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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、８番、今野議員、９番、下道議員

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、10番、石川議員から１番、越前谷議員までの４名を予定しております。 

  はじめに、10番、石川議員の質問を許します。 

  10番、石川議員。 

○１０番（石川邦子君） おはようございます。10番、石川邦子でございます。 

  通告に従いまして、２件の一般質問を行います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  一つ目は、介護や福祉に関する相談員の配置についてでございます。 

  高齢者や障害のある方、児童や生活困窮者など、介護や福祉の関係の相談支援について、

福祉のニーズが多様化・増大している中、きめ細かなケースに対応するため、また福祉的

サービスの向上の観点からも、専門職、相談員の配置が必要であると考えます。現在の福祉

における相談支援の体制やどのような対応状況になっているのか、お伺いいたします。 

○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） ただいまのご質問の現在の相談支援体制についてでございま

すけれども、窓口業務を担当する者は、ただいま２名の配置としております。相談業務を主

としながら所管の業務を行っているところでございます。 

健康福祉課では、高齢者、障害者、児童に関するもの、生活や医療、介護のほかにも教育

や環境など多岐にわたります相談に対応しておりますことから、町といたしましては、来庁、

または電話による相談全てに対しまして、また、高齢や障害などの理由により役場に来られ

ない方に対しましても、地域包括支援センターとの連携のもと、担当職員がご自宅を訪問し、

まずは相談内容をしっかりとお伺いをした上で誤解を生じることのないよう、相互理解の徹

底と相談内容の解決に努めているところでございます。 

行政、福祉サービスの向上に資するためには、それぞれの担当窓口におけます職員の資質

向上に努めますことはもとより、総合相談支援事業業務を担います地域包括支援センターを
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はじめ、庁内における横断的な連携を図りますとともに、必要に応じまして、町内外の福祉

関係機関に加え、地域の民生委員や福祉委員の方々ともさらなる連携強化を図りながら、町

民の方々の相談に対応できるよう努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。 

  健康福祉課の窓口における相談支援体制でございます。社会福祉士や社会福祉主事などの

資格を有するケースワーカーが担当している相談窓口とは違い、福祉事務所のない町村にお

いては、生活保護の申請など、生活困窮者への相談窓口として福祉の担当職員がノウハウや

日頃の経験の積み重ねにより対応をしております。 

  昨日の５番議員に対する副町長の人事に関する答弁でもありましたように、全体的な職員

の業務量は制度が多様化、複雑化により、また、国や道の行っていた業務が権限移譲により

市町村に移行するなど、業務量は減ることはなく、増加している状況とのことでありました。 

  一口に相談業務と申しましても、１時間で終わる相談もあれば、半日以上かかる相談業務

もあります。ニーズが多様化している状況とは、例えば障害を持った生活困窮者や親の介護

と育児を同時に行っている世帯、8050問題と言われております80代の要介護高齢者と50代の

ひきこもりの子どもの世帯など、複数の課題を抱えている方も多く、そのニーズは多様化、

複雑化してきています。福祉の相談業務の効率化を考えると、資格を有する相談員の配置が

必要なのではないでしょうか。 

  現在、町が行っております相談業務の件数はどれぐらいあるのか、お伺いいたします。 

○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） ただいまの現在の相談支援に係ります件数はどの程度かと

いったご質問でございます。 

相談件数の実績についてでございますけれども、介護認定にかかわります相談につきまし

ては、要介護認定調査とも関連いたしますことから、詳細な部分につきましては、地域包括

支援センターと連携の上、対応しているところでございます。 

  地域包括支援センターにおけます平成30年度の各種事業にかかわります相談件数の実績に

ついてでございますが、総合相談支援事業におきましては、相談者実数は461名で、延べ682

件でございます。内訳といたしまして、来所が88件、電話対応が234件、訪問が322件、その

他として38件となってございます。また、権利擁護事業におきましては、実件数は４件で、

包括的・継続的マネジメント支援事業におきましては、個別支援の相談件数として９件と

なってございます。 

  健康福祉課の窓口、または電話等におきます相談につきましては、主立ったものといたし

まして、福祉関係では生活困窮者に係る相談をはじめ、高齢者、障害者、発達障害児等の各

種サービス助成に係ります相談となっており、介護関係におきましては、施設入所等に係る

相談をはじめ、各種サービス助成に係る相談となっているところでございますが、それぞれ
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の窓口相談、電話相談等に係る件数は、主要なものを除きまして個別に集計はしていないと

ころでございますが、概数による積算に留まるものでありますが、年間で概ね500件程度と

なるものと推測しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。 

  地域包括支援センターにおきましては、介護保険に係る総合事業や地域支援事業などを

行っておりますので、件数的にも多くなっているのではないかと思いますが、いずれにいた

しましても、かなりの相談件数があるのだなと思います。 

  高齢化に関しまして触れさせていただきます。 

これも、昨日の９番議員の公営住宅に関する一般質問の中でも出ておりました公営住宅入

居者の高齢化、また町長の答弁では、人口減少に関しまして、他町村からの若い世代の移住

者が増えてきていることなどのお話もありました。 

洞爺湖町の高齢化率、総人口に対する65歳以上の割合は、11月末現在で41.47％と、41％

を超えています。北海道が平成31年１月１日現在で公表をしております市町村別高齢化率順

位では、全道179市町村中、洞爺湖町は35番目という高い順位となっています。これは洞爺

湖町には介護関係の施設が充実していることや、介護療養型病床があることも要因になって

いるのかもしれません。洞爺湖町の人口の減少は比較的若い世代の人口が減少しております

ので、総人口の減少に伴い高齢化率は高くなっているようです。 

また、高齢化の進展により、単身世帯の割合も高まり、洞爺湖町の75歳以上のひとり暮ら

しの世帯は８月末現在で478人とのことですが、人口の減少と高齢化により、今後ひとり暮

らしの高齢者を支える地域福祉の担い手は減っていくものと考えられ、住民の互助による支

え合いの機能も低下していく可能性があります。 

介護サービスを利用していないひとり暮らしの閉じこもりがちな高齢者を定期的に専門の

相談員が訪問することにより、支援が必要にもかかわらず声を出せていない方々を支援につ

なぐことなど、住民の支援ニーズを早期に発見し、地域生活の中で支えていく体制を行政が

構築することを求められています。行政が相談を待っているのではなく、災害支援で使われ

るような言葉で、行政からのプッシュ型支援が高齢者福祉には必要ではないでしょうか。 

新聞によりますと、市町村の財政状況の悪化による職員の定数削減策については、長年、

良識的な判断とされてきましたが、昨今は福祉ニーズが多様化、増大しており、公的部門で

ある福祉系専門職の増員は避けられないとし、定数削減策は福祉的視点からは考え直すべき

と言われています。 

人生100年時代となり、2025年には団塊の世代が全て75歳以上となります。少子高齢化、

人口減により、労働力が低下し、これまで私たちが経験したことのない高齢者中心の時代が

訪れ、福祉系専門職はますますニーズが高まり、不足することが考えられます。 

将来の洞爺湖町のますますの超高齢化の実情をもう一度見据え直し、福祉系サービスの低
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下を招かぬよう、相談員を含め、早め早めの福祉系専門職の人材確保の対策が必要ではない

でしょうか。町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 地域における住民ニーズの声というのは、前日もお話しさせていただ

いておりますが、本当に多岐にわたっているところでございます。 

そんな中、私どもの町も、先ほど議員がおっしゃっていただいた、いわゆる町の財政状況

というものがありますけれども、今現在、職員の人件費、なおかつ臨時、嘱託の人件費を合

わせますと、年間13億四、五千万円の支出になっております。これに対しまして、国のほう

から地方交付税というものでその人件費の補塡が行われておりますが、平成30年度決算にお

きましては、地方交付税で人件費としておそらく入ってきているのが、今私どもできる限り

の調査をしたところが８億3,000万円、人件費で約５億円の差が出ているところでございま

す。 

そんな中、地域住民の行政サービスの低下にならないよう、さらには昨今、いわゆる福祉

問題、こちらのほうに以前から比べますと職員の配置も相当増えているかなというふうに感

じておりますが、ただ、増えているだけでなくて、これからもまだまだやらなければならな

いことは多々あろうかなというふうに思っております。 

ただ、町のやはりバランスを考えながら行政運営をしていかなければならないかな。これ

は福祉に限ったことではなくて、町全体の業務内容をしっかり見据え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。 

また、今、議員のご指摘になりました生活困窮者の対応、特に私ども生活保護対象になる

場合には、町村なものですから、窓口が胆振総合振興局、いわゆる北海道になります。今現

在の課長ではないのですが、以前の課長のほうから、どうもケースワーカーの、各町を回っ

ていただくのですが、その滞在時間が非常に短く、その分、町の業務量が増えているという

話も聞きまして、すぐさま振興局長のほうと協議をさせていただきました。 

その折りに、極力西部のほう、特に私どもの町が人口的には西部のほうで多い町になるこ

とから、滞在時間を長くし、地域の皆様の声を吸い上げるような時間体制、こういうものも

構築していきたいというご支援の言葉もいただきまして、その後、担当課長に聞いたところ

が、どういうふうに状況が変わってきているという中で、大分改善されてきました。その分、

職員の業務量も若干減ってきている、というふうな話も聞いておりました。できることから

実行してまいりたいというふうにも思っております。 

また、奇しくも、今日、室蘭民報に高齢者等々のひきこもり対策として、ようやく国のほ

うが実態把握、そして相談体制、それをしっかり確立していかなければならないだろうと。

2021年を目途にして、そういうふうな各市町村の支援体制を国と同方向を向けるような体制

づくりにし、さらにはそれに対する財政支援、これも国のほうとして考えていきたいという

コメントがあったように記憶しておりますが、こういうふうなものを早くに国のほうも目を

向けていただければ良かったわけですが、遅しにとは思いますけれども、ようやく国のほう
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もそういう方向に目を向けてきてくれているかなというふうに思います。 

私どもの地域といたしましても、それらも注視しながら、そして私どもの町に今どういう

ことが必要で、これはもう前々から検討を重ねてきているところでございまして、そのため

には、地域の方々で困っている方がいたときに、特に民生児童委員、あるいは地域の福祉委

員、そして自治会等とも連携しながら、たくさんの困っている人方を見つけ出そう、そして

相談に乗っていこうということはやってきたわけでございますけれども、さらに国のそうい

う支援体制ができるときには、さらにきめ細やかな体制づくりを構築していきたいなという

ふうに考えております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 以上で、一つ目の質問を終わります。ありがとうございました。 

  次に、二つ目の町史編さんについての質問を行います。 

  合併前の旧町村単位での町史・村史はありますが、合併して13年が経ち、また、平成から

令和に移り、一定期間ごとに過去の記録をまとめる必要があると考えます。現在の町史・村

史の発行状況についてお伺いいたします。 

○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） これまでの町史編さんは、大正８年７月に発行した「虻田村

史」、昭和37年５月に発行した「虻田町史」、昭和51年10月には「洞爺村史」を発行してき

たところでございます。その後、物語虻田町史として、昭和56年４月に発行された「江戸時

代編」を皮切りに、「洞爺湖温泉発展史」「産業編」「教育文化編」「2000年有珠山噴火・

その記録と教訓」を発行、平成15年７月に「行政編」「史料編」を最後に全６巻を発行して

きたところでございます。 

  これまで大きく分けて４回の編さんを行っておりまして、編さんに当たっては、主に町内

在住の有識者等で構成した編さん委員会を設置し、町内の高齢者や関係者を交えての懇談会

などを重ねて発行に至った経過もございます。また、発行に当たり、虻田町史は虻田町の開

基、洞爺村史においては開村90周年記念など、節目の記念事業の一環として実施してきたと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。 

  物語虻田町史は全６巻からなり、編集後記の記述では、物語風に叙述した町史で、ほかに

類を見ない大作であり、町外の郷土史研究者からも高い評価を受けたとの記載がありました。

洞爺村史は、昭和51年の発刊からかなりの年数が経過しておりますので、合併前までの増補

部分の整理も必要なのかもしれません。郷土史的な部分については編さん済みと思われます

ので、その後の町政的な町の歩みの編さんとなるのでしょうか。 

  町史の発刊は、町制何周年という節目、節目の年に発刊されることが多いようですが、編
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集作業についてはかなりの時間と労力が必要となりますので、今後の町史発刊に向けて、新

町の洞爺湖町史になるのか、平成史になるのかわかりませんが、合併前までの町史、村史の

整理も含めて、編さん案提案のためにも準備を進める必要があるのではないでしょうか。町

長のお考えをお伺いいたします。 

○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） 今後につきましては、これまで開基等の記念事業の一環とし

て発行してきたこともございまして、これまでの例によりまして、節目のときに合わせて発

行できるよう、町の歴史を伝える記録や写真など編さんするための歴史史料の収集等にこれ

からも努め、編さんしていく時期や発行する時期を見定めて、次の世代に伝えられるように

しっかりと準備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） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。 

町長にお伝えいたしますが、企画防災課につきましては、現在の体制での業務量の増加は

大変だと思われますので、ぜひ再任用職員やＯＢの方々を活用されまして準備を進めていた

だきますようご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 虻田町史、あるいは洞爺村村史、そして新町洞爺湖町の町史等々につ

きまして、これは後世に残すやっぱり大変大切な史料、また、地域住民がこの町に住んでき

て良かったと思われるようなものを後から振り返る材料にもなろうかなというふうに思って

おりますので、ここら辺は、今、議員ご指摘のあったとおり、役場のＯＢの方々、あるいは

嘱託と言いましょうか、あるいは臨時的なもので、今やっている広報の人というのは、係と

いうのは町の今現在の状況を取材、あるいはそれを記録に残しているわけでございますが、

その傍ら、先ほど課長が申しましたとおり、いろいろな時代背景のものも記録として残させ

ていただいております。それらを一つ一つ、時間のかかることですけれども編集していく、

溜めながら史料を編さんしていく、こういう作業は時間もかかるということもありますので、

その準備をこれから怠りなくやっていきたいなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 以上で、町史編さんの一般質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（大西 智君） これで、10番、石川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10時45分といたします。 

                               （午前１０時３１分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１０時４５分） 
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────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を行います。 

次に、６番、五十嵐議員の質問を許します。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ６番、五十嵐でございます。 

  今回は、農業振興と道路の案内標識の２件について質問をさせていただきます。 

  まず最初に、農業振興についてでございますが、農業は言うまでもなく、洞爺湖町の主産

業の一つであります。全町にわたってそれぞれ地域によって農業が行われておりますけれど

も、特に洞爺地区におきましては、高台地区の畑作、そして、財田地区の稲作、そして洞爺

の市街地の山側と言いますか、におけるハウス栽培と、このような分布で農業が行われてい

るところでございます。 

  私もこの地域に生活しておりますので、農業のことを知っているつもりでいたのですが、

なかなか詳しくは存じ上げない点が多く、知識もちょっと不足しているかなということがあ

りましたのですが、大事な農業だということで、私なりに少し勉強させていただいて、質問

をさせていただきますけれども、全くの農業に関しては素人でございますので、的外れな質

問や意見になるかもしれませんが、その辺はお許しをいただいて、間違っているところがあ

れば遠慮なくご指摘をいただければと思っています。 

  農業は、先ほども申し上げましたけれども、漁業、観光と同じくこの町を支える基幹産業

でありますし、この産業の発展なくしてこの町の存続はないと。ちょっと言い過ぎかもしれ

ませんが、過言ではないということから、しっかりやはり農業を支えていくことが大切なの

だろうと思います。そんなことから、今の時期、来年の令和２年度に向けて事業の構築や予

算編成という時期に当たりますので、その辺も含めた中で質問を順次行ってまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  まず１点目ですが、洞爺湖町の農業を維持継続させるためには担い手の確保が重要です。

そのためには、安定した収入、それから機械やＩＴを活用した労働改善などの条件が必須で

あるというふうに思います。 

  そんなことから、実際、洞爺湖町の農業の力、農業力というふうに勝手に表現させていた

だきましたけれども、客観的な、数値的、数量的に現状はどうなっているのか。そして、そ

の結果についてどのような評価をしているのかということで、農家の戸数であるとか、基礎

的なデータかもしれませんが、農業者の数、また生産額や主要生産物の量、販売額、それか

ら耕作面積はどうなのだろうか。また、農家１戸当たりの平均所得や労働時間、それから盛

んに今ＧＰＳを使った機械化なんかも進んでいますけれども、どのぐらい機械化の進捗状況

とかが進んでいるのか、この辺について、まず最初にお伺いをいたします。 

  何件か、質問がいくつかございますので、それぞれ１個ずつでも構いません。それと数値

や何かについては、時間的なこともありますので、かいつまんだ形でも結構でございますの

で教えていただければと思います。 
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○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） それでは、ご質問にありました数値的なことからご説明を申

し上げたいと思います。農林業センサス、それから洞爺湖町農業委員会の経営調査の結果の

状況に基づきましてご説明を申し上げたいと考えてございます。 

  まず、農家数の関係でございます。平成20年度が216戸、うち法人が９戸でございました

が、現在の平成30年度になりますが、159戸と、マイナスの57戸減少しております。法人は

同じく９戸。農業者数でございますが、平成20年度で531名、平成30年度は408名で、マイナ

ス123名の減少でございます。耕地面積は2,550ヘクタール。洞爺湖町全体の農業生産額は30

億7,000万円。 

主な農畜産物の生産額でございますが、野菜類全般で15億5,000万円、肉用牛が４億3,000

万円、生乳・乳用牛が２億7,000万円、芋類は２億5,000万円、小豆を含みます豆類が２億

3,000万円となってございます。 

主な農産物の生産量でございます。てん菜が256ヘクタールで１万4,800トン、馬鈴薯が

255ヘクタールで6,350トン、人参が54ヘクタールで2,070トン、水稲が56ヘクタールで254ト

ン、小麦が48ヘクタールの160トンとなってございます。 

また、ＪＡとうや湖の平成30年度の取扱い実績におきます洞爺湖町の実績についてご紹介

申し上げたいと思いますが、青果物でございますが、農協全体が20億2,800万円で、洞爺湖

町におきましては、そのうち14億8,400万円の73.2％になってございます。農産物は、農協

全体が４億5,700万円で洞爺湖町が２億7,700万円の60.6％。畜産物においては、農協全体が

22億2,400万円でございますが、洞爺湖町が３億8,900万円の17.5％。農協全体で53億3,000

万円のうち、洞爺湖町は21億5,100万円の40.4％に及んでございます。 

また、農業力の現状に関してでございますが、先ほどご紹介いたしました洞爺湖町の農家

数は10年前に比べまして57戸減少してございます。１農家当たりの経営面積が20ヘクタール

の農家割合が過去は24戸の12.3％でございましたが、現在は39戸の24.8％と、経営面積が増

加傾向にあります。１戸当たりの農産物の販売金額も増加してございまして、国営土地改良

事業の実施により、作付作物の変化や高収益作物の耕作者が増えたり、作付面積が増加して

いる現状にございます。北海道内の土地利用型農業の畑作地帯でございます十勝、網走の総

合振興局地域に比べまして、１戸当たりの経営面積は小さいものの、販売金額は増加傾向に

ありまして、今まで実施されておりますクリーン農業の取組や国営土地改良事業や基盤整備

事業の実施により、経営の安定に結びついていると考えてございます。 

また、担い手の確保及びＩＴを活用した機械化の進捗状況に関してでございますが、当町

におけます後継者の就農状況でございます。平成19年度以降、学卒後の就農者が13名、Ｕ

ターンによる就農が14名、新規就農が１名の合計28名となってございます。後継者のいる農

業者は、経営規模の拡大を意欲的に実施されておりますので、機械による収穫できる農産物

への転換が図られているところでございます。 

また、近年急速に技術が向上しておりますＩＴを活用いたしました情報通信技術について
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は、当町の農業研修センターとれたが、農業後継者に対しまして、本年７月に「スマート農

