、本来的には行

けないような地域である。それが西曙にもある。それから大原のほうにもある。でん粉工場

からずっと湖のほうにかけて、あるいは洞爺神社の横の上のほうだとか、至るところにある

のですが、とにもかくにも、そこに永住している方については、ある意味、私どものほうか

ら情報を流しておりますので、回覧も行っていますし、あるいは町のホームページを開くこ

とも可能になります。ですから、町のある程度の情報は、そちらのほうからも開いていただ

けるかなというふうに思うのですが。 

  特に西曙、それから、でん粉工場から湖側のほう、こちらのほうにつきましては、冬場は、

私ども聞いている話なのですが、どうも人がいないようだと。夏に別荘代わりでちょこちょ

こ来ているみたいだと。そこには、当然建物が建っていますから、町のほうでは家屋調査を

して、固定資産税のかかるところは賦課していただいております。その滞納、未納の関係は

僕もちょっと今わかりませんけれども、いかんせん、町は税金を賦与して、そしていただい

ているというのが現状でございます。だからこそ、町のほうは、町内に住んでいてくれる方

なので、万が一のときには、最善の努力をしていかなければならないな。 

  ただ、やはり私どもにも情報が入ってこないと、私、病気です。助けてくださいという情

報がないと、私どももそうですし、消防のほうもなかなか動きがとれない等々の関係があり

ますので、その辺は、やっぱり地域の方々で、助け合いの精神を持っていただいて、常に隣

近所が関心を持てるような、ただ、言葉では簡単に言うのですが、実際には難しいのかな。

ただ、事あるごとに、洞爺の総合支所もありますので、そこの職員の方々は、常日頃パト

ロールだとかをして、何か困ったことがあったときには、情報を仕入れながら対応している

ようですので。本町のほうで抱えている企画問題等々についても、総合支所のほうは、地域

の総合窓口になっておりますので、支所長のほうともよくまた協議してまいりたいと思って

います。 

○議長（大西 智君） 大屋議員。 

○４番（大屋 治君） ありがとうございました。事細かに町長のほうからお話ありましたの

で安心しました。本当に洞爺地区にありましては、皆さん、知らない方もいらっしゃるし、

洞爺地区の議員は存じ上げていると思いますけれども、こんなところに家が建っているのと

いうところに家が建っているのです。犬小屋みたいな家ではない、本当に立派な家なのです。

そういったところに、今、町長、お話ありましたように、税金的な賦与もちゃんとされてい

るのどうか、それから、困ったときにちゃんと助けに行けるような体制になっているのか、

その辺を、支所長始め関係する皆さん方に、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で、私の取り止めのないお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、４番、大屋議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

  ────────────────────────────────────────── 
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◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 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 ２時５７分） 
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