業の現状と今後の取組に向けて」をテーマにしまして情報提供を行っているところでござい

ます。ＪＡとうや湖が取り組んでおりますクリーン農業に必要な栽培履歴の記帳をスマート

フォンやタブレット端末を活用いたしまして、営農支援システムの導入が検討されていると

ころでございます。また、ＧＰＳ機能付きトラクターや収穫機械などについては、経験の少

ない後継者の作業技術を補助するシステムとなってございます。農家戸数や担い手が減少す

ることが予想されますので、農家の経営規模拡大や生産コスト低減、作業負担の軽減の対策

に期待をしている現状でございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） データをそれぞれ説明いただきましたけれども、最初に申し上げま

したように、担い手がなければ農業を継続していけないという現状から鑑みますと、機械化

がどれだけ進んでいくかとか、所得がどうかというのが大変気になるところでありますけれ

ども、所得や労働時間というのは、データとしてちょっと説明はなかったのですが、なかな

かそこまでは調べにくい部分もあるのかもしれませんが、農業力、要するに、農業の力とし

て把握するには、やはり所得がどれぐらい各農家にあって、安定して農業経営をやっていけ

るかどうかの確認ができないと、今後の展開になかなか難しいのだろうということから、で

きるだけその辺の把握ができるよう努めていただきたいということをお願いしたいと思いま

す。 

  あと、スマート農業ということで、私ども議会の管内の研修会で、農水省の講師の方から

ドローンであるとかＧＰＳを使った機械化の講習を受けてきたところでありますけれども、

先ほどのデータの中では、戸数が減っているけれども耕作面積は増えていると。ということ

は、やはりかなり機械化が進んでいるのだろうなというふうな判断をしないと、戸数が減っ

て面積が増えているのに同じ農業はできないという観点からも、機械化が進んでいるという

想像ができるのでありますけれども、その辺もやはり収入がなければ投資もできないわけで

すから、その辺もデータをしっかりウォッチしていっていただきたいなというふうに思って

います。 

  それで、データはデータで良いのですが、どうしてもやっぱり十勝の方面と農業の力を比

べてしまいがちなのですが、数字上的には難しいかもしれませんけれども、洞爺湖町の農業

が全道における位置と言いますか、置かれている状況というか、どんなふうに捉えているの

か、簡単にコメントいただけますでしょうか。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 先ほどご質問ありました農業所得の関係につきましては、公

表されている明確な所得額がちょっとなかったものですから、これから再調査いたしまして、

後ほど提供させていただきたいと思ってございます。 

また、洞爺湖町の農業の位置ということでございますが、先ほどご紹介いたしましたとお
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り、当町は古くからクリーン農業を実践されております。土づくりに取り組んでいる地域で

ございますので、その分、経営面積は少ないのですが、農産物の生産額及び、推測でござい

ますが、所得も高いというふうに私どもも考えてございます。この優れた技術を、先ほども

ご紹介いたしました、28名のこれからの担い手に引き継げるよう、町といたしましてもバッ

クアップしていきたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 現状をこのような把握をした中で、いくつかの私なりに思った地域

農業の課題と、それから、それに対してどんな対策を持っているのかという質問に進んでま

いりたいと思います。 

  その中で、まず１点目ですが、農業が有する多面的機能の維持のために、農水省の多面的

機能支払交付金を活用されておりますけれども、９月の決算審査の中で多面的支払交付金の

額を見たときに、これは何だろうなと、ちょっと疑問に思っていたのですが、こうやって今

質問させていただいて勉強した中で、理解をしたところでございますけれども、改めて、こ

の制度の概要と、これはどのように活用されているのか、そして、このことが担い手の対策

としてどの程度効果が出ているのかということについて、ご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ご質問の多面的支払の制度の概要をまずご説明申し上げたい

と思います。 

本事業は、地域の共同活動に対しまして支援を行うことで集落機能の維持向上を図ること

を目的としております。農地維持支払と資源向上支払に構成され、活動組織の構成員が有す

る農地の面積により算出された交付金の使い道をそれぞれの活動組織で決めることができ、

その活動量をもとに交付金が支払われる仕組みとなってございます。本事業の負担割合は、

国が50％、道が25％、町が25％となってございます。制度設計上の交付税措置によりまして、

市町村費の25％のうち、普通交付税15％、特別交付税６％が措置されることとなってござい

ます。 

対象となる活動は、農地の法面の草刈りや水路の泥上げ、農道の砕石補充などの地域保全

活動が基本となり、加えて植栽による景観形成や有害鳥獣対策などの地域資源の質的向上を

図る取組を構成員の共同作業により実施しているところでございます。 

当町においての活用の状況でございますけれども、洞爺湖町においては、平成27年度に大

原、香川、成香、花和の４活動組織により事業を開始してございます。平成30年度からは、

財田・川東地区で組織が立ち上がりまして、現在は５活動組織で106名により活動を行って

いる状況でございます。 

令和元年度の事業費は、５組織で2,430万円ほどが支払われてございまして、農地面積は

水田が57ヘクタール、畑地で1,459ヘクタール、草地で229ヘクタール、合計で1,745ヘク

タールとなってございます。平成30年11月には、香川地区資源保全組合の活動が農林水産省

のメールマガジンで全国に紹介されるなど、道内でもその活動が注目されているところでご



－77－ 

ざいます。 

また、本事業は、農業者だけではなくて、地域住民、自治会、関係団体などが農村の自然

や景観などを地域共同活動に加えて、施設を長持ちさせるための手入れや有害鳥獣や自然災

害から地域を守るための自衛活動を活発化させ、持続的な地域保全活動の推進により集落機

能の維持向上を図ることを目的としておりまして、当町の地域活動に大きく貢献している制

度と考えてございます。 

また、担い手対策としてどの程度効果が生まれているかというご質問の関係でございます

が、本交付金の性質としましては、直接的に新規担い手の増加など農業経営強化につながる

取組ではありませんが、多面的機能支払事業を実施することで、農業後継者が地域の維持発

展に向けた話し合いに参加する機会が増えていることが報告されてございます。町といたし

ましても、この多面的機能支払事業を農業経営者と若手農業者、後継者との将来に向けた地

域構想を語る場として位置づけておりますので、地域のリーダーとなる中核的農業者として

育成するためにも、今後も事業を継続していきたいと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 農業が持つ多面的機能、これは国土の保全、水源の涵養、自然環境

の保全、良好な景観と位置づけられております。確かに今、多面的機能の交付金制度がうま

く機能して、それぞれの五つの団体で活動が行われているという報告をいただきましたけれ

ども、直接、生産活動に結びついたり、担い手づくりも直接的ではないような感じもしない

わけではありませんけれども、それでも、生産をする上での側面と言いますか、環境整備の

一環として多面的機能支払交付金という制度がうまく活用されているのだろうなというふう

に理解をしたところでございますし、金額も2,400万円近く昨年度の実績で交付されており

ますし、また、補助率も大変高く、ほとんど手出しのないような状態で交付されているとい

うことも、また財政的な魅力でもあるのかなと、こんなふうにも思っているところでござい

ます。 

  そこで、この活動が、後ほど出てきます財田地区で水利用の関係で、また交付金制度を活

用されているということは後でまた説明を受けるといたしまして、それぞれ五つの団体の中

で多面的機能支払交付金制度を活用する中で、主立った意見みたいなものが出ていたら、二、

三ご紹介いただければありがたいですし、なければ別になくても良いのですけれども。 

  それと、この事業の限度と言いますか、何年間という制約があるのかどうか、永遠に続け

られるのかどうか。また整備が一定程度段落が着いたら、それで取りやめるのかどうか、そ

の辺について伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 地域でのご意見ということでございますけれども、後のご質

問にもかかわってくるのですが、本制度、一区切りといたしまして５年というスパンがござ

います。ですので、先ほど前段にご紹介いたしました大原、香川、成香、花和地区が本年度

で１サイクルが終了ということになってございます。なかなか全道見ましても取りやめると
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いう団体もございまして、本地域において、昨年度から地域のほうに担当者が出向きまして、

いろいろなメリット、デメリットを聞かせていただきながら、継続する方向で協議をさせて

いただいていたところでございますけれども、最終的に４地区は継続するということになっ

てございます。 

先ほどご紹介いたしましたが、やはり当町においての地域の活動が本事業で活発化されて

いるというふうに考えてございますので、その辺継続して事業を進めていきたいと。ただ、

先ほど前段、制度の関係でご紹介いたしました農地支払の単価が若干落ちるということがご

ざいますが、大きな活動交付金が減額されるということではないと考えてございますので、

これからも地域ごとに活発な活動を進めていただきたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 担い手と言いますか、農家の人たちが望む形であれば、積極的にサ

ポートをして、振興課としてもそのように対応をしていっていただきたい、こんなふうに思

います。 

  次に、よく議会の質問の中でも取り上げられておりますし、次の議員も課題として取り上

げられておりますけれども、鳥獣による農作物被害の件でございますが、まず、その状況に

ついてお伺いすると同時に、エゾシカ、アライグマに関してでよろしいのですけれども、捕

獲数というのがどのように推移しているのか。増えているのか、減っているのか。また、捕

獲するための予算として十分なのかどうかということです。 

それと、たまたま道東のほうに旅する機会があって道路を走っていましたら、延々と柵が

続いている景色を見て、私どもの町にもこのような柵が設置されていたら被害が食い止めら

れるのかな、このようにもちょっと感じたところでございますので、何とかこの町でも柵の

設置ができないものかどうか、この件についてまずお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 鳥獣害の農林業被害に関してでございます。平成30年度の全

体の被害額といたしましては、712万6,000円となってございます。うち、エゾシカの被害が

461万1,000円と、比率といたしましては64.7％、また、ご質問のアライグマの関係でござい

ますが82万6,000円となってございまして、11.6％という比率となってございます。 

また、アンケートを実施してございますが、平成21年度より実施しておりまして、当初、

平成21年度は1,305万8,000円、平成22年度は1,450万1,000円に及んでおりましたが、近年は

猟友会等のご協力をいただきまして、被害は減少している傾向にはなってございます。 

しかしながら、エゾシカの捕獲頭数の関係でございます。平成28年度で50頭、平成29年度

は62頭、平成30年度は109頭と昨年初めて100頭を超える捕獲頭数となってございます。本年

も、昨年を上回る捕獲状況となっておりまして、被害金額も増加傾向にありまして、地域全

体の生息頭数は増加傾向にあると推測をさせていただいているところでございます。 

また、アライグマの捕獲頭数の関係でございます。平成28年度は75頭、平成29年度は84頭、

平成30年度は57頭と、平成28年度以降、急激に増加傾向にあります。高い捕獲率で推移して
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いる状況にありまして、生息頭数の増加は当町だけではなくて、全道的に目撃情報や捕獲頭

数は増加していることから、当町におきましても注視しているところでございます。 

その対策といたしまして、国の鳥獣被害防止総合対策事業を活用いたしまして、貸し出し

用箱わな100基に加えまして、昨年70基追加購入しまして、町捕獲員の指導のもと、被害を

受けている農業者の方々へ捕獲作業に当たっていただいているところでございます。今後も、

国の各種事業を活用して、必要な捕獲対策費を要望確保していきたいと考えてございます。 

続いて、道東地域では、長距離にわたって進入を防ぐ柵の設置の関係のご質問についてで

ございますけれども、進入柵の設置につきましては、現在、洞爺高台４地区におきまして道

営土地改良事業の附帯事業として鹿柵の設置を計画していたところでございます。 

本年、高台４地区への説明会や意見交換を重ねた結果、一部地区以外は実施しないという

ことになりまして、しかしながら、地域からの意見といたしましては、他市町村で実施して

いる電気柵の設置に当たり支援策を、との要望がありましたことから、現在、個別に設置要

望等の調査を実施しているところでございます。恒久的な鹿柵及び電気柵のメリット、デメ

リットを十分把握しながら、地域に合った被害防止対策を実施してまいりたいと考えてござ

います。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今、具体的な数値等も教えていただきましたけれども、全道では、

アライグマもエゾシカも減少傾向にあるような情報がありますけれども、当町においては、

なかなかそんな形にはなっていないという報告として受け止めたいと思います。 

多分、アライグマは４月から６月が活動時期だと言われていますので、捕獲の方法として

は箱わなを使うのだと思います。鹿の場合は、箱わななんていうわけにいかないので、多分

狩猟するしか手立てがないのかなと、わなみたいなもので捕らえることはできるのかもしれ

ませんが、やはり柵が、畑に入れさせないという方法が一番動物愛護の関係からも良いのか

なと思っています。 

それで、検討されているということですが、地区によって柵の設置の仕方が違うという説

明がありましたけれども、具体的に、柵の設置に向けて、来年度からかもしれませんが、ど

んな形で進んでいくのかということと、やはり柵に対して農家個々の負担がどれぐらい発生

するのか、その辺について、もしわかっていればご説明をいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 鹿柵の関係でございますけれども、道営土地改良事業で実施

を計画している地域は１カ所でございますが、そこでの外周を、恒久的な鹿柵を設置した場

合に、設計費用等を積算したところ、２億円ほどかかるとなってございます。それの17％が

地元負担ということになってございまして、かなり高額な金額になるのかなと思ってござい

ます。 

また、先ほどご紹介いたしました電気柵の関係でございます。その１地区を除いた町内全

域を網羅した中での希望調査を実施しているところでございますが、なかなか外側の被害を
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受けている農家の方々の意識と、地域で言うと、中央に畑があるような農家の方の意識の違

いがございまして、ほとんど外周の農家の方の要望が挙がってきているというような状況で

ございます。 

今、国の事業を使いまして、半分の補助ということで取りまとめをさせていただいている

ところでございますが、電気柵を設置することによって、鹿の、また行動が変わるというこ

ともございますので、地域のほうにご説明したときも、なるべく推測しながら対応して要望

していただきたいということでご説明をしているところでございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 費用負担も考慮しながら、それぞれの事情があるとは思いますけれ

ども、被害を未然に防ぐ形で、あまり時間をかけない中で対応していっていただければとい

うふうに思います。 

  では、次の質問に移ってまいりますけれども、財田地区は面積的にはそう広くはないので

すが、稲作が盛んに行われていて、財田米としてかなりブランド的にも有名になってきてい

るところでありますけれども、残念ながら、担い手がなかなかないということで、高齢化も

進んでいるということで、ちょっと課題のある地域かなというふうに理解をしております。 

振興課の支援と言いますか、一緒に相談に乗っていっていただきたいという観点から質問

するわけですが、まず、担い手不足を補う新しい生産体制の取組なんかは可能なのかどうか。

また、稲作にとってとっても大事な水ですが、地域を流れる川から取水をしているわけです

けれども、安定的に用水がとれるのかどうか。 

それから、あそこはちょうど扇状地形になっておりまして、農業と直接関係ないのですが、

のどかな里山として農村景観が維持されたら、とても景観の良いところでございますので、

今、建設課が中心だと思いますが、町の景観条例をつくっている関係もありますので、その

辺の景観をしっかり農村景観として指定することによって、地域振興やブランド化に側面的

に支援ができるのではないかというふうに思うのですが、この件について伺いたいと思いま

す。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ご質問の財田地区の稲作のブランド化と担い手不足に伴う新

しい生産体制の取組ということでございますが、洞爺下台地区の今後の農業のあり方につい

ては、平成27年度から胆振農業改良普及センターを中心に、農業関係機関において農業者の

皆様と地域の問題点や今までの景観や成り立ちについて協議をしてまいったところでござい

ます。 

これまでの懇談を重ねまして、財田米を今後とも地域の財産として残していくためにはど

うすれば良いのかと。その一つの方法といたしましては、多面的機能支払交付金を活用した

財田・川東地区資源組合の活動支援でございました。また、平成30年度には胆振総合振興局

が実施主体となりまして、農地・施設の戦略的な保全管理の推進と地域の将来構想づくりを

推進するための地域整備構想支援調査を洞爺下台地区におきまして実施いただいたところで
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ございます。本年３月に、地域の整備構想方針の提案をいただきまして、水田の区画整理や

用水路の整備を実施する農業農村整備事業が実施可能か、地域との意見交換を実施してま

いったところでございます。 

また、問題点の水田の用水の課題についての関係でございます。その意見交換の協議の場

におきまして、後継者がいる農家が１件程度であると。それから、40代、50代の経営者がご

く少数で、高齢化に伴う経営の不安ですとか、借入地がございますので、借入地の土地所有

者の理解が得られるかという不安がございました。また、工事着手まで時間がかかり過ぎて

開始まで待てないというようなご意見もありまして、農業農村整備事業の実施は難しいとい

う判断をされているところでございます。しかしながら、用水路の老朽化が激しく、用水の

ロスや側壁の崩壊などの問題を解決するために農業農村整備事業に代わる整備事業を検討す

ることとなったところでございます。 

今後の用水の整備につきましては、早急に対応が必要な用水の改修箇所を農業者の方々と

意見交換を実施して現状把握に努めたところでございます。財田、川東地区の用水管理は、

個人が管理をしている状況であったために、地域全体で水量の確保と水路の維持管理を共同

化するために財田・川東地区水利用組合を本年11月６日に設立をしたところでございます。 

今後、地域全体で幹線用水路の整備を対象とした事業の選定を開始しまして、令和２年度

に事業実施が可能になるよう、必要な事業の検討や事業費の積上げについて今現在協議をし

ているところでございます。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 私のほうからも答弁させていただきます。 

  まず１点目が、水田の用水路に課題がないかということで、私どもは河川管理者をしてご

ざいますので、そちらの方面から答弁させていただきたいと思いますが、財田地区の農業用

水は、ご承知のとおり、普通河川ソウベツ川から取水しているところでございますが、河川

の維持管理については当然町が実施しているところでございます。本年度におきましても、

取水口の周りに土砂が堆積しているというようなお話がございましたので、本年先月でござ

いますけれども、浚渫工事をさせていただきまして、適正な管理に努めているところでもご

ざいます。 

  それからもう１点が、財田地区の扇状地区などでの里山としての農村景観の地域指定、い

わゆる維持保護だと思いますが、これにつきまして答弁させていただきますと、現在、議員

もご承知かと思いますが、洞爺湖町景観計画策定に向けて、庁内検討委員会で骨子素案を策

定したところでもございます。 

この骨子素案におきまして、タイトルとしては、洞爺湖町は北海道有数の観光の町であり、

洞爺湖・有珠山・噴火湾が創り出す自然景観が大切な観光資源であると同時に、町民の誇り

になっているというものを位置づけさせていただきまして、その中で、財田地区におきまし

ては、洞爺地区の美しい景観を保全し、また、町の印象を高めるために、景観づくりに大変

重要な地区として位置づけさせていただいているところでございまして、今後、町民の方々



－82－ 

と学識経験者で構成する策定委員会にてしっかりと検討し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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） もうちょっと聞きたいところがあるのですが、次の質問もあります

し、時間の関係もありますので、この財田地区の課題についてはこれぐらいにしたいと思い

ますが、あの地域には親水公園というのがありますし、多分、環境省の施設だと思いますが、

水車小屋もございます。その辺、地域の景観とともに生産者の皆さんにうまく活用していた

だいて、財田地区の盛り上げに活用していただくことも方法の一つではないかなと思います

し、触れられておりませんでしたけれども、水利用の組合ができたことは大変良いことだな

と思っていますが、やはり高齢化して稲作を続けていく上ではやはり生産体制も、これは勝

手に言っては申し訳ないのですが、組合方式か何かの一元化できるような生産体制というの

も今後考えていかなければいけない地域かなと思っていますので、その辺の取組にもご尽力

をいただきたいというふうに思っております。 

あと、稲作のブランド化については、今日、ちょっとたまたま朝のニュースでも出ていま

したけれども、ジャガイモだと思いますが、地理的表示保護制度というＧＩというのだそう

ですが、Geograhical Indicationという略だそうですが、意味はよくわかりませんが、要するに、

地域の作物としてしっかり認定して保護しましょうというような制度らしいので、これが財田

の稲作の財田米がなれるかどうかはちょっとわかりませんが、一回研究してみる余地があるの

かなというふうに思っていますので、その辺もお願いをしておきたいということで、次の質問

に移らせていただきます。 

グローバルギャップの認定制度に関してでございますが、この件についても３点ほど伺い

ますけれども、ＪＡとうや湖のクリーン農業の取組としてこの認証を実施しておりますけれ

ども、簡単で結構ですが、制度の内容や農家の取組の状況、費用はどれぐらいかかるのかに

ついてもお伺いをしたいと思います。それから、この件に関しての助成制度なんかがあるの

かどうかということでございます。 

町長がこの洞爺湖町の農業を紹介するときに、必ずクリーン農業とグローバルギャップと

いう、この言葉をよく使われるわけでございますが、私も本当によく聞くのだけれども、中

身はどうなのかなというのがちょっとわからないでいたのですが、この際この辺もしっかり

認識として捉えたいというふうに思っていますので、ご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ご質問のグローバルギャップの制度に関してでございます。 

農業におきまして、食品の安全、環境の保全、労働安全等の持続可能性を確保するため 

の生産工程管理の取組、その取組を証明する国際基準の仕組みのことをグローバルギャップ制

度と申します。取得のメリットといたしましては、国内や輸出を含む販路拡大、生産性の向

上や資材コストの削減などの経営改善、生産者自らが食の安全、環境保全、労働の安全に対
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する意識の向上や消費者が取引先から問い合わせ、苦情に迅速かつ適切に対応することがで

きることとなってございます。 

また、自分で生産物や製品を確認する第一人者認証、取引業者などの利害関係者が二者間

で行う第二者認証、認定機関などの第三者が認証を受ける第三者認証となり、社会的な信頼

の獲得、第三者の視点での問題の発見、継続的改善の実施により農作物の価値の向上につな

がっているというふうに考えてございます。 

安全な農産物をつくるための生産工程管理の一貫として管理点と適合基準が定められてお

りまして、種蒔きから収穫までに全部で200項目以上の安全・安心のための管理点、チェッ

クポイントがございます。具体的な管理点として、土壌分析ですとか、残留農薬に関する検

証、農産物に使用する水管理などが定められておりまして、毎年の計画的な検査の実施によ

り、証明することが求められているところでございます。 

また、当町の取組の状況に関係でございます。 

ＪＡとうや湖は平成21年度からグローバルギャップ認証を取得しておりますが、農業者

個々の認証ではなく、大幅な書類の整備等の負担や毎年の検査費用の軽減ができますグルー

プとしての管理が可能なグローバルギャップの法人認証制度を作物ごとの代表者が取得して

いるところでございます。所得から毎年認証品目農産物は11品目で、本年その作物の代表者

10名の方が認証を受けているところでございます。また、代表者が変更することから、過去

に実施して登録をしておりますが、休止をされている農業者が33名おられますので、過去か

ら実践された農業者数は延べ46名ということになってございます。 

それから、助成制度はないかという部分でございますが、費用の面は第三者認証機関によ

る抜き打ち検査及び継続審査費用と残留農薬の検査費用は、毎年高額な経費となってござい

ます。しかし、先進的な取組を実施しておりますが、国等の助成制度等によると、新規に取

得される団体への支援はございますが、更新に係る費用については対象外となってございま

す。そのため、ＪＡとうや湖管内の市町によりまして、その費用の支援を行っている状況で

ございます。 

グローバルギャップ認証は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの食材供給の条件

となっておりますので、次年度におきましても継続して支援をしていきたいと考えていると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今説明をいただきましたけれども、大体内容は理解をしたところで

ございます。 

  多分、ＪＡ、農協は法人として取得し、代表者が部会とかというのがありますよね。確か

農協では何とか部会、何とか部会と、多分その辺で認証されているのかなというふうに思い

ますけれども、理解しがたかったのは、あれだけ広い土地の、例えば作物はジャガイモにし

ても人参でも何でも牛蒡でも良いのですが、どこかの、いわゆる土壌分析とか残留農薬だと
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か使っている水とかというのが検査の対象になるわけですから、どこかのものを限定しなけ

ればだめだと思うのですが、そのことの調査が同じＪＡ管内の違うところでつくられた作物

にも全部該当できるのかどうか、つくっている畑は年によって輪作できませんから、いろい

ろ変えていきますよね。そうなったときに、その結果というのはずっと維持できるのかどう

か、その辺ちょっと疑問だったので、簡単にお答いただけますか。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 認証を受けているのは作物でございますので、圃場が輪作で

毎年変わりますが、その年に登録を受ける代表農業者が、例えば馬鈴薯であれば、その場所

の土壌分析、もしくは使っている水等、もしくは農薬でございますけれども、その検査を

行った上で、そこの圃場でつくられた農産物のみということで、その方が人参ですとかビー

ト等をつくっても、それは認証にならないということになります。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） そうしたら、ちょっとクリアするのを費用面でも大変厳しさがある

中で、あえて取り組む部分のメリットというのを十分考えた中で使っていかなければだめな

制度かなというふうにも再認識したところで、次の質問に移りますけれども、せっかくの認

証した生産物なのですから、それをうまくＰＲしたら良いかなということで、ＰＲの方法や

魅力をどう生かしていくのかについて、簡単にご説明をしていただきます。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ＪＡとうや湖におきましては、本年度10品目の農産物の認証

を受けてございます。クリーン農業の認証を受けた農産物の販売先といたしましては、多く

がイオングループや生協、マクドナルドでございます。取引先からクリーン農業の取組の裏

づけとしてグローバルギャップの認証、自社の基準に基づいたギャップなどの取得を要求さ

れてございます。 

ＰＲの方法でございますけれども、販売業者と生産者との信頼関係の認証制度でございま

すので、基本的には段ボールや店頭での直接商品への認証の表示ができないということに

なってございます。そのため、店頭での口頭での説明やポスターやポップでの表示は可能と

なってございますので、ＪＡとうや湖とともに消費者が制度の理解がされるよう努力してい

きたいと考えてございます。 

また、ＪＡとうや湖のクリーン農業の取組を評価されまして、平成30年４月からＪＡバン

クグループのＰＲといたしまして、全国放送のテレビＣＭにＪＡとうや湖のグローバル

ギャップの取組が本年３月まで１年間紹介されておりまして、その取組は高く評価受けてい

るというふうに感じてございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） うまく活用を望むところであります。 

  次の質問に移りますが、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに認証を受けた農産

物を提供できる機会として強く取り組むべきということで質問したいのですが、先ほどの答
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弁の中でも、グローバルギャップの認証そのものが条件になっているということでございま

すので、当然取り組んでいるというふうに理解いたしました。 

そこで、せっかく答弁も用意していただいているのかと思いますが、時間の関係もござい

ますので、そういうふうに受け止めさせていただいて、今までの件について総括ということ

で、町長に答弁をお願いしたいのですが、行政報告でもこの件については関係事務所にＰＲ

活動を実施して来られたということでございますけれども、農業の課題の柵の設置では費用

がある程度かかるけれども17％負担が必要だということ、それから財田地区の稲作への支援、

それからグローバルギャップの取組、この辺の三つを総括して、農業施策の取組の決意とと

もにお返事をいただきたいなというふうに思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町の農業政策に関してでございますけれども、これまで議員ご

承知のとおり、観光産業を主体として農業、漁業、これは私どもの大きな産業の柱ですとい

うことを訴えてまいりました。 

その中で、農業政策に関しましては、今までも農業者の意向を酌みながら小麦乾燥機、あ

るいは長芋選別機、ジャガイモ選別機、ジャガイモ倉庫、あるいは人参選別機、こういうい

ろいろなもの、多種多様の要望に応えさせていただいてきたかなというふうに思っておりま

す。選別機の導入によって生産力の向上につながってきている、それが販売ルートに乗って

所得の向上にもつながってきているかなというふうに思っております。 

  また、後継者対策につきましても、以前から婚活というのをさせていただいておりまして、

特に農業の独身男性等々については、大いに参加してほしいということで過去において何組

かのカップルも生まれ、もう既にお子さんが３人もいらっしゃるという家庭もあるように聞

いておりまして、そういう意味では、後継者対策もそこそこ貢献してきていたのかなという

ふうに考えているところでございます。 

  また、今までのものは今までのものとして、これから農業政策に生かすものとして、今ご

指摘のいろいろな問題も抱えているのは事実でございます。できる限り町の財政力も踏まえ

ながら、何ができるかということを真剣に、また庁舎内、そして関係機関の皆様と協議をし

てまいりたいなというふうにも考えております。 

  加えて、2020年、本当にビッグチャンスが来たかなという思いでございます。行政報告で

もご説明させていただきましたが、これまでいろいろな関係部署のほうにアプローチをさせ

ていただいておりました。そんな中、2020年のオリンピックに向けて、それを扱う事業者が

ある程度見えてきたということもございまして、この間、農林水産省、国交省並びに財務省

にお邪魔した後に、そちらのほうに出向いて私どものグローバルギャップを取得している農

業体系、これもお話しさせていただきました。 

感触としては、非常に良いものがあったかなというふうに思いますが、そこの業者は、私

どもとうや湖農協のグローバルギャップを2009年取得し、今日まで取得をして、その素晴ら

しい農業体系、そして後継者が戻ってきているということを十分承知していただいたかなと
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いうふうに思っております。ただ、2020年オリンピックは、全国日本各地からいろいろな野

菜をつくっている、あるいは農産物をつくっている農家もおりますので、そのうちどれにな

るかは、今のところまだはっきりは言えないと。だけれども、ある程度のものはいけるかな

という感触を持ってきたところでございます。 

  加えて、幸いなことと言ったらおかしいですが、オリンピック担当大臣が北海道選出の議

員でございます。この間もお会いさせていただきまして、私どものグローバルギャップを取

得している農産物、これは本当に日本国内の単一農協として最初に取得したものを今なお取

得させていただいているのですということを改めて強くお願いしてきたところでございまし

て、今後の成果を十分見てまいりたいなというふうに思っております。 

  加えて、農協だけでなくて、いわゆるホクレンですとか、いわゆる外郭団体のほうにも相

当この度はご協力を賜ってきたなというふうなことがございまして、万が一これが本当に私

どもの農産物を使っていただけるようなことになれば、今までお願いしてきた方々にも改め

てお礼を言っていかなければならないなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 次の２番目の質問に移ってまいります。道路案内標識についてでご

ざいます。 

今日、車の移動については、皆さん、もうカーナビがついている車が圧倒的に多いという

ことで、案内標識がなくても移動は困らないというふうには思っておりますけれども、違っ

た地域に訪れたときに、また今、外国の方が多く訪れる場所にもなっておりますので、ほっ

とする場面で経験あったのかなというふうにも、自分自身も顧みたときに案内標識があって

良かったという経験もしておりますので、そんな意味で、馬鹿にできないというのは変です

が、標識も大事なことなのだなという認識の中で質問いたしますが、一般質問にこの標識の

ことはどうかなということもちょっと考えたのですが、この町の中にいるとなかなか標識に

ついてあまり詳しく見ないと言いますか、あまり気にもしないのだけれども、ちょっと足を

止めて、この町の中の標識がどんなふう標示されているのかを一回みんなで見てみようとい

うような、そんな観点で質問させていただきますので、気持ちを楽にお答えいただければと

思うのですが、まず最初に、国道、道道に設置されている道路案内標識について、国や、も

ちろん道が設置するわけですから、私ども地域の意見や感想、要望が受け入れていただいて

標示可能なのかどうか、この辺をまず最初にお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 看板というか、案内板のことでございますが、皆さんもご存じ

で、道路法という法律がありまして、道路は、国道ですと国の管理、道道ですと北海道の管

理と、町道は町でございますけれども、多分、標識の中で道路標識の標準基準というのがあ

りまして、道路では赤い規制看板、警告看板、指示看板、補助看板。それで今、議員おっ

しゃっているのは、青に白の大きい案内標識看板というものも規定がございます。 

今回のご質問でありましたように、うちの町の駅の前には国道37号、230号、これらの国
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道の入り口には市町村の境界看板のほかに、青の大きい看板に白文字でございますけれども、

これが案内標識看板という看板でございまして、開発局というか国では、道路に標示されて

いる案内看板につきましては、市町村名を記載するという規定があるそうでございます。で

すから、今現在、37号でいきますと、函館方面は長万部、室蘭方面に向かいますと室蘭とい

う市とが書いてある方面看板という扱いになっているという形でございます。 

ただ、近年の合併の関係がございます。そうしますと、230号でいきますと、月浦の分岐

点で具体的にお話しさせていただきますけれども、真っすぐ行くと喜茂別、札幌方面という

看板が月浦の分岐点にあるのですけれども、合併する前は洞爺村という形でございました。

今は、例えば洞爺湖町から洞爺湖町という表示にはならないものですから、開発局としては

洞爺支所という扱いの看板で、最近そういう部分で合併に関して、特別な扱いをしていると

いう表示でございます。 

また、開発局のこれらの青の白の看板に、史跡ですとか施設、観光案内を設置できないか

というところのご意見を伺っているところでございますけれども、過去に貝塚公園等の史跡

の案内看板については、青には表示できないけれども、縦の柱には実際ついている状況でご

ざいますとの回答で、なかなか青看板にいくのは交通安全のこともありまして、方面看板で

ございますので、厳しいとのご意見でございます。 

また、一方、道道を管理する北海道におきましては、もちろん湖畔の国立公園でございま

す。いろいろな規制の中で湖畔一周線や新しく洞爺湖温泉の中央通り、これらについては洞

爺の駅、または芸術館、財田キャンプ場などといった案内板に記載されております。これは

どういう形かと言いますと、青看板の中に白い枠を設けまして、逆に板を張ったようなイ

メージで、青文字で表示するという形でございます。 

これらについては、道道の部分についてはある程度具体的な最終目的地という形でござい

ますので、利用者が不便を来さないようにという補助看板という位置づけでご協力できるも

のということでご意見をいただいておりますので、ある程度、今回、道道、国道という形で、

私、総務課のほうでお話ししておりますけれども、町内、総合支所、観光振興課も含めまし

てご意見をまとめて、道なり国なりに要望していきたいというふうに考えている所存でござ

います。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今、現状で大きな課題だとかということではありませんが、そうい

う地域の声が反映できるということも可能であるということで捉えさせていただきます。 

確かに今、佐々木部長がおっしゃったように、虻田漁港ですとか、西山火口、財田キャン

プ場、それから洞爺湖芸術館などの標示も白い、先ほど言った看板のような形で青い中に埋

め込まれておりまして、ある地域の案内板としても非常に役に立っているということが言え

るかと思います。 

  そこで、その中でも、これも大きな問題ではないのですが、少し考えてみたらどうかなと
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いう箇所が４カ所ほど私もちょっと気がついたので、これからその辺の４カ所を申し上げさ

せていただきますので、少しそれについてのコメントをいただきたいと思います。 

  まず１点目が、大原の地区なのですが、武四郎坂を上ってずっと230号線に下っていく丁

字路のところの地点なのですが、ここは道道になります。右折方面には喜茂別、札幌となっ

ています。左折のほうには、実は洞爺湖と豊浦となっているのですね。先ほど佐々木部長も

言いましたが、洞爺湖町から洞爺湖町になっているのです。多分これは、合併前は違う地名

が標示されていたのでしょうが、苦肉の策というか、標示にちょっと困って洞爺湖町なら間

違いないみたいな感じで洞爺湖町になっているのかなと。これは、町民のある方からご指摘

をいただいて、「目くじらを立てて問題にするようなものではないけれども、どうなのか

ね」というので、ちょっと取り上げさせていただきました。 

  同じ箇所で、今度は230号線の札幌から洞爺に向かってきたときの同じ丁字路ですが、武

四郎坂に入るところの直進は室蘭、長万部となっていまして、左折が洞爺支所、それから財

田キャンプ場というふうになっているのです。この標示もおかしくはないのですが、洞爺湖

町に入って最初に湖に見に行ける道路なのです、あそこが。だから、願わくは洞爺湖畔入口

だとか、洞爺湖の標示があると良いなと。これは欲ですけれども、それが１点です。 

  ３点目は、37号線の入江のところの丁字路で、かつては230号線につながっていく高架道

路のところですが、あそこは直進が長万部になっていまして、あとは虻田洞爺湖インターと

いうふうになっていますけれども、右折の標示が全部消されていまして、何も書かれており

ません。いろいろな板が張ってあったので、いろいろな変遷を経ている場所だなというのは

気がつくのですが、せっかく「北海道・北東北の縄文遺跡群」に向けて今活動しているわけ

ですから、入江貝塚に向かう道路でもあるので、これは可能であればですが、入江貝塚なん

かの標示があると案内標識として非常に我が町として助かるかなというふうなところです。 

  それからもう１点が、230号線から月浦、洞爺に向かうＹ字路のところです。先ほど佐々

木部長もお話しされましたが、230号線の直進が札幌、喜茂別、右折が道道で洞爺支所と

なっております。かつては多分洞爺村となっていたのだと思いますが、ここも、洞爺支所も

使う方がいるので良いのですが、町の人はほとんど場所わかっている、外から来た人が支所

を間違わないようにという意向はわかるのですが、ここはやはり月浦とか、洞爺市街の標示

のほうが適切かなというふうに思うのですが、時間が来てしまい誠に申し訳ありませんが、

それぞれ簡単にコメントいただければと思います。コメントをいただいて終わりにしたいと

思います。 

○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） まず、１点目の関係でございますけれども、武四郎坂を上

がっていきまして、国道230号線との交点でございますけれども、これにつきまして、看板

が、左側に向かっていったときに洞爺湖町と豊浦というような標示と、右に曲がるときは札

幌、喜茂別というような形になっております。この洞爺湖町でございますけれども、合併前

は虻田町というような標示になっていたと思います。それで、先ほど総務部長から答弁があ
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りましたけれども、開発局の合併等の関係上で特例としてつけているような格好になってい

ると思いますけれども、実際は洞爺湖町という名前になってしまうような形になるかと思い

ます。 

  それと、二つ目のところでございますけれども、これにつきましては国道230号線から道

道のほうに下りていく道路でございますけれども、洞爺支所、それと財田キャンプ場という

ような標示がされておりますけれども、これにつきましても、合併後で利用者がわかりづら

いということで、洞爺支所というような名称になっているような形になっております。 

  ４番目のものにつきましても同じような形でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 入江のＴ字路でございます。交番の海側の前とハローガスとい

う企業の前に大きいものがありまして、これは、噴火前による230号線の関係でございまし

て、今、すみれ団地という泉地区のほうで行き止まりになっておりますので、それで大きく

空白になって行き止まりみたいなイメージの道路標示になっております。 

  今、議員おっしゃいましたように、私ども入江高砂貝塚、これから縄文遺跡となれば、自

ずと世界遺産でございますのでという話は、私、担当部署のほうからはお話ししているとこ

ろでございますので、今後何とか粘り強く要望していき、うまく活用できればよろしいかな

というふうに考えております。 

  また、月浦の入口でございますが、私も地元で生まれておりますので、月浦という言葉な

のですけれども、開発局によりますと、札幌、喜茂別はわかる、洞爺というのは洞爺支所と

いう扱いは行政上の総合支所があるという、洞爺の支所、役場があるというイメージではな

いということでございます。町全体の支所という扱いで行政上の組織を言っているものでは

ないということの考えを提示されております。それであれば、例えば水の駅、それもなかな

か認識不足だというのもありますので、この辺は今おっしゃいました洞爺市街地とか、そう

いうものになれば良いなというふうに私も思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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 申し訳ございません。これで終わります。 

○議長（大西 智君） これで、６番、五十嵐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10分といたします。 

                               （午後 ０時０３分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時１０分） 

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

○議長（大西 智君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 
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次に、11番、板垣議員の質問を許します。 

  11番、板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 11番、板垣でございます。 

  通告順に従いまして、一般質問をさせていただきます。答弁が良ければ時間も短縮できる

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず今回、先ほど午前中、６番議員のほうからも質問ありました、農作物への鳥獣による

被害状況ということで、先ほどほとんど聞きましたので、それは同じことは聞きませんけれ

ども、今回私がそのことに対して農作物の鳥獣による被害状況と対策、ドローンの活用とか

規制についてということで、件名で１件出してあります。ここに通告がありますので一応読

みますけれども、近年エゾシカ、アライグマによる農作物への被害が増加しているが、近年

の被害状況と生息頭数などを伺いますということで通告を上げております。 

これは、先ほど午前中のお話で大体わかりましたが、ちょっと確認です。エゾシカとアラ

イグマの被害状況、全体被害が7,126万円で、エゾシカ被害が4,611万円、アライグマが82万

6,000円と、間違いないですか。この件で、間違いがあるかないか聞きます。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 農業被害の関係でございますが、平成30年、712万6,000円で

ございます。そのうちエゾシカ被害が461万1,000円、比率にして64.7％、アライグマの被害

は82万6,000円、11.6％ということになってございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 一桁違いましたね。 

また、頭数ですね。エゾシカの頭数というのは、生息頭数は増加傾向になっているという

ことを先ほど言いましたけれども、それはそういうことでわかりました。 

それで、今回の質問ですけれども、エゾシカの被害がこの五、六年の間で増えていると、

一番心配しているのはアライグマ、これが82万6,000円で金額はエゾシカに比べればわずか

なのですけれども、この四、五年のデータを見ると、倍以上というか３倍ぐらいになってい

る年もあるぐらい増えておりますので、これからはエゾシカもそうですし、アライグマも

セットで考えていかなければいけないというふうに思っております。 

今回こういう質問が６番議員からもあったということは、かなり深刻な思いで農業されて

いる方がいるということで、将来の不安もあるということだと思いますし、そういうことで、

たまたま今回同じように重なったと思います。 

それで、今回アライグマにちょっと焦点を当てますけれども、アライグマというのは、捕

獲しますよね。捕獲して、その後いろいろな対応があるのでしょうけれども、自分の中では

思いますけれども、どっちかというと、箱わなに入って、町の担当者が誰か来て、いろいろ

始末していただけるのか、それとも自分でやるのかということもありまして、その辺のこと

も含めてお聞きしたいと思います。 

それはなぜかというと、アライグマというのは、このぐらいの大きさで、どっちかという
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と、めんこいというか、イメージが私たち子どものときに見たアニメでもありましたけれど

も、どっちかというと、そんな害を与えるような鳥獣ではなかったはずのイメージが、今と

んでもないことになっているということなので、自分で手をかけて殺すというか殺傷すると

いうのはなかなかできない方もいるので、わざわざ箱わなをあえて置かないという人も中に

入るみたいなのですよね。でも、そのまま放っておけば増えるし、被害がどんどん増えてい

くと。だから、その中で対策は何とかないかと思っての質問でございます。町のほうでどう

いうことを考えているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 捕獲後の殺処分の方法に関してでございます。 

近隣市町村では、二酸化炭素法による処分が大半でございまして、所要時間が20分ほど必

要となってございます。また、都市部におきましては、捕獲から殺処分までを委託業者に依

頼する場合がございますが、経費が高額になって進んでいない状況になってございます。 

  当町におきましては、電気の感電死による処分を行っているところでございます。所要時

間が５分程度で、安楽死が可能となってございますので、捕獲後に、ご相談いただきながら

対応している状況になってございます。 

また、当町の捕獲員が処分する場合は、最終処分場への運搬ということになってございま

すので、長時間の運搬時間がかかりますので、そのことで捕獲員が巡回指導ですとか捕獲作

業の時間が確保できないということもございますから、被害を受けた農業者の方々に埋設処

理へのご協力をいただいているところでございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 町の方がそうしてやっていただけるということなのですけれども、

ここで一つ質問なのですが、洞爺湖町の職員の方がということなのですけれども、これは専

従職員というのですかね、私たちは認識しておりますが、１名おられると思います。その方

がいろいろと忙しくて、呼んでもなかなか来られないという立場もあるみたいですし、その

間ずっとアライグマを箱の中に入れたまま、わなの中に入れたままでどうなのかという話も

ありますし、それが数時間なら良いけれども１日も２日も、例えば来られないというような

状態が続くと、やっぱりこれはなかなか厳しいのかなと思いますので、その辺の専従職員の

方の立場というか仕事の内容というか、普段の仕事が時間的に１人でどうなのかということ

も含めて、またもう一つは、もしどうしてもその場面で人数的に少ないのであれば、例えば

臨時的な人でも補佐的な人でも、職員として、臨時職員でも良いですけれども、そういう形

の中で雇うことというか、採用することができるのかできないのか、この辺のことをお聞き

したいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ご質問の担当の職員の関係でございます。 

現在、担当の職員は、当初嘱託職員での雇用でありましたが、職員で採用させていただき

まして、それによって畜産部門も担当しているということで、その分、先ほどご紹介しまし
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た圃場巡回ですとか、そういう部分が若干少なくなったということで、農家の方々からご意

見をいただいているのは認識しているところでございます。 

その面を考えながら、捕獲員が定期的に被害軽減のために圃場巡回ですとかを実施できる

よう、課内の職務分担を行いまして、スムーズな業務が実施できるように進めていきたいと

考えてございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 今、課長のほうから課内でというチームワークというか、その中で

やっていきたいというお話だと思います。でも私、はたから見ていると、それでも皆忙しい

のだよねというような感じで、本当に今回の農業被害のこと以外でも、そういう急を要する

ときというのは、なかなかできるのかできないのかなという、それがちょっとはたから見て

いて、私は個人的な感想ですけれども、そう思っております。 

  そういった中、そういう対応の仕方とか、要するに農業被害というのは、先ほど700万円

とか800万円とか、両方合わせて800万円ぐらいの被害ですけれども、これはこのまましてお

くとやっぱりどんどんどんどん増えていくのではないかと。鹿にしても、皆さん車に乗って

わかると思いますけれども、洞爺湖町だけではなくて、例えばこの間私苫小牧へ行ってきま

したけれども、支笏湖経由で行くったらなおさらなのですけれども、ものすごい量の、何十

頭もの鹿を見かけました。これが数年前だと、鹿を見ると「おお、鹿がいる」と珍しくて、

「ああ、鹿だ、鹿だ」というような感じでいたのだけれども、いつ鹿が出るかわからないか

らと思ってびくびくしながら運転するみたいな、そういうことというのがあります。この間、

私の知り合いも、洞爺湖町ではないですけれども、鹿とぶつかってこちらの車がだめになっ

たと。 

全体的に増えていることは増えていて、このままにしておくとどんどん増えていくのでは

ないかなと想像できるわけですけれども、そういった中で、アライグマも含めて鹿も含めて、

何か対策というのは必ず必要だと思うのですよね。 

その辺、職員のことも含めて一回町長のほうに、今のお話の中で聞きたいと思います。何

か対策とか、町長の考え方を伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 鹿対策、あるいはアライグマ対策、こちらのほうにつきましては、先

ほど来、担当のほうからお話をさせていただいているところでございますが、鹿につきまし

ては、昨年確か100頭を殺傷することができたかなと。今年については、もう既にかなりの

数を捕獲、あるいは殺傷しておりますので、この後も今年度におきましても、おそらく今の

ペースでいくと100頭は超えるのではないだろうか。これには、私どもの職員だけでなくて、

洞爺湖町の猟友会の皆様のお力も借りなければならないということもございまして、猟友会

のほうとは連携を密にして、そして、さらに捕獲に努めてまいりたいなと。 

さらには、今酪農学園大学と中島の鹿の対策を定期的に行っておりますが、中島も放置し

ておくと、また300頭を超える鹿が生息するということになりますので、ここも今、毎年数
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の低減に努めているところでございます。この次にできる森林博物館、そちらのほうも、実

は夜、狩りができるような宿泊棟みたいなもの、こちらのほうも今整備を考えているところ

でございます。 

ただ、私ども専従職員が１人おりますけれども、１人だけでは本当に到底間に合うもので

はございません。そんな中、課内の職員、あるいは洞爺総合支所全体、総合支所だけで足り

ないのであれば、庁舎内のほうからまた応援というふうなことで、まず、いずれにしても数

を少し減らしていくということを重点に考えていきたいというふうに考えております。 

また、鹿につきましては、単なる猟銃での殺傷だけでなく、くくりわな等々もございます。

農家の方々のご協力もいただいて、講習を受けていただき、くくりわなの設置、これも万が

一のこと、事故があったら困りますので、それらも慎重に進めてまいりたいなと。さらには、

アライグマにつきましても捕獲箱、これは昨年まで相当数の数を用意しておりますけれども、

やはり農業被害が多くなってきている等々のことに鑑み、確かまた箱わなを増備させていた

だいたかなというふうに思っておりますが、それらも有効にやはり活用できるような仕組み

づくりと言いましょうか、そちらのほうも、農業振興課のほうも大変ではございますけれど

も、農家の方と連携をとって進め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） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 今の町長の答弁で大体理解しましたけれども、そのとおりやってい

ただきたいなと。結構深刻だと思います。今のうちというか、早いうちに手を打てば被害も

少なく、ゼロにはなかなかならないかもしれませんけれども、何らかのマイナスというか、

少しでも農家の人方から良かったなと。要するに、私は農家の経験はないですけれども、春

先に苦労してつくられて、秋にもう少しでとれるよというときにとられてしまうという、本

当に気持ちも、お金もそうですけれども、本当に被害を受けると大変な思いをすると思いま

すので、その辺のいろいろな方法は考えていただいて、実施していただきたいと思います。 

  それで次に（２）、重なりますけれども、急速に生息頭数を拡大していると思われるが、

今後の対策、施策（ドローンの活用も含めて）を伺いますということで通告しております。 

  今、ドローン、性能も良くなってきて、いろいろとあちらこちらで使われておりますし、

うちの町としてもこういうものを、中島で一部使ったという話も聞きますけれども、ぜひ農

業被害のために使えないかと思って、ちょっと質問したいと思います。 

その件で、ドローンに対しての町の認識というか、何か行われているのか、その辺まず確

認したいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ドローンの関係でございます。 

全国的に狩猟者の減少に伴いまして、高度な知識と経験を持つ狩猟者による生息確認がで

きなければ捕獲活動が実施できず、生息確認ができない状況の捕獲は最悪の場合は捕獲の空

振りという非効率な作業となってしまう問題がございます。 

  当町におきましても、冬期間に実施しております冬期一斉捕獲において、捕獲員が事前調
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査を実施しているところでございます。捕獲作業の当日に天候等により越冬地と推定した場

所にいない場合がございます。鹿の行動を事前に把握することは、捕獲率の向上につながる

ものと考えてございます。 

  近年、このような状況を打破するために、最新鋭のＩＣＴ技術の導入により小型ドローン

を活用したエゾシカの調査等に期待が高まっており、実証実験が導入されているところでご

ざいます。ドローン搭載の赤外線センサーを活用した事例では、2016年秋にドローン会社の

大手と大日本猟友会が共同で鹿の個体数を調べる実証実験に着手しております。また、議員

おっしゃったとおり、当町でも洞爺湖中島のエゾシカの個体数調査におきまして、本年１月

に赤外線ドローンを使用したエゾシカの個体数調査を実施してございます。これも捕獲のほ

うにつながっておりまして、本年度も使用するという計画になってございます。 

当町において、エゾシカの生息調査及び捕獲支援のため、国の鳥獣被害防止総合対策事業

を活用して赤外線ドローンの導入を要望しているところでございます。これからの冬期間に

おけるエゾシカの越冬地において、エゾシカの行動を事前に把握し、一斉捕獲を行い、個体

数が減少することで次年度の農作物被害の軽減に大きく影響があるので、導入について進め

てまいりたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 導入を進めているということなのですけれども、ドローンはおそら

くいろいろな資格とかあるのか、使う人が講習か何か受けるのでしょうけれども、やっぱり

いろいろなテレビなんか見ていても、本当にクリアに映りますし、夜でも赤外線ですか、使

えば見える、鹿でいえば目が光って見えたりするみたいな、太陽があるからそうして反応す

るのだというようなことを聞いたことがありますけれども、実際、何千万円も何百万円もす

るとは思わないので、金額的にはどのぐらいするのかちょっとわかりませんけれども、おそ

らく50万円とか100万円とか全部揃えてそのぐらいなのかと思いますけれども、そのぐらい

の金額でしたら、どこかに申請しているというような、補助を申請するという話ですか、そ

れがもしだめでも、もしあれだったら町独自でも何かの形の中で、例えば利用するとか何と

かというふうに私は思っていますけれども、もちろん申請がうまくいけばそれで良いですけ

れども、何かその辺、積極的にどうしても町としてやる気あるのかないのか、その辺だけ確

認したいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） ドローンの導入につきましては、令和元年度の補正予算に前

倒しで要望調査がございましたので、前倒ししてでも導入について検討していきたいと考え

てございますし、補正予算が通らずとも、令和２年度の要望に進めていきたいと考えてござ

います。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１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。 

  それでは次、２番に移りたいと思います。 
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  これも何回も今までここでしゃべりました。また１番議員からもいろいろお話しあります

けれども、温泉中央通り、眺湖通りの安全対策、また振動、騒音問題についてということで

質問してあります。 

  （１）大型車両の通行による振動、騒音がひどく、近隣住民が大変な思いをしているが、

町の考えを伺いますということで、行政用語を使わないで、近隣住民が大変な思いをしてい

ると、あえてこういう文章にさせていただきました。これは町長も知っているとおり、皆さ

ん知っているとおり、温泉中央通りができて、大型車両がどんどん走っています。 

一番は振動で、騒音はトラックがすぐそばを走れば音がうるさいのはわかるのだけれども、

特に振動がすごいと。振動の原因は、私はマンホールが異常にあると。それも大型車両が

ちょうど通るタイヤが行く、冬場でいったら、轍ができるようなところにちょうどうまい具

合にマンホールがあると。それでものすごい振動がきて、近隣住民の方、私もそうですけれ

ども、夜中に飛び起きることもあるし、ほかの方も聞いたら、やっぱり眠れなくなるときも

あるし、また飼っている猫がびっくりして飛び上がって夜中走り回るとか、そういうのが結

構聞きます。 

その中で、これはずっとこのままにして良いのかという話になったら、これはなんかかん

かの形で、今、睡眠障害とか何とかと結構マスコミ等でもよく出ていますよね。それで結構

認知症になりやすいだとか、いろいろな弊害があるのだよというようなことがありますけれ

ども、とにかく振動とかそういうものをなくすためには、まずマンホールをどうするかとい

うことだと思います。その辺の考え方は、町側は何と思っているのか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（大西 智君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） マンホールの関係でございますけれども、道道洞爺湖登別線

の眺湖通り及び中央通りにおける町管理の下水道マンホールにつきましては、車道に41カ所、

歩道に５カ所ございます。大型車両の通行時に発生している振動や騒音に関する通行等につ

きましては年間数回あり、その都度対処させていただいています。 

これまでの対応実績としましては、マンホール周りの舗装補修につきましては、平成29年

度に19カ所、平成30年度は５カ所、平成31年度は６カ所でございます。ほかに通常マンホー

ルぶたの高さは除雪作業を考慮し、一、二センチ路面より低く設置するのですけれども、こ

の部分で大型車両通行時に振動や騒音がするということで、マンホールの高さ調整を平成29

年度で４カ所、平成30年度３カ所、平成31年度２カ所を行い、路面とフラットな状態に改修

してございます。 

また、冬期間のマンホールによる段差解消を目的として、平成29年度に断熱ぶたを30カ所

設置してございます。下水道のマンホールにつきましては、下水道管の維持管理上必要な施

設でございますが、大型車両通行時の騒音や振動の原因となることから、今後も車両通行や

路面の状況を見ながら適切な維持管理が必要であると考えています。 

また、道路内には道路管理者である北海道が管理する雨水排水のマンホールもあることか
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ら、北海道と協議調整を行いながら、できるだけ速やかに維持修繕に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 今、課長のほうから答弁ありましたけれども、これも私は何回も

言って、そういう形になって少しは良くなっているのかなとは思うのですが、いまだに解消

はあまりされていないのが事実でございます。 

  何が一番なのかなと、私ずっとあそこに何十年もいますけれども、まず、ふたを開けたこ

とを見たことがないと。だから、ふたを一層のことアスファルトで埋めてしまったら良いの

ではないかと。場所さえわかっていれば、何かある場合は、そこを切ればすぐ使えますし、

そういうことは考えられないのか、まず一つ。 

  あと、車が走っているところにあるからだめなのです。一層のこと車の真ん中、車両と車

両の、タイヤとタイヤの間に位置をちょっと１メーター50センチぐらいずらせば、どうなの

か。それをできるかできないか。まず、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） マンホールを路面より下に埋めて、必要なときだけ掘って管

理できないかという、まず最初のご質問でございますけれども、マンホールにつきましては、

管路内の点検や維持管理及び管の清掃等に必要な施設でございまして、管路の極点部や管路

の勾配が変わる地点に設置するほか、管路の点検や清掃のために約50メートルに１カ所設置

することとなっております。 

  議員から提案がありましたマンホールの開閉機能を残したまま舗装下に埋設する案ですが、

道路管理者である北海道では、トラブル等の発生時にマンホールぶたの開閉が必要になった

場合に長時間交通に支障が出ること、また、マンホール鉄ぶたの腐食や破損に起因する道路

陥没の懸念があり、許可することができないとのことでございます。また、下水道管路の維

持管理上も支障があり、迅速なトラブル対応もできなくなることから、難しいと考えてござ

います。 

  あと、もう１点、マンホールの位置を車両の通過するところから外した形、例えば中央部

に移設できないかということでございましたけれども、管路と管路が地下でつながっていて、

その上にマンホールがあるのですけれども、マンホールだけを移設することは不可能でござ

います。管路も含めて、全体を移設するということしかマンホールの位置を移設するという

方法はないわけでございまして、また、あそこには雨水管、下水道管も一般汚水管、温泉排

水管、そのほかに水道管や温泉配水管もございまして、これをマンホールの管ごと全部移設

するということになると、費用の面だとか、あとは北海道のほうで基本的にはなかなか車道

の中で移設するということに関しては、道路管理者との協議になるのですけれども、ちょっ

と道路の真ん中に移設するということに対して北海道の道路管理者の理解が得られるのかど

うか、ちょっとこれは難しい面があるかとは思います。 

  以上でございます。 
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○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 今、私が聞いた二つは難しいと。難しいというか、かなり大変なこ

となのだなと思いましたけれども。 

そうしましたら、もう一つ確認で聞きますけれども、あそこ中央通りは東側からできた通

りです。一昨年かな、それが半分ぐらい西側だけアスファルトし直したのですよね。本来で

あれば、古い東側からやるべきだと思うのだけれども、ひびだとか傷んでいますので、それ

をなぜ西側からやったのか。急にやってきて、急にアスファルトを敷いて、１日か２日ぐら

いの仕事でばっとやって、そちらはまあまあ少し振動がなくなったと思います。だけれども、

もともと東側が全然何も触ってもいないということで、また、今年、やるような予定がある

のかないのか、道道ですので、うちの町がやるわけではないのだけれども、ああいうことは

さっとできるのだけれども、何で中のほうのやつは難しいのかよくわからないのですが、そ

の辺のことをちょっと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） 中央通りの舗装補修の関係かと思います。 

本年の確か春先に、舗装の補修をやっていただいたかと思います。これは町道であります

噴水公園の前の道道移管の関係もあって私どもでお願いしたら、あそこもやっていただいた

のですが、そのときに合わせて、中央通り側の西側のほうを今回は補修をしていただいたと

ころでございます。 

その際に、私も同じ疑問を持ちまして、議員と同じように、私も北海道に聞いてみたので

すけれども、上の中央通りのほうをやることは聞いていなかったものですから、そうすると、

話によりますと、担当者から伺いますと、五、六年前に一度東側の壮瞥側のほうはやってい

て、その後経過したので今回は西側をやりましたと。「そうしたら、また今回すぐやってい

ただけるのでしょうか」と問い合わせもさせていただいたのですが、こういう問題もあるの

で早急にお願いしたいということで相談したのですが、「それは計画的にやるので、今は返

答できないですが、やることで検討させていただく」という回答は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） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 本当に振動がすごいからこういう話になってしまうのだけれども、

住んでいる方もいろいろ苦情もありますしね。先ほどマンホールの話をしましたけれども、

先ほど埋めたりずらしたりするのは難しいというような話です。ずらすのは、もしかしたら

何十年計画で１年に１個ずつでも予算つければ、まだできるのかなと思いますけれども、や

る気あるかないかの部分もあります。根本的にやっぱりあそこに人はずっと住んでいるわけ

で、あのまま放置するわけにはいかないと思います。 

要するに、いろいろな道路を走っても、道道とか国道にあれだけ穴ぼこの道道があるとか、

ほとんど見たこともないし、ないと思うのですよ。その中で、あそこは特殊だということを
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まず一つ。町の中に本来であればバイパス道路みたいのは山側だとか海側だとか端っこにぼ

んと人のいないところを通るのだけれども、あそこの場合はたまたま町の真ん中を通ってい

るというようなことで、特殊だということをまず一つです。その中で、特殊の中でああいう

道路をつくったわけですから、少しでも近隣住民が被害を受けないような格好が必要なのか

なと思います。 

とりあえず、私、それでもう一つ提案ですけれども、先ほど言った、埋めるのもずらすの

も難しいということであれば、あとはスピードを落とすしかないと。スピードを少し大型車

両も、乗用車の場合は軽いですから振動はあまりないのですけれども、やはり大型車両です、

何十トンというやつ。それが夜になると４台も５台もつながって走ってくるのですね、ああ

いう人方というのはね。そういうところで、大変な騒音と振動がある。それが結構なスピー

ドで夜なんかだったら、あそこは40キロ規制なのだけれども、おそらく60キロか、その車に

よっては70キロぐらい出ているのかなというのも感じるときがありますけれども、それはス

ピードを落としてもらうしかない。 

そのためには、これから私の次にまた１番議員も質問しますけれども、本当にこれは信号

です、安全対策づくり。ここで何回も話して、いつなるとか。私も町長と一緒に陳情に行っ

たことあります。札幌方面の警察も行ったことありますけれども、それでもいまだにどうい

うふうになっているのかわからない。 

今年の夏頃ですか、８月、９月の頃に、温泉の主立ったというか代表の人方、いろいろな

団体の代表の人方が集まってきて、自治会長も含めて集まってきて、説明もして、どこにつ

けるかという話もしました。すぐつくのかなと思ったら、まだ形も姿も見えないし、ただ移

転の信号機のことで、こんなにかかってどうなっているのと思うぐらい。 

先ほど言っていた安全面もそうです。住民の健康もそうですよね。そういうことを含め、

早急にやるべきだと私は思うのですが、その辺の現状のいきさつというか、どういう状況に

なっているのか、そのことをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいま信号機の現状についてのご質問だと思いましたけれども、

洞爺湖温泉地区道道洞爺湖登別線の信号機整備につきましては、北海道公安委員会に対し信

号機及び横断歩道の設置の要望を平成26年度にいたしております。平成29年度には町道中央

通りから道道洞爺湖登別線に切り替わったことにより、この路線が通行車両の主道路となり、

走行車両の増加、法定速度の40キロを超える速度で走行している車両が多数見受けられる状

況となっているところでございます。 

また、本路線は住宅、バスターミナル、金融機関、飲食店街があり、観光客や児童生徒、

地域住民が頻繁に通行しており、歩行者、自転車通行の安全対策のために信号機の設置要望

を継続して行ってきているところでございますが、要望を行ってから既に５年が経過してお

ります。 

この間、地域の関係団体、自治会、町議会の皆様のご協力をいただき、粘り強く要望活動
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を続けた結果、北海道公安委員会より道道洞爺湖登別線と町道停車場通り線の伊達信用金庫

洞爺温泉支店前の交差点に湖畔側町道の既設信号を移設して設置するとの連絡が昨年８月に

あったところでございますが、現在も信号機の設置には至っていない現状でございます。 

  本年６月に、北海道警察本部交通規制課職員が来町し、信号機の設置場所等を確認するた

めに現地を訪れてございます。その際、設置案を示され、それに基づきまして本年の７月に

洞爺湖温泉地区の主な関係団体の代表者の方を対象に説明会を実施し、町の案もお示しした

中で協議した結果、設置位置について参加者のご理解を得たところでございます。 

６月に現地調査確認に来られる際に、設置時期の確認をいたしました。その際には具体的

な設置時期を申し上げることはできないが信号機設置に向けて進展していると解釈してほし

いとの話がありました。今後の流れにつきましては、公安委員会の決定がなされた後、信号

機の移設工事がされることとなりますが、今現在、この公安委員会決定がされていないため、

信号機が設置されていない状況であります。 

  信号機の早期実現に向け、年明けに関係団体を含め公安委員会を訪問し、一日も早い正式

決定がされるよう働きかけていきたいと考えているところでございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） ご理解いただきたいと言うけれども、なかなか理解できないよね。

もう何年も、そして昨年もその前も、そしてまた去年は確か１番議員が質問したときには、

７カ月だったかな、それぐらいでできるみたいな話もしていた場面もありましたし、今年も

もう最終で、場所さえ決まったらすぐつくのだなと思ったら、もう４カ月ぐらい経っている

状態ですしね。 

先ほどの話に戻しますけれども、あそこに住んでいる方がいて、観光客もいっぱいいて、

ましてこれから冬になるので、外国の中国系の観光客の人方が増えます。安全面も含めて、

もうつけると決まっているのだったら、なして、これだけかかるのだろうと。公安委員会の

決定がないということで、町としてはお願いするしかないからそれは仕方ない立場なのです

けれども、不思議でたまらないというのがまず一つ。 

あと、信号が何カ所かできれば、スピードは少しずつ落ちていくと思うのです。だから、

その中で先ほどの騒音問題も少しは解消するのかなと思っておりますので、今年度解消する

ために、また再度公安委員会のほうに、また団体組んで、町長筆頭にまた皆さんでお願いに

行くというふうにするのですか。近いうちにということで、そういうふうに理解して良いの

ですか。それもやって、その後にまた何カ月か後にできるのではないかという話で、町は

思っているのですか。その辺の確認だけお願いします。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいまの質問でございますけれども、この公安委員会決定がな

された後、初めて移設工事が始まりますので、決定後から事務手続、工事、これに概ねやっ
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ぱり数カ月はかかるのだろうということで認識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） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 新しい住民課長にごちゃごちゃ言う立場でもないのだけれども、代

がわり、３人目か４人目ぐらいになるのですよね、課長がね。ずっとお話ししますけれども、

そのときそのときで一生懸命皆さんやっているのだけれども、なかなか相手が動いてくれな

くて、結果が出ていないということが一つなのですけれども、とにかくこれもやっぱり早急

に何とかしなければ、まず一つの信号をつけることで、そしてその次という、一つでは、あ

の距離ですから足りないと思います。移設する場面でも、下のほうですから、もうこの信号

要らないのではないかなというものもあると思いますので、それは予算面で移設すればそん

なお金もかからないと思うので、何とかそういう部分で努力して要望活動というか、本当に

真剣に取り組んでいただきたいと思います。 

  これで信号というのはあれなのですけれども、とにかく、中央通り、眺湖通り、眺湖通り

は中央通りに比べればマンホールの数が少ないからあれなのですけれども、振動と騒音でま

いっている住民がいるということだけは覚えておいてください。 

  次に行きます。３番目です。 

防災・減災についてということで、本町地区の板谷川、温泉地区の西山川、小有珠川が草

とか木等で年々ひどい状況になり、緊急な対策が必要と思われるが、町の考えは。これも通

告で、年々ひどい状況になりと、これも本当に行政用語ではないのだけれども、あえてこう

いう言葉を使わせていただきました。これも私も何回か質問させていただいていますけれど

も、いまだに結果が出ていないというような状況でございます。 

まず、三つの川、例えば板谷川にしても小有珠川にしても西山川、これはもともと人工で

つくった、板谷川は改良なのかもしれませんけれども、この川自体、何のためにつくったの

ですかということをまず聞きたいと思います。また、つくってから何年経過しましたかとい

う、この二つ聞きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） まず西山川、それから小有珠川の目的だと思います。議員ご承

知だと思いますが、これは有珠山噴火に伴いまして泥流対策として構築されたものでござい

まして、築後19年が経過しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 今、部長が答弁したとおりだと思います。有珠山が噴火して、泥流

が出て大変な思いをしたので、それでそのために完成したということですよね。昭和52年の

噴火の、19年というのはちょっと違うと思うのだけれども、昭和52年の噴火のときの流れだ

と思います。できたのはわからないですけれども。 

  そういった中で、うちの町でもそうだけれども、全国的に想定外が当たり前みたいな言葉

になっています。100年に一度とか50年に一度とか、何十年に一度が毎年のように来る台風
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とか、また、有珠山噴火もいつあるかわかりませんと、この間もある先生が言っていました

けれども、噴火しないかもしれないけれどもするかもしれないと。例えば今のまま、あのま

ま放置をしていたとすれば、二次災害的には必ずあるのだよね。例えば想定害に灰が降った

りなんかして、そこに雨が降ったとか。今のあの状態だったら、どこかで詰まって、別な災

害になるのではないかなと思います。 

この間もある町民の方が言っていましたけれども、うちの町で、町長も出席された防災会

議ですか、文化センターで行いまして、すばらしいメンバーが集まって会議をやっていまし

たけれども、その方が言っていました。「防災、防災って、そんなことうちの町でやっても、

自分たち住んでいるところどうなっていると思っているんだ」みたいな話で、たまたまそれ

は板谷川のそばに住んでいる方だと思うのですけれども、そういうような話で、要するに、

本当に防災・減災といつも口酸っぱく言っているうちの町ですので、今の段階で、あれで大

丈夫なのと聞かれたら、大丈夫ですと言えるか言えないかですね。その辺のことを確認した

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） まずはじめに、先ほどの答弁に間違いがございまして、先ほど

のお話は、昭和52年の有珠山噴火災害によりできたものでございます。訂正させていただき

ます。 

  それからもう１点、今お話がありました、今の状況についてどうなのだというお話かと思

いますが、私どももこのお話につきましては、板谷川も含めまして、当初から北海道にお願

いしたときには、北海道のほうでもその場で回答はいただけなかったのですが、そのときに

北海道は現地測量を、板谷川なんかは特にそうなのですけれども、測量をしていただきまし

て、現地の土砂の堆積については調べていただいたようでございます。 

阻害率というのがあるのですが、それに影響を及ぼしていないという回答が当初からあっ

たことから、なかなか動いていただけない状況にはあったのですが、特に西山川と小有珠川

につきましては、それだけではなくて、地域の景観も害していることもあるからということ

で、環境改善としてやっていただけないかという取組を今はさせていただいているところで

ございます。しかしながら、先ほど言ったように、最近の天気というのは突然ゲリラ豪雨

等々で、議員が言われたとおり、予想もしない大雨が突然降ることも考えられますので、そ

のことも含めて重ね重ね私どもも申し入れをさせ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） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） では、町としては今のまんまの感覚ですね。阻害率でいったら大丈

夫だということで、大丈夫だということですか。今、大雨降って大変な状況になっても大丈

夫だということで認識してよろしいですか、こちらのほうで。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） いいえ、町としては、かなりそういう見た目もありますし、地
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域住民の方々に不安を与えていることからお願いしている状況なのですが、そのときに北海

道が測量した土砂の状況が10％程度しかないことから、なかなか予算がつかないのだという

回答をいただいているわけですが、もう一度申し上げますけれども、今、想定外の大雨が降

ることも考えられることなのだから、北海道にお願いしたいということで私どもは申し上げ

ているところでございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） わかりました。皆さんご承知のとおり、今年、2019年は大変な、北

海道はそうでもなかったですけれども、内地の千葉とか、あちらのほうはずっとありました

よね。雨で川が氾濫して、今でも大変な状況になっておりますし、１年前は、関西のほうと

いうか岡山でしたか、あちらのほうが大変なことに、これ毎年です。年明けて、また来年の

秋頃になったら、また同じようになっていたら大変なことになるというふうに私は思ってお

ります。 

だから、いつ、うちの町もそうなるかわからないので、何とかこれは強く道のほうに要望

していただいて、まずどうやれば、例えば阻害率でいったら大丈夫なのかもしれないけれど

も、景観条例をつくっているうちの町ですから、やはり景観もこうだよ、特に西山川とかあ

ちらのほうは国立公園内だし、この辺はどうなのとか、とにかくそういう形の中でも良いか

ら、何とか要望し続けていただいて、被害が出る前に何とかしてもらいたいなと思いますけ

れども、その辺の考え方はいかがなものですか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 昨年の12月の会議でも、このことについて議員から提案をいた

だいているところから、私どもも年明けの今年１月に早速洞爺出張所のほうに出向きまして、

こういうお話をいただいていること、先ほど申し上げたような状況等も確認して説明させて

いただいたところでもございます。 

また、２月には振興局の課長クラスが来て、私どもと面談する社会資本整備推進会議とい

うのがあるのですけれども、そこの中でも私ども強く要望したところでございまして、その

中では、振興局もしくは洞爺出張所のほうでは、本庁のほうはその状況が理解したのでしっ

かりと予算を要求しますということで回答はいただいているところでございます。 

しかしながら、予算については令和２年度の予算として要望するということなものですか

ら、それについては来年３月にその予算がつくかどうか、今は連絡待ちというような状況に

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） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 今、部長の決意、よくわかりました。プライベートなことになりま

すが、来年で部長も定年退職なので、最後にこの仕事をがっちりやっていただきたいなと。 

ほかにもいっぱいあるのですけれども、やっていただきたいなと思いますし、景観もそう

だし、例えば万が一大雨が降ってゲリラ豪雨みたいなことになれば、何らかの被害が出るの
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ではないかなと、素人目にも見てそう思いますし、一番最初に言った泥流工というか川は、

何のためにつくったのか、人工でつくったものですから、板谷川もそうですし、温泉側の二

つの川もそうですけれども、そこに土地建物あったのを移動させて、お金かけて、住民も移

動してもらって、家を壊して、そしてつくった川でございます。その中で、本当にちゃんと

当初の目的どおりに使用していただければ良いのだけれども、不安だらけでいることは間違

いないと思います。そういった思いで、強い決意で何とか予算をつけていただいて、きれい

にしていただければと思います。 

  それで、今の件もそうですし、先ほどの中央通りの件もそうですけれども、町長のご意見

というか感想でも良いですし、聞ければと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） まず先に、泥流工、あるいは板谷川の関係でございますけれども、先

ほど来、部長が申しておりますとおり、昭和52年の有珠山噴火、そして翌１年遅れの昭和53

年10月に洞爺湖温泉に大きな泥流災害が発生しました。その折りに、北海道、あるいは当時

の有珠山噴火災害時の危機管理室等々の関係者が連絡調整をしまして、洞爺湖温泉には泥流

水路を壮瞥も含めて４本つくらなければならないだろう。それが出発でございまして、確か

昭和57年ぐらいだったかなと思いますけれども、泥流工が完成したのではないかと。 

その後も、実は自分も観光振興課にいた頃に、相当泥流水路の中に土砂が溜まって木が生

えていると、これは何とかしてもらわなければならないというお話で、何回か土現と折衝し

たことがありました。その折りに、「この泥流水路は、渓流再生事業でやって、両端に矢板

が打たさっていると。それらを自然の土砂が堆積し、あるいはその土砂の上に木が生えて自

然に見えるような水路なのです」なんていう説明を確か受けたかなと思うのですが、「そん

なものではないでしょう。これは災害があって危険があったときのための泥流水路工をつ

くってくれたのではないですか」で、当時、土現の担当部署と随分論議をしたことがありま

した。 

そんな中、平成12年有珠山噴火があって、奇しくも国道230の橋が決壊し、泥流水路で詰

まってしまった。それがために洞爺湖温泉小学校、当時洞爺湖温泉小学校のほうに土砂が流

れ出てしまって、あそこが移転せざるを得ないような状況になってしまった。 

それからまた十数年が経過し、今現在は、一番こちら側の水路で湖水に面する近くのとこ

ろに木が相当高くなってきている等々の関係がありまして、実は、温泉の観光協会のほうか

らもそういう床上げの要請が出ておりました。環境課長のほうからは、土現のほうに何とか

してほしいという話がありまして、そのときに私のほうにも話があったものですから、「お

いおい、泥流水路は２本だけではないぞ」と。確かあのときは２本と言ったかな。「板谷川

も本来そうなのだ。併せてきちっと要望しておいてくれ」という話はさせていただいて、そ

の後、今、部長が言ったような形で土現のほうは動いていてくれているという現状なのです

が、まずは何としてもやっぱり何のためにつくった水路なのだ、あるいは何のために板谷川

がその他河川から２級河川に昇格になったのだ。それは、次の災害等を踏まえた中でより安
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全に土砂が水路を利用するというか、水路を通って住宅地に影響がないようにということで

できた水路でございます。そのことをいま一度、道の職員に、職員というよりも幹部職員に

ご理解をしていただく、そういう努力は町としてもしていかなければならないというふうに

認識しております。 

  たまたま出張で九州のほうにお邪魔させていただいたときも、小さな河川なのですが、き

れいに中に小型のユンボというのですか、かっちゃく機械が入っていって床上げをやってい

る。「何でこんな小さな川が、そんなに溜まっていないのにやるのですか」と言ったら、

「毎年、台風来るからね」という話で、やっぱりそれなりにきちっとした施策をしている。

北海道が金ない、金ないだけでなく、金ないからこそできないでなくて、やはり次の災害に

備えた対策もしっかりとってもらわなければならないだろう。そういう私どもの強い思いを

やはり土現のほうにしっかりお願いしていきたいなというふうに思っております。 

  部長は任期上３月で一応ということになりますと、この問題については洞爺湖町としての

問題でもございますので、しっかりその旨対応してまいりたいというふうに考えております。 

  それから、中央通りの関係でございますが、もう大変本当に長くかかって申し訳ないので

すが、来春早々、１月にでも、今日程調整していただいておりますけれども、公安委員会の

日程ができれば、私含め議長、さらには関係団体機関の方々と改めてまた道の公安委員会の

ほうに出向いてまいりたいなというふうに思っておりますので、議員もちょうど飲食店組合

の組合長をやっておられますので、またぜひご一緒させていただければなと。 

  以前から道議会議員の先生にもお願いしておりますけれども、改めてまたお願いをしてお

きますので、どうぞよろしくご協力のほどお願いいたします。 

とにもかくにも、早期に建設できるよう、私どもも努力してまいりたいと思いますので、

議員方のご協力もひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 町長の決意、十分わかりましたので、本当に私たちも協力できるこ

とは協力しながら推し進めていきたいと思います。 

  それと、通告にはないのですが、先ほどドローンのお話をしました。ドローン、通告のと

ころに規制というのが入っているのですけれども、これは１週間ぐらい前に、私、洞爺湖温

泉地区でドローンを飛ばした外人の方だと思うのだけれども、見ました。これはドローンの

規制が必要なのかなと。例えば夜やる方もいる。昼間やる方も住宅街でやっているような人

もいますので、これは何か規制つくらないと、おかしなことになるのかなと。過去２年ぐら

い前に夜飛ばして警察沙汰になったこともあるのですね、温泉地区の中でね。それで、何か

ある程度ドローンの規制は町として必要でないかなと思っているのですけれども、その辺の

考え方だけお伺いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 今のお話は、洞爺湖温泉においてのドローンの規制等に関する

ものかなと思っております。洞爺湖町としてのドローンの飛行に関する規制はありませんが、
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さまざまな法律によって規制がなされているところでございます。一つには、航空法におい

ては夜間の飛行禁止、150メートル以上の区域での飛行禁止等があり、違反した場合は罰金

刑や懲役となることとなっております。 

  洞爺湖温泉においては、観光振興課へドローンの飛行に関して問い合わせがございます。

そうした場合には、まず洞爺湖温泉ホテル前でのドローンの飛行はご遠慮願っているところ

でございます。ホテル、旅館においては露天風呂もあり、ドローンによって撮影されるおそ

れもありますので、飛行に関しては遠慮願っているところであります。ただ、観光振興やテ

レビ局などで撮影等のためドローンを活用して映像を作製したいとの問い合わせなどにつき

ましては、時間、場所などを確認し、許可を出す立場ではありませんが、確認はさせていた

だいております。 

ただ、議員がおっしゃるとおり、法律等では規制はしておりますが、罰則もあるところで

もあります。ただ、日本の法律を知らない外国の方もドローンを飛ばしているとのお話も聞

いておりますので、今後、ホテル、旅館や遊歩道などで規制を周知する看板や資料を掲示し

てまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 完璧な答弁ありがとうございます。これで終わります。 

○議長（大西 智君） これで、11番、板垣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２時20分といたします。 

                               （午後 ２時０８分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時２０分） 

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

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を行います。 

次に、１番、越前谷議員の質問を許します。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） １番、越前谷でございます。 

  ただいまから通告に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機会であるわけでありまして、しかしながら、今回の質

問についても、具体的な詳細についても伺う点があろうかと思いますので、その点あらかじ

めお許しをいただきたいなと思います。毎回、おそらく真屋町長は、越前谷の質問は何言っ

ているかわからないのだという思いが強いのではないのではないかなと思うのですが、今回

も実は前歯を抜きまして、今もエア漏れしてなおさら訛りが強くなろうかと思いますので、

その点あらかじめお許しをいただきたいなと思います。 

  それでは、早速でありますが、第１点目の魅力ある地域社会の創造に向けた洞爺湖町の行
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方は、ということで通行をさせていただきました。 

  昨今の新聞紙上を見ると、賑やかに紙面を踊っているのは、いわゆる地域の医療構想をめ

ぐって厚生省が９月に再編議論を必要として公立、公的病院名を突然実名公表したわけであ

ります。これは、全国公立、公的病院の424病院が対象となりました。北海道におかれまし

ても、54の病院が対象となったわけでありまして、何と胆振も３病院がこの対象になったわ

けであります。 

その中で、社会福祉法人で北海道社会事業協会洞爺病院、いわゆる洞爺協会病院もその三

つの指定をされた病院の一病院になるわけであります。それから、独立行政法人の地域医療

機能推進機構ということで、登別の病院も指定なさったと。それから、白老町立の国民健康

保険病院も指定になったわけであります。 

これは、この結論は令和２年度、来年の９月までに再編に向けた結論を出すと。強制力は

ないと言っておりますけれども、そういう結論を出すということになると、我が洞爺湖町に

ある協会病院そのものが一体どうなるのだろうかなと。これはやはり懸念をしなければなり

ませんし、もし再編の対象になった場合には、地域医療の衰退はもちろんのこと、経済にも

雇用にも大きく影響が出てくると。 

特に、洞爺湖町というのは交流人口の多いところでもございますから、後ほど触れさせて

もらいますが、緊急病院としての役割を果たしていると。そういう重要な病院が消えるとい

うことは、一体どういうことになるのだろうなと、どういう町になっていくのだろうなと。 

私は、これから何点かにわたって理事者の見解をお願いしたいのは、健全で明るい地域社

会こそが、やはり未来志向に向かった素晴らしい輝かしいまちづくりを進めることができる

のではないかということの観点から、これから何点かにわたって質問させていただきたいな

と思うわけでございます。 

この突如の病院の実名で発表すると、公表するということは然りでありますけれども、背

景があるのではないかなという私自身懸念を持ちますし、思うところは、一つにはやはり何

といっても全国の医療費を削減するのだと、国は。医療費の削減、いわゆる給付率をいかに

下げるかというところに重点を置いた今回の厚生省の発表になっているのではないかなと思

うのです。 

もう一つは、これはそうではないと思うかもわかりませんけれども、以前にも申し上げて

おりますが、いわゆる平成の合併をなされたけれども、さほど政府が思っているような合併

にならなかったし、ある程度思いがそう伝わらない、結論が出ない、そういう平成の合併を

反省した中で、今、巷で騒がれているのは、理事者も当然なことにご承知であるわけであり

ますけれども、圏域と。こういう圏域の問題も大きな背景に私はあるのではないかなと思っ

ております。 

なぜ政府はこの再編を求めるのかというと、先ほど申し上げましたように、医療費をいか

に削減するかということからいけば、問題は、団塊の世代が全員75歳以上になる2025年、こ

れから５年先にはこの団塊の方々も75歳以上になるでしょう。いわゆる後期高齢者になるわ
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けでありますから、その医療費というのは大きなウエイトを占めると。したがって、先ほど

から申し上げているように、いかに医療費の削減を図るかという、大きな狙いが私はここに

あるのではないかなと思っております。 

参考までに、実は医療給付というのは2018年、いわゆる去年でありますが、約39.2兆円で

あります。2025年になりますと47.8兆円になると。それから、2040年には66.7兆円になると

いうことであるわけであります。それから、併せて、今、巷でマスコミ報道でもなされる場

合がありますけれども、今、政府であるとか厚生省は75歳以上の後期高齢者医療負担、今は

１割ですよね。それを２割にすると。２割負担をお願いすると、こういったことも政府、厚

生省の中では動きが進んでいるかのように思うわけであります。 

そういうことになりますと、我々地域医療にかかっている住民の方々は特に不安と希望を

失うような、そういう大きな問題点というのがぶら下がってくるのではないかなという気が

してならないのであります。 

それから、先ほど圏域のことを申し上げました。その圏域というのはどういうことかとい

うと、圏域の背景にあるのは、いわゆる診療の実績度はどうなのだろうかなと、該当になっ

た病院、厚生省はわかっているのですよ。私はどうなっているのかなと。 

それから、いわゆる再編によってなくなった場合において、20キロ管内にどういう病院が

あるのかと。言うまでもなく、洞爺湖町の場合は20キロ以内には大きな総合病院もあると。

あるいはまた40キロ先には三つの大きな病院もあると。こういうことから、特に協会病院あ

たりも対象になったのかなと、自分は自分なりに分析をしているところであります。 

そういうことでございますから、私は住民が理事者に求めたいのは、住民が安心できる医

療提供の体制の将来像というものをしっかり持つべきではないのかなという、そんな気がし

てならないのですよ。 

今の協会病院、どうも協会病院に行ってみると、受診をされる方々が少ないようであると

か、あるいはまた入院患者も少ないようだぞと、こういったことが聞こえてくるわけであり

ますけれども、現在の洞爺協会病院の診療状況であるとか、あるいはベッド数の現状はいか

になっているか、その辺、健康福祉センター長、ひとつお願いいたします。 

○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） 協会病院の診療状況及びベッド数等についてのご質問

でございます。 

まず最初に、協会病院の実態のほうについて簡単にお話しさせていただきます。 

現在、協会病院のほうは、診療科目が内科、外科など全部で10の診療科目で診療しており

ます。ベッド数につきましては、292床を国のほうに届けておりますけれども、現在は53床

が休床しておりまして、239床のベッド数で稼働させております。医師に関しましては、常

勤５人、非常勤７名の体制で診療を行っている状況でございます。雇用につきましては、正

規職員が207名、嘱託・パートが68名で、合計275名の方々が雇用されております。このうち

136名が洞爺湖町の在住者となってございます。24時間の救急対応については、平成30年度
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の実績におきましては、1,100名の方を受け入れておりまして、このうち洞爺湖町民は684名

の方が利用している状況にございます。また、観光客に関しましては、道内134名、道外73

名、海外61名を受け入れており、修学旅行での学校の依頼件数が214校となっているところ

でございます。 

 診療状況でございますけれども、私どものほうで病院のほうに確認をとりましたところ、

病院の区分というかベッドの区分を高度、急性期、回復期、慢性期の四つに分けるのでござ

いますけれども、急性期に関しましてはベッドの稼働率が83％、慢性期におきましては稼働

率86％と伺っております。稼働率に関しましては、著しく低下している部分についてはない

というふうに私どもは思ってございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） そこで、今、協会病院の診療状況、ベッド数なども伺ったわけであ

りますが、それで、洞爺湖町も緊急診療の体制等の支援事業補助金ということで2,300万円

出しておりますよね。その緊急診療の現在の実態というのは、どういうことになっています

か。 

○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） 救急診療の補助金を当町のほうから2,300万円出して

いる関係ですけれども、こちらのほうの補助金につきましては、24時間の救急診療の対応に

ついて不足分に対する助成という形で支出しておりますけれども、先ほど申したとおり、平

成30年度の実績におきましては、1,100名洞爺協会病院で救急対応をしております。このう

ち洞爺湖町民につきましては684名、観光客に関しましては道内134名、道外73名、海外61名

を診療している状況にございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 自分は、耳は遠いものですから、聞き漏らした点があったかと思う

ので申し訳ない。 

それで、いわゆる診療の体制等の支援事業の補助金2,300万円出しておりまして、やはり

補助目的というのは、今、センター長が言ったとおりなのですよね。地域住民をはじめ、圏

内外からの観光客や修学旅行など対応する24時間の診療体制を維持していると。それから、

医師の確保に向けても、この2,300万円の補助金で努力されているということはよく理解で

きるのですが、そこで、雇用問題にも触れて答弁していただきましたが、いわゆる雇用者数

は275名のうち、洞爺湖町地元は136名と。 

病院がなくなって経済効果というところにいくのですが、経済効果はどの程度と見込まれ

ますか。自分のほうから言ったほうが良いのかな。大体1人につき通常300万円ですよ。地方

交付税の対象云々のことを考えても大体１人300万円。ですから136名少なくなるということ

になると、やっぱり３億何ぼ、４億何ぼになるのかな、ということになるわけなのですよね。

だから、地元のこの洞爺湖町になくなった場合については、地域経済がものすごい冷え込む
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と。それから、こういう病院で働いている方々というのは、今、若い方々が何名ぐらいかな

ということは伺いませんでしたが、若い方々も非常に多く働いていると思うのですよ。 

だとすれば、こういう病院がなくなることによって、雇用の場がなくなるということにな

れば、やはり転出も危惧、憂慮されると、こういうことになってくるわけですよ。そうする

と、どんどんどんどん、今日も10番議員もおっしゃっておりましたが、やっぱり高齢者率な

ども考えると、こういう雇用の場がなくなることによって、どれだけ地域が衰退していくか

ということをみんなで考えなければならない。真剣に考えなければならない。 

そういうことで、これから町長に特にお願いしたいのは、今、新聞報道されたのだけれど

も、何かしら危機意識みたいなものが聞こえてこないのですよね。病院側のほうからも、行

政側のほうも、いち早く大変だと、それこそ再編になったら大変なのだということで行動が

あるのかなと思ったら、議会側も動くのかなと思ったら、自分含めて、さほど危機意識を持

たないような状況に、環境になっているのですけれども、これは今実態として、いやいや、

発表されたけれども差ほど大きな問題ではないだよということで思っているのか。ただ、議

会はいち早く、それこそ、この再編は一次解除しようではないかという意見書も出すようで

すけれども、少なからずや、官民一体となって協会病院が再編対象にならないような、外し

ていただけるような、そういう行動を私はとるべきではないのかなと思うのだけれども。 

今現時点で、そういうとるべきでない気運と言いましょうか、環境と言いましょうか、そ

ういうところにあるから、いま一度指を咥えてもう少し構えていようではないかということ

なのかどうなのか、その辺はぜひ見解をお願いしたいと思うのですがいかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） この協会病院の名前が公表されたと。いち早く私どもは危機意識を持

ちました。私どもの町から、今、個人病院はたくさんありますけれども、総合的な病院とい

うことになりますと、やはり協会病院、さらには洞爺にあります温泉病院ということになる

わけですが、温泉病院のほうは総合関係のほかにホスピス、いわゆる末期患者さんの受け入

れ等々の関係がありますが、こちらのほうは緊急外来も持っていますし、夜間外来も持って

いる。私どもの町にも修学旅行生等が、今なお多くの修学旅行生が来ていただいている。こ

の修学旅行が来ていただける要因の一つには、やはり総合病院が近くにあること。当時、洞

爺湖温泉からこちらのほうに移ったわけですけれども、それでも何とか学校のほうにご理解

をいただいて、修学旅行の対応もしていただいている。 

その病院がなくなったら大変だということで、すぐさま担当課のほうから協会病院のほう

に連絡をさせていただきました。それは何回かやっていただいて、記録もとってありますが、

ただ、やはり本部のほうに一回出向いて、私どもの町の考え方、そして協会病院本部として

の考え方、これをやはりきちっと伺う必要があるだろう。どうもこちらの洞爺協会病院のほ

うの考え方の中には、まだそんなに危機意識的なものはあまり持っていないのかなという感

がして、実はならないところがあります。そんな関係もあるものですから、年明け早々、ま

たは年内にもし行ければ年内にでも本部のほうにお伺いして、いろいろ情報交換をさせてい
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ただきたいなというふうに思っております。 

  ただ、今全道７カ所でしたか、協会病院と言われる病院があります。今回も結構何カ所か

協会病院としての名前が挙がっているようでございますが、やはり病院がなくなってしまっ

たら大変だということはやっぱり地域医療の要でありますので、ここのところはしっかり病

院本部のほうとも協議をしてまいりたいなというふうに考えております。 

  それと、すみません。先ほど議員の思いというか、どうもこういうことが懸念されるので

はないだろうかというお話を聞きました。実は、私どももそういう思いを持っております。

この問題が公表されてすぐに町村会は行動を起こしております。町村会のほうから厚生労働

省のほうに申し出はしております。ただ、今回の全国大会においても、一応要請文、決議文

は出しておりますけれども、どうも今、国のやり方を見ると、先にアドバルーンを上げて、

下手したらこれは法案が否決されるかもしれない、あるいは法案でないものについては、マ

スコミを利用して先にアドバルーンを上げる、こういう手法が多にして最近目立ってきてい

ると。ただ、それに惑わされることなく、やっぱり地域を守る観点から、医療という問題に

ついてはしっかり取り組んでいきたいな。 

おっしゃるように、医療費は75歳から、今の１割負担から２割負担に引き上げよう。さら

には、合併特例法も３月末で確か切れると思っておりましたが、それも延長しようとする法

案を次のものに用意していきたいだとかという考え方もあるように聞いております。どうも

そこら辺がくすぶっているなという感がしてならないわけでございますが、末端の自治体と

しては、今、うちに必要な病院でございますので、これは何としても死守していかなければ

ならないなという思いでございますので、できる限りの情報交換、あるいは手を打ってまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、理事者から決意の一端を伺ったわけでありますが、何と言って

も、冒頭申し上げたように、今、洞爺湖町も第２期まちづくりの２年度目ということに相

なっているわけでありますが、少なからずや、やはり我々が行政に参画している者が将来の

未来志向に向かったまちづくりを進める高齢者に優しい町、子どもたちにも夢のあるまちづ

くりをしなければならないということで努力をしているわけでありますが、町全体にそうい

う懸念材料になったり、あるいはまたそういう病院がなくなることによって、非常に地域医

療が衰退する、あるいはまた雇用問題でいくと、やはり少なからずや洞爺湖町の町民の方々

が136名もこの場から消えるようなことがあるとするならば、これは本当に第２期のまちづ

くりの基本構想も抜本的に見直さなければならない。 

それから、そういう夢のないまちになっていくという、そういう懸念、危惧をしながら、

憂慮しながら、官民一体となって協会病院がなくされないような努力を、今、理事者の決意

を伺いましたから、その決意にかけたいと思いますけれども、何といっても、町民総力を挙

げてこの病院を守るのだという、そういう努力をしなければならないのではないかなと思い

ます。 
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  それから、余談になりますが、厚岸町の国保病院もその対象になったようであります。そ

うすると、総務副大臣が早速出向いていって、「厚岸町の病院は地域医療を守るためには絶

対残しますからね」と言って、そういう動きを見ると、一体我が地域には国会議員はいない

のかな、どうなのだろうかなという、そういう余計なことも考えざるを得なくなってくる。

しかしながら、何と言っても、町民総意を挙げてこの病院を守るような、そういう決意を新

たにして取り組んでいくことが、町長、必要だと思いますので、ぜひ努力をしていただきた

いなと思います。 

  それで、時間の関係上２点目に入らせていただきたいと思うわけでありますが、ここで訂

正修正をお願いしたいなと思うのですよ。通告の中に、いわゆる中段といってもいいでしょ

うか、「既に117人の被害者が出ている」と。これは、道内においては20歳未満の方々の被

害を受けたということでございますので、訂正、修正方お願い申し上げたいなと思います。 

  今、私どもは何といっても、我が町で居住されている子どもたちというのは町の宝だと。

そういう宝である子どもたちが、快適な環境の場で生活をしていけるような、そういう環境

というものも、やはり行政サイドでも積極的に取り組んでいかなければならないだろうなと

思います。 

  会員制交流サイト（ＳＮＳ）ということでございますが、これはやっぱり会員制の交流サ

イトが悪いのではないのですよね。これを悪用する方が非常に多いということでございまし

て、これはやはり犯罪防止のために、例えば家庭であるとか学校であるとか、あるいは地域

が一体となって被害を防ぐという、そして、当然なことに犯罪防止というのは社会の責務で

ありますから、これをしっかり認識した中で、洞爺湖町もこの会員制交流サイトに向けての

対策、対応をしっかりとっていく必要性があるのではないかなということで質問させていた

だくわけであります。 

  ちなみに申し上げますが、昨年、ＳＮＳによって悪用されて被害を受けた方々というのは、

全国で１万1,000人いるそうです。それから、今年になりまして、現在でも１万6,000人以上

と被害が出ているのですね。道内においても、先ほど申し上げましたように、10月末現在で

20歳未満の被害者は117名と。 

先日、西胆振の高校生も、この会員制交流サイトを利用して室蘭であるとか札幌であると

か連れ回されて、そして名古屋の悪に連れていかれようとしたときに、札幌のホームで発見

されて、その方も逮捕されて、保護されたという。ですから、どんどんどんどんと地域の中

にこういう交流サイトを悪用する方々の目というのが向いているという、そういう懸念、危

惧を持たなければならないのではないかなという気がしてならないのです。 

そこで、教育次長にお願いしたいなと思うのは、現在スマホを持っている小中学生といっ

たら、大体何名中どのぐらいいるのか、伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 町内小中学校の児童生徒のスマートフォン等の保有状況でござい

ますけれども、小中学校及び虻高もございますので、虻高にも確認をさせていただきました。



－112－ 

スマートフォン、携帯、タブレット等でございます。 

小学校におきましては、３校ともそれぞれに一部の生徒に限られていると。そういう状況

で、三、四名とか、そういうほんの一握りということでの回答でございます。中学生になり

ますと、それぞれ75％以上の生徒が個人または家族共有のような形で保有していると。それ

から高校の生徒につきましては、ほぼ全員がスマートフォンや携帯を持っていると。持って

いないのは、多分１名か２名くらいだということでの回答をいただいているところでござい

まして、小学校、中学校、そして高校へと上がるにつれて、所有率が上昇している状況とい

うところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、教育次長のほうからスマホを保有している人数も伺ったわけで

ありますが、先ほど北海道は117名ほどの被害があると。こういう小中学生のような18歳未

満の子どもたちが全国でどのぐらいの被害に遭っているのかなということをちょっと触れさ

せてもらいますが、昨年で1,811名、それから2017年は1,813名と、やや同じような人数が被

害を受けていると。これはいわゆる氷山の一角だろうと言われているのですね。 

この子どもたちが被害に遭ったら、どういう被害を被っているのか。ほとんど性的暴行を

受けるとか、そういう性犯罪に結びついているというところにもう少し我々は対策、対応を

考えていくべきではないのかなと思うのですね。 

それで、この性被害というのが目立つのは、先ほどから触れておりますように、人生経験

の浅い子どもたちが多いと。いわゆる弱みにつけ込むということであります。家出したいと

かと載せてしまったら、それをやはり「家出したいのなら、来ないか」だとか何とかと。先

日も11月に、大阪の小学生が呼ばれて栃木まで行って、さらに行ったら、半年前に中学生が

誘惑されて一緒に生活していたと。そこは、鍵閉めさせられて、靴は脱がされて、スマホは

取り上げられたということでございますから、その後に、11月29日に発生したのは、これは

自宅に自由に住まわせると。それから、いわゆる宅建の勉強をさせておいて将来は不動産の

ほうで自分の会社を手伝ってもらうと。こんなことが本当に発生しているのかなと思ったら、

恐ろしい社会だなと。 

少なからずや、私は思うのですけれども、文明が発達することによって、非常にこういう

凶悪犯罪も増えてきているのではないかなという気がしてならないのですよね。先ほど申し

上げました、いわゆる被害を受けた子どもたちというのは、児童売春であるとか、あるいは

また児童ポルノだとか、いわゆる性犯罪。今年は特に殺人とか誘惑にも結びついていってい

るという、そういう発生も増えているわけであります。 

そこで、自分は自分なりに勉強させてもらったのですが、こういうＳＮＳの被害をどう防

ぐのかということで、子ども向けとして勉強させてもらったのですが、一つにはＳＮＳの上

でしか知らない人と電話番号やメッセージを交換しないと。それから二つ目には、事件に巻

き込まれる危険性を知るということである。家族同士で知り合うということである。それか

ら、名前や学校や顔写真は絶対載せないと。こういうことが子ども向けの被害を防ぐポイン
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トになっているということであります。 

それから一方、保護者向けの対策としてフィルタリング、これは、僕は洞爺湖町に優秀な

職員がおりまして、横文字の勉強を教えてくれるのですよ。その方に聞いたら、フィルタリ

ングとは、有害サイトのアクセスを制限するものだよと。だから、これから触れさせていた

だきますが、保護者向けとしてフィルタリング機能の設定をすると、有害サイトが入ってき

たらそれをシャットアウトして子どもに見せないような、そういう方法をとると。それから

２番目には、利用時間などのルールを立てないでつくると。それから三つ目でありますが、

ＳＮＳ上での出会いは、本当にリスクがあるのだよと、危ないのだよと、こういうことを

しっかりと家庭内でも話し合うことが必要ではないのかなと思うのですね。 

それで、昨年の２月に、18歳未満の子どもがスマホを自分名義で店頭購入する場合には、

店側は有害サイトへの接続を制限すると。フィルタリング機能を設定して販売するよう義務

づけられたのですよ。これもしっかりやってもらうと。ところが抜け道があるのですよ。昨

年の被害者のうちで道警が確認できた99人の９割がフィルタリング未設定だったと。 

教育関係者は、そういうことでございますから、親名義で契約すればフィルタリングの設

定ができると。したがって、18歳未満の子どもが１人でそういう店頭に出向いていってスマ

ホを買うということは絶対させないようにするべきだと。非常に抜け穴が多いのだというこ

との警鐘を鳴らしています。 

これは、何度も言いますが、舌足らずで誤解されれば悪いのですが、悪用する人が悪いの

であって、こういうシステムが悪いのではないのですよ。悪用する側が悪いのであって、そ

のことをしっかりしなければならないと。ＳＮＳの空間では、日常的に孤独感を感じている

子どもほど大人から心の隙間を突かれて暗示にかかりやすいと。中学生だなと思って会いに

行きましたら、後ほどちょっと触れさせてもらいますけれども、やっぱり大人であったとい

うこともあり得るわけでありますね。したがって、そういうスマホ利用の低年齢の方々につ

いては、早い時期から家庭であるとか教育現場で、危険であるという話し合いの環境をつく

ることが急務だという、そういうことであるわけであります。 

時間の関係もあるのですが、ここでちょっと触れさせてもらいたいのは、いわゆるネット

上の友人との交流に関する18歳から、18歳の意識として、「既に会っていて、今度も会いた

い」というのが16.4％だそうです。それから「仲良くなったので、会ってみたい」と、「連

絡取り合って仲良くなったので会ってみたい」と、これが13.8％であります。それから、

「もう少し仲良くなれば、会ってみたい」と、これは18.5％である。それと「会ってみたが、

もう会うつもりはない」というのが4.3％。それから「会うのは抵抗あるが、写真なら送っ

てもいい」と。先ほど写真など送らないほうがいいよと言いましたが、会うのは抵抗がある

けれども、写真なら送ってもよいというのが9.9％。最後になります。「会うつもりも、写

真を送るつもりもない」というのが35.8％だそうであります。その他1.3％あるようであり

ますけれども、こういう意識というもののデータを参考にしながら、だとするならば、学校

側でこういう交流サイトに対する教育というのはどのようにしたら良いのか。それから、ど
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ういう教育を行っているのか。 

それから、室蘭の小中高の中では、こういう交流サイトの危険性をみんなで共有する教育

というのは、30回以上やっている学校もあるわけでありますから、少なからずや、洞爺湖町

としては、どのような教育で、どの程度の回数なのか、それをちょっと伺っておきたいなと

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） 町内小中学校等におけるスマホ等の事件や事故に遭わないための

働きかけということでございますけれども、先ほど答弁したとおり、中学生においてはもう

75％以上の生徒が、そして高校はほぼ全ての生徒が所有していると状況で、現在においてス

マートフォンはもう子どもから大人まで幅広く所有する状態にあると。仕事はもとより、日

常生活においても、なくてはならない存在となっていると、改めて今認識をしているところ

でございます。 

  こういうような状況の中で、便利で有用な存在でありますけれども、全然知らない相手と

も簡単に連絡通信ができて、遊んでいるうちに、議員がおっしゃるとおり、悪意を持った相

手方にはめられて事件、事故につながっている例が後を絶たないということから、学校にお

いて、これら事件、事故に巻き込まれないよう、教育の中でも日頃からやっているところで

ございます。 

  本年度において、町内の小中高６校のうち、スマホ等を販売しているＮＴＴの事業者を招

くなど、携帯・スマートフォン教室で今言ったようなことを、遭わないための今言われたよ

うなことをしっかりと業者から講習を開いて教えるということは４校、本年度でずっとやっ

ていますので、やっていない２校については授業の中で、ＳＮＳが当然これだけ普及してご

ざいますので、事件、事故に遭わないための教育ということを日頃から各教科の中で実際に

執り行っているというのが現状でございます。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 私のほうからフィルタリングの関係について、ちょっと説明させて

いただきたいと思います。 

  本当に今、次長がおっしゃったとおり、子どもたちを取り巻く環境、これは本当に安心・

安全が脅かされる時代になったと危惧しているところでございます。 

本年３月に、内閣府が発表いたしました調査結果によりますと、児童生徒が使用する携帯

電話にフィルタリング、いわゆる「有害サイトアクセス制限等を利用している」と回答した

保護者の割合は36.8％に留まっており、被害防止に有効なフィルタリングの普及もいまだ十

分とは言えない状況であると言われております。 

こうした状況を踏まえまして、先般、北海道警察より教育現場と連携して、本年12月以降

に、各中学校で実施が予定されている保護者向け入学説明会の機会を利用した啓蒙活動を実

施したいとのご案内があったところでございます。 

教育委員会といたしましては、今情報を各学校へお知らせするとともに、これまでの取組
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と併せて積極的な取組について依頼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） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、教育次長と教育長のほうから、いろいろ現在の取組なども伺っ

たわけでありますが、そこで、町長も伺って質疑を聞いていたかと思うのですけれども、洞

爺湖町というのは、いろいろ交流人口もありますし、防犯力の地域社会をどうつくっていく

のかということにもっともっと力を入れるべきではないのかなという気がするのです。 

それというのも、洞爺湖町内ではいろいろなイベント等々も開催しておりますし、子ども

方も参加するそういうイベントも数多くあるわけでありまして、どうやったならば地域の子

どもたちの防犯対策、あるいはまた高齢者だとか一般住民の方々の防犯の対策をどう講じて

いくのかということをやはり我々自身も含めて努力をしなければならないことではないのか

なと思うのですね。 

聞くところによると、洞爺地区においては、見守り隊なども結成されて、子ども方の交通

安全等々も含めて、いろいろ努力をされて汗を流しているということを伺って、本当に素晴

らしいなと、そういう地域でなければならないなと思っております。 

そこで、本町地区においても防犯に対する取組として、特に巡回の部分についてはどうい

う取組をされているのか、あるいはまた、防犯協会の会員数というのは一体どの程度なのか、

その辺を伺いたいなと思うのですがいかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 永井教育参与。 

○教育参与（永井宗雄君） 防犯に対する取組につきましては、虻田、洞爺の両地区におきま

して、虻田地区合同補導委員会と洞爺地区見守り委員会が組織されておりまして、青少年の

健全育成と非行防止を図ることを目的としまして、学校、ＰＴＡ、警察、地域、行政等が連

携し、地域全体で神社祭典や夏祭りなどのイベント終了後に巡回活動を実施しているところ

でございます。 

  巡回に当たりましては、専用のチョッキの着用、あるいは赤色灯を携帯することが活動員

の目印となっておりまして、イベント後の巡回活動も定着しているところから、こうした取

組が地域の防犯、非行防止などに大きな効果を上げているものと思っております。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 防犯協会の関係でございますけれども、今、虻田支部が会員34名、

洞爺支部が40名で、洞爺湖町防犯協会は、この各支部の役員で構成されておりまして、今16

名で活動されている状況でございます。 

活動内容につきましては、防犯、パトロール、あとは啓発活動等を行っておりまして、各

支部におきましては、その地域の実情に合わせた活動を行っているような状況となっている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 
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○１番（越前谷邦夫君） 洞爺地区の見守り隊であるとか、あるいはまた本町地区においての

合同の補導委員会等が努力されているということでございますけれども、祭典なんかは、こ

の方が防犯協会の方であるのかなというのがあまり目に届かない。やはり防犯意識を高めた

り、防犯をどう抑止するかという抑止力というのは、見るのと聞くのが一番大事なのですね。 

それで、先ほど教育参与のほうで貸与されているチョッキを着てやっているということで

ございますけれども、私は少なからずや、２年ほど前にもこの質問をさせてもらったのです

が、やはり腕章購入をいくらかして、町長ね、そんなに大きな額にならないと思うのですよ。 

そして、今、歩こう会の方々でも、町を散策する方々も多くおります。そういった方にも

協力を呼びかけて、ただ歩いていると、あの人ちょっと変だよねというようなことを思われ

ない……、自分は特に。だから、腕章１枚でもつけて町を散策することによって、抑止力に

なるという気がしてならないのですよ。そういう洞爺湖町の地域社会を創造することこそが、

健全で明るい社会へと一歩一歩前進されていくのではないかなという気がするのですね。 

  今、ウォーキングなどをする方々も非常に多い、今日あたりも、冬道であっても、随分泉

公園線なども何人かの方が歩いたりしておりますし、今、外国人が悪いと言いませんよ。舌

足らずで誤解されると悪いのですが、泉公園線も非常に外国人の方々の、ここにいる経済部

参与はよくわかっていると思うのだけれども、随分多いのですよ。だから、そういった方が

悪というわけではないですよ。言葉の違いでいろいろと事故等も発生しないとも限らないな

という、自分はそういう懸念をしている者として、いわゆる防犯の腕章１枚もしていれば、

やはりある程度の抑止力になると。 

  それから、町を歩くことによって、その方々の健康維持にもなると、医療費の抑止力にな

ると。こういうことを考えれば、ぜひ町長、令和２年度から、そういうことでみんな町の中

で入るときには腕章をつけて歩きましょうというような、そして、各イベントにはそういう

方々にも参画をしてもらって、腕章つけてもらうと。 

大体この場で、自分ははっきり申し上げますが、イベントなんか、洞爺湖で花火大会やっ

て、この中で何人行っていますか。10人と行っていないのではないかなと思っていますよ。

どうも経済部参与は一生懸命走り回って、それこそ赤い何だか持ちながらはんてんを着なが

ら走り回ってやっている。ところが、防犯協会のぼの字のあれも見えない。 

少なからずや、あれだけの人が集まっているところには、やはり防犯の腕章をする、ある

いはまたチョッキで歩いている、以前には何回かチョッキを着て洞爺の方々も協力してくれ

ているところは見ましたけれども、その質問したときはあるのですよ。質問しないと、その

姿が見えないというところに残念さがあるわけでありますから、私はやはり防犯力の強い全

国一の洞爺湖町をつくるのだということで、ひとつこの辺から進んではどうかなという思い

を持つわけでありますけれども、どんなものでしょう。 

それからもう一つ、時間の関係上、先ほどＳＮＳのことで申し上げました。そういうこと

で、やはり家庭の保護者向けにも、あるいはまた子ども向けにも、広報に何回かにわたって

連載して、そういう危険性なども載せて、子どもたちを守る、そういう洞爺湖町であってほ
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しいと思うのですけれども、この腕章をつくることと、町長、広報に載せるということは、

何もそんなお金かかることでないから、うんというのではないかなと思うのですけれども、

どんなものでしょう。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 地域の防犯力の向上、それには、議員のほうから今、素晴らしい提案

をしていただきました。十分精査して対応してまいりたいというふうに考えております。 

  この勉強会、議会に合わせて勉強会をやったわけでございますけれども、そのときにも担

当課長のほうから、良い意見が出てまいりましたので、同じようなことかなというふうに考

えておりますので、十分職員の提案の関係も聞き取り入れながら前向きに検討してまいりた

いというふうに考えています。 

  それと、防犯の抑止力、この間、実は虻田交番の署長が代わりました。菊池さんと言いま

して、今年４月に来てくれた署長なのですが、わずか６カ月くらいで異動になってしまった。

伊達のほうに行かれて、本来的には栄転みたいな形になるのだとは思うのですけれども、代

わりの署長が来られて、そして署員の方といろいろな地域の方々との懇談をさせていただき

ました。そのときにも「地域の防犯力の向上、署員は若干少なくなるけれども、みんなでこ

の町を守ってほしい。我々も一緒に動きます。」というお話をさせていただいておりますの

で、そんな観点からも十分精査してまいりたいというふうに思っております。 

  また、広報の掲載でございますが、今、うちの広報担当のほうでは、詐欺に遭わないです

とか、いろいろな騙す人がいますので、それに惑わされないようにという注意喚起の広報も

出していただいております。いろいろな意味で、そういうところでそういう誌面を使ってで

も子どもたちにも、または保護者にもしっかりそういうことを認識していただければなとい

うふうに思っております。これはすぐにでも取りかかれる問題だと思いますので、何とか対

応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） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それでは、３番目に入らせていただきます。 

  今、前向きな町長の答弁を聞いて、これからの質問はいかがなものかなという想いを持っ

ているのですが、言いたいことは言わざるを得ないと。 

  平成29年３月16日に、先ほど11番議員も一生懸命対策を講ずるよう努力をするべきだとい

うことで質問していたわけでありますけれども、全開通になったのに、いまだに信号機がつ

かないと。これは一体どういうことよと。 

それで、町長、前向きな答弁をされて、下駄の歯を折るようでありますけれども、去年の

９月会議の中でこういう答弁をしているのですよ。前の住民課長も、それから町長も、いわ

ゆる伊達警察署から連絡を受けて、伊達警察署を通じてということだから、相手があること

ですよ。相手というのは公安委員会ですよ。公安委員会から連絡を受けて、要望していた道

道の信号機については湖畔側からの町道の信号機を移設すると。それが決定しましたからと。

そういう連絡をいただいたところでありますと。それで、これから最短でできるのにも、七、
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八カ月の時間を要するということでございますが、これは住民課長だ。町長も同じことを答

弁しているのだよ。七、八カ月でできるようだと。だけれども、七、八カ月も長いので、い

わゆる議会も一体となってもっと早くできるように要望活動をしたいと。それから、先ほど

出ていましたけれども、道議会議員にお願いするとか、これ１年前ですよ。 

そして、自分も真屋町長も言っているように、７カ月、８カ月余りは遠いのでという質問

しているものだから、自分は七、八カ月少なからずや、多く見ても10カ月ぐらい経ったら信

号機ができるのだろうなということで質問した経緯があって、そして答弁の議事録を精査し

ながら議会の広報にも載せた。ところが、１年３カ月経ってもいまだにできないと。 

この間も一般の住民から呼ばれました。「越前谷、嘘を言っているのではないか」と。

「あんた、こういうことで言っていたのでないか、こうやって広報にも載せているのでない

か」と。「いまだに１年何ぼ経ってもできないというのはどういうことなのだ」と。 

事務方の連絡来たので、事務方の手続をするので、もう少し待ってほしいという答弁なの

ですよ。事務方というのは１年３カ月経ってもまだ事務処理していないのですか。それなら、

職務の怠慢でしょう。うちの職員に言っているのではないですよ、相手方の。そうではない

ですか。事務方の手続に入りますと。こういう答弁なのですよ。 

それから町長ね、自分もあまり言いたくないのですけれども、あえて言いますけれども、

行政報告もしているのですよ、町長。行政報告というのは、執行権の決定事項を公文書で出

していることが行政報告ですよ。行政報告でも同じ報告しているのにもかかわらず、１年３

カ月経ってもいまだにできないというのは、一体どういうことなのですか。 

それというのも、町長ね、自分は真屋町政の発展を願えば言わざるを得ないのですが、少

なからずや、行政報告もしているわけですから、「おいおい、七、八カ月経ったけれども、

いまだにできないけれども、どうなっているのだ。もっと要望活動を積極的にやらなければ

ならないものだったら、この間10名で行ったけれども、今度100名で行こうではないか」と

いうぐらいの取組をとるというのがやはり理事者のとるべき行動ではないのかなと、自分は

残念ながら思うのですよ。 

本当に、この信号機の件だけは、どうしても言わざるを得なかった、今回。１年３カ月だ

よ。明日にでもできるような答弁ですよ。質問逃れの答弁だったのかなと。だけれども、行

政報告もしているわけですから。先ほど言ったように、執行権の決められたことを公文書で

すよ。しっかり残しているのですよ。 

これは町長ね、先ほど音のことも出た。前に私も音のことを質問している。スピードダウ

ンするようにしてくれと。そのことも含めて町長は積極的に運動展開したいということを

言っているのですよ。ところが、前の誰とはあまり言いたくないのですが、いわゆる質問す

ると言ったら、「キロ数のスピードの何十キロ制限であったということは言わないでくれ」

と言ったから、自分も優しかっただけに言わないでいたのですよ。ところが、開通する前は

30キロであったところが、車がどんどんどんどん走ることがわかっていて40キロにしている

のですよ。こんなことというのは考えられないですよ。 
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それから、もう少し、特にすごく言いたいのは、町長ね、この道道の全線開通事業という

のは、１年で企画してできたものではないですよ。７年も８年前からもこの事業計画をもっ

て進んできて、平成29年にやっとできた。だとすれば、７年から８年ぐらい前から上のほう

には信号機が必要なのだということはわかっていたはずなのだよ。それがなぜできなかった

のかなということなのだよ。 

これね、自分もうそ呼ばわりされたら、本当に言わざるを得ない。答弁はしている、行政

報告はされている、にもかかわらず、いまだに１年３カ月もできない。ここに書いているの

ですよ。次は事務手続を行い、公安委員会で決定を受けての着手となるため、確かに現段階

で時期を特定するのは難しいということは言っているけれども、決定されたのに、これから

事務手続とるのに１年３カ月経つのですか。自分を要望に連れていってくれませんか。俺、

担当者に言いたいよ。事務手続きするのに１年３カ月もかかるのかということを。 

というのは、町長ね、先ほども雑談の中で議員の方々も心配して述べたようですけれども、

先日も事故あったようですよ。大型事故と軽と。自分も去年の段階でもう身障者の方々が

走っている車にぶつけられて入院したこともあるのですよ。それから、双方ぶつかって、右

から来た車に側面をぶつけられて、その車は２台ともだめになった事故もあるのですよ。こ

れは、住民の命を守る、これはやっぱり行政の総論であるわけでありますから、命とか財産

を守るというのは。 

そしてまた、なおかつ外国人観光客も来る、そういう交流人口の多く膨れ上がる町だけに、

しっかりと快適な環境の中で迎えて帰っていただく。そうすることによって、洞爺湖町とい

うのはいろいろ観光客にも目線を向けたまちづくりしている町だといったら、もっともっと

観光客が打ち寄せてきますよ。 

そういうことを考えれば、町長ね、去年と同じ、先ほど11番議員の答弁を聞いたら、同じ

こと言っているのだよ。俺、寂しかったよ、さっきは。同じことを言っているのではないか

と。どうなっているのよと。言葉悪くなってきましたけれども、気をつけて敬語使いますけ

れども。ぜひ町長ね、本当にこれは重要課題だと思っていただけませんか。重要課題だと。

８年も前の先の事業が平成29年にできているのだよ。８年にでき上がった時点で信号機はで

きると同時に作動するということでなかったらだめでしょう。そう思うのですよ。自分が

言っているのは無理がありますかね。それがいまだにできないなんて。 

それと、忘れてならないのは、珍小島でも、残念なことに小学生が亡くなった。あのとき

も私どもは信号機をつけてあげなければならない、歩道もつくってやらなければならない、

いまだに何らそういう動きさえない。本当にこういう行政というのは一体どうなのだろうな

と思うのですけれども、ぜひ現真屋町政の発展を願いつつ、大変失礼なことも申し上げたか

もわかりませんけれども、本当に死活問題ですよ、これも。 

ぜひ、遠藤副町長も新しく副町長になったのだからもっともっと、この間まで教育長やっ

ていた方だ。というのは、実はこの間、温泉小学校に訪問したときに、「防災ということで

何かございませんかね」と言ったら、校長先生は「温泉小学校の子どもたちが通ってくるの
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に、交通事故に遭わなければ良いなということで、本当にそういう思いで待っているのだと。

なぜいまだに信号機ができないのでしょうね」と言われたときに、背中から水かけられたと

同じですよ、俺たちは。行政に参画している者として、やはり子ども方も住民の方々も安

心・安全に歩道を歩く、散策できるような、一日も早くそういう環境を整えなければならな

い。 

それから町長ね、下のほうの移設だからお金かからないということであったけれども、自

分調べたら、信号機は１セット100万円ぐらいあればできるというのだよ。だとすれば、公

安なくしてできないのかよと。できない部分もあるのかもわかりませんけれども、そんな想

いを持つのです。だから、町長、一日も早く、この信号機は１カ所だけではだめですよ。

だって、手押しなのだから。手押ししなければ赤にならないのですよ。スピードの抑止力に

ならないのですよ。そもそも間違っている。30キロのものが開通したら40キロに制定させる

のにオーケーするという、これは行政側の反省材料ですよ。自分に言わせると。 

そういうことも含めて、町長、どうですか。もう一回決意の一端、前向きな。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 信号機がまだ設置されていない、遅い、このお叱りに関しましては、

本当に大変申し訳なく思っているところでございます。ただ、私も本当に先が見えてまいり

ましたので、これは毎回言わせていただいていることでございますけれども、信号機がつく

まで粘り強く努力をしてまいる。先ほどの答弁にもありましたとおり、年明け早々には、今、

日程調整を公安委員会のほうとしていただいておりますので、何とか今度こそという想いを

持ちながら公安委員会のほうに出向いてまいりたいというふうに思っております。そのとき

には、議員各位のご協力もひとつよろしくお願いしたいと思います。 

ただ、中央通り、眺湖通りにつきましては、確か中央通りについては、平成16年から始

まっていた事業というふうに理解しております。あれが完成したのが平成29年ということに

なると、かなりの日数がありました。そのときに折々に信号機をこういう箇所につけてほし

い、そういうことで公安委員会のほうに何回もお願いに行っております。 

ただ、公安委員会と北海道の協議の中では、信号機は上のほうについてはなかなか難しい

という答えで、前の議会にも、確か図面等々も提示させていただいたかなと思いますが、と

りあえずは下の手押し信号機を上のほうに１カ所移設する。そしてあの道路ができた暁に、

ちょうど珍小島公園のこちらの壮瞥寄りのほうの散策路のところに信号機を設置すると。あ

そこの散策路のところには親水公園、それから珍小島公園のこちらの出先のところ、本通り

線の交差するところ、あそこについては、信号機は道路が完成したときにつきましたけれど

も、その後は順序として、今、下のほうの手押し信号機１基を上の方にということで、今年

の６月くらいに温泉の信金の近辺に１カ所という話に進んでいる状況がございます。 

その後のことにつきましても、町としてこれからも要望を続けてまいりますけれども、と

りあえずは、そこのところに信号機をつけてほしいという要望で今動いておりますので、そ

このところはひとつご理解のほどよろしくお願いしたいというふうに思います。 
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とにもかくにも、早くに信号機がつけられるよう、私どもも必死で努力をしてまいります

のでよろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 先ほど11番議員も述べておりましたが、自分も、昨年10月に質問し

ているのですが、どうやったならば音が出なくなるだろうなと。音というのは、先ほど言っ

たように、がたんという、特にトレーラーの車あたりが来るとものすごい音を出すのですよ。

まさに申し上げているように、寝ているとドンと、何かあったのかと飛び起きるぐらいの音

なのです。例えば皆さん行政マンの方々は、我が家の前にそういうところあったらどうなっ

ています。ただ黙っていますかね。我が家の前で音がドンドンドンドン出たら。それでも

黙って腕を後ろに見ていますかね。私はそれを、大変失礼かと思うのですが、言いたいので

すよ。あそこへ夜でも行ってみてください。30分でも。どういう音が出るか。出すか。 

それは、信号機も、町長ね、手押しなのですよね。自動で青、黄色、赤ということばかり

ではないのですよ。やはり、いかにスピードダウンすることによって音も緩和できるのです

よ。だから、今40キロ区間であるならば、あの町は少なくとも20キロ区間あたりにするとか、

その対策はもっともっと、それこそ必要性が高まると思いますよ。今のなりでは、40キロ区

間だけれども、おそらく40キロ区間で走っている車はそういないのではないかなと思うぐら

い。特に大型車は先を急いでいるせいかね。乗用車よりも大型車の音がマンホールに落ちる

ことによって、そういうひどい音が出るのですよ。 

だから、先ほど上下水道課長等々、あるいはまた経済部長が述べているような問題点等も

課題もあるのでしょうけれども、少なからずや、住民が安心して休むことのできるような、

それから、観光客にだって失礼ではないですか。あそこにホテルがあるわけですから。「お

いおい、洞爺湖温泉というのは、ひどい音出すところだな」と、帰ったら言いませんかね。

そのぐらいひどい音を出しますよ。30分行ってみてください。今日、夜中でも。すごい音を

出しますから。そういったこともつけ加えて、ぜひ町長の述べておりますように、要望活動

を積極的にやっていただきたいなと思います。 

それでは、最後になりました。４点目に入らせていただきます。 

高齢化が進み、さらには運転免許証返納者が増えてきていると。増えてきていることに

よって、それから高齢化が進むことによって、地域の公共交通のあり方というものに対して

もう少し考えてみていただきたいという声も随分寄せられております。 

そういったことを捉まえながら質問させていただきますが、まず最初に、洞爺湖町の運転

免許証の現在までの返納者というのは、どのぐらいであるという捉え方をしておりますか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 高齢者とか運転免許証返納状況の関係でございますけれども、平

成30年度までにつきましては、伊達警察署で個別市町単位での数値を把握していないとのこ

とでございまして、令和元年度のみの数字となっておりますが、洞爺湖町につきましては29

名、これは９月末現在の状況でございます。 
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伊達署管内でいきますと、平成25年が20名、平成26年度が56名、平成27年度が54名、平成

28年度が80名、平成29年度が118名、平成30年度が137名、令和元年９月末現在129名と増加

傾向にある状況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） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 返納者も増えてきていますね。それと、やはり高齢者が増えてくる

と、今までコミュニティバスを利用された方々でも、なかなかバス停まで行くのにつらく

なってきたと。バス停まで行くのが大変なのだという、そういう声さえあるのですよ。 

それで、どうしたら良いのかなと思ったならば、花和から本町まで来るデマンド、タク

シーと言いましょうか、デマンド交通ね、あれが最初できたころは花和の住民の方々も非常

に多く利用されていたようでありますけれども、今、高齢化が進んで、亡くなったとか、あ

るいはまた転出されたということで、利用者も減少しているようでありますけれども、僕は、

町長ね、今のコミュニティバスも然りですけれども、こういうデマンド交通の利用者という

のは、これから増えてくるのではないかなと思っているのですよ。 

  実は、青葉２区でもコミュニティバスのバス停があるわけでありますけれども、あそこま

で来るのが大変なので、デマンド交通にしてくれないかと。デマンド交通というのは、大変

失礼なことを言いますけれども、片道300円と往復で600円だと。今のコミュニティバスを使

えば往復になると200円になると。途中で下車するとまた300円、400円となると。だとする

ならば、デマンド交通で迎えに来て、送ってくれる。いわばコンテナ方式のほうが、むしろ

高齢者は良いよと。私たちは良いよと。良いよというのは、要らないよということではなく

て、そのほうが良いのだよと。そういう声も、町長、実は高まっているのですよ。 

  したがって、私は、何をここで申し上げたいのかというと、今ここで即結論を出してくれ

ということを言わないけれども、全体的な地域公共交通の見直しをする時期に来ているので

はないかなという、そんな気がしてならないのですね。 

それというのも、あまりこの辺は触れてもらいたくない人もいるかもわからないけれども、

噴火されて風呂がない、お風呂に入りたいけれども入れない、家には風呂がないという方々

もいて、松の湯というのがオープンしました。松の湯も一定の成果を収めて一応閉鎖したの

ですね。その閉鎖したときに、当時利用されている方々を洞爺湖温泉の各ホテルに入浴して

もらいましょうという事業を起こしたのですね。それは事前に僕自身も反省しているのです

が、いわゆる時限立法あたりでやれば良かったのかなという想いを持っているのですけれど

も、いまだに松の湯を利用されていた方々も温泉に行ってお風呂に入っていると。これは、

私は１人でもいたらなくするべきではないなという気がしてならないのです。 

だけれども、松の湯に入っていた方々が登録されているわけですから、その方々というの

は、いわゆる入浴されるホテルの旅館の玄関先まで行ってくれるのですよ。ところが、一般

の高齢者の方々がバスで温泉に入りに行くとすると、バスターミナルで降りて、例えば某ホ

テルまで歩かなければならない。雨降ってでも風吹いてでも。一方、先ほど申し上げたよう
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に松の湯の該当されている方々というのは、戸口から戸口までですよ。これの不公平さが今

出ているのですけれども、私は１人でもそういう松の湯を利用されている方々でお風呂もな

いのだという方々もいるようでありますから、この事業を打ち切れということにはなりませ

んけれども、そういう不公平さを解消するような公共交通の見直しというのは、僕はやるべ

きではないのかなという気がしてならないのであります。 

今、このデマンド交通ということで言いましたけれども、非常に昨今はデマンド交通をや

る自治体が増えてきていますね。胆振においても、白老町も安平町もデマンド交通というも

のをやって、いわゆる戸口から戸口まで来ていただける、送っていただけるという、そうい

う公共交通の見直しをしながらやっている自治体も増えてきているようで、私は洞爺湖町に

おきましても、自主返納者も令和でも29名いる。これからどんどんどんどん増えてくるだろ

うと気がします。 

その方々がどうしたならば、今まで運転してどこどこの病院に行っていたところ、買い物

に行っていたところに行けれるのよと言ったら、コミュニティバスを頼るとか、あるいはま

たできることならばデマンド交通というものを事業として起こしていただいて、それに対応

させてもらうと。そういうことこそがこれからの高齢化社会にとっては大事なことではない

のかな。高齢化が進めば進ほど、このコミュニティバスのあり方、あるいはまたデマンド交

通のあり方というのは、議論の大きな対象になろうかと思います。 

したがって、洞爺湖町におきましても、デマンド交通の普及、あるいはまたデマンド交通

の該当範囲を広げるということをぜひ考えていただければなと。高齢者の方々が外出したい

けれども、先ほど申し上げましたように、バス停まで行くのになかなかきついのだと、そう

いう人が随分聞こえてきています、最近は。だから、そういった声にどう応えるかというこ

との地域公共交通の見直しを抜本的に、町長、考えてみてはどうかなという気がするのです

ね。 

そういうデマンド交通を走らせるにしても、コミュニティバスを走らせるにしても、それ

ぞれの財源が必要でしょうし、限られた財源でありますし、地方交付税も減額になってきて

いる、あるいはまた景気そのものも、昨日あたりも聞いたのですが、前浜のホタテもやはり

稚貝であるとか、来年出荷できるような貝が約８割方なくなっているということも漁師から

訴えられると。そういう極めて厳しい収入状況、税収状況になってくるのはわかりますけれ

ども、わかりますので、地域公共交通をもう一度弱い方々の足となるような公共交通の見直

しを考えていただきたいと思うのですけれども、町長いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 今のお話からいきますと、一つはデマンド交通をもっとしっかりと

増やしながら、もっともっと利便性の高いものにしてはどうかというお話かと思います。 

  これにつきましては、今さまざまな制約がある中で、町内いくつかの区域に分けまして、

いくつかの系統で運行させていただいております。これに関しては一定の成果が出ているか

なというふうに思ってございます。しかしながら、利用者にとりましてはまだまだ利便性の
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向上というのは進めていかなければならないというふうに考えているところでございます。 

  その中で、今、花和地区でデマンド交通のほうを実施してございます。ここはちょっと地

域性もあり、また利用される方もそれほど多くなかったという調査の中からこういう形をと

らせていただいておりますけれども、これを全町に広めていくということになれば、またい

ろいろな課題も出てくるのだろうなというふうに認識しているところでございます。 

  今後、地域公共交通のあり方の中でしっかりこれらは議論していければ良いかなというふ

うに思っているところでございます。 

  それともう１件、先ほど松の湯の関係でお話があったかなと思ってございます。これにつ

きましては、当時の状況からいきますと、松の湯が閉鎖されることから、自宅にお風呂がな

い方であったりとか、乗用車をお持ちでない方などの利用により、ほかの方法で入浴できな

いという方のために洞爺湖温泉まで無料のバスを運行させていただいております。当時は、

大体30名程度の登録者がございましたが、今は約３分の１というふうな状況になっていると

ころでございます。 

私どもとしましては、やはり初期の目的はほぼ達成されたのではないかなという考えも

持ってございます。しかも、主な利用者であります清水の公営住宅につきましては、今、政

策的に転居のほうを進めさせていただいております。来年度にはほぼ転居されるということ

になってもございますので、これらも踏まえながら、このあり方を見直していきたいなと、

今考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 町長、一言ないですかね。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 公共交通については、本当に難しいなというふうに考えております。

私も、どの道が良いのかというのは、自分自身でもまだちょっと整理できていないところが

あるのですが、とにもかくにも、期待している住民の方がいらっしゃるということであれば、

手に届くところまでというふうなことが本当は基本になるのでしょうけれども、それを全部

町村で回ったときに莫大な費用がかかるということになりましたら、またこれはちょっと問

題が出てきますので、そこら辺をしっかり見極めながら進めてもらいたいなというふうに

思っておりますし、また、そうなってほしいなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 終わります。 

○議長（大西 智君） これで、１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（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。 
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（午後 ３時４９分） 
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