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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、10番、石川議員、11番、板垣議員

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、越前谷議員の３名を予定しております。 

初めに、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。 

緊急事態宣言発令中でございます。コロナ関連でございますが、ワクチン集団接種に関し

まして、担当課のみならず、各課応援の下、大変ご苦労様でした。ワクチン接種をしても安

心はできない状況でございます。コロナが長期化になったことによって、再度、様々な影響

が出てきております。支援の必要な方に必要な支援がしっかりと届くよう、よろしくお願い

を申し上げます。 

それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。 

１件目でございます。７月に、入江・高砂貝塚を含む北海道・北東北縄文遺跡群が世界遺

産に登録されました。コロナ禍の中、明るい話題が入り、本当によかったなと思いました。

今までの苦労が実ったということで、担当課も感慨ひとしおだと思います。この世界遺産を

将来の世代に引き継いでいくために、洞爺湖町の宝物であるこの世界文化遺産について質問

をいたします。 

一つ目は、地域活性化の取組でございます。二つ目に、遺跡への教育啓発、縄文文化語

り部を担う人材育成の取組、三つ目は、遺跡の保存管理の取組、この三つの取組の視点か

らお伺いをしてまいります。 

なお、既に２名の議員が入江・高砂貝塚の一般質問をされておりますので、できるだけ重

複しないように進めてまいります。よろしくお願いいたします。 

では、一つ目です。地域活性化の視点から、今回の世界遺産登録は、アフターコロナ、ウ

ィズコロナにおいても大きな追い風になると考えています。縄文遺跡ツアー、土器づくり、
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勾玉づくりなどの体験ツアー、隣接する遺跡群との連携による修学旅行、研修旅行などの誘

致、観光事業者との連携など、この入江・高砂貝塚をどのような考えで地域活性化に向けて

生かしていこうと考えているのか。また、ジオパークと連携した地域活性化の活用の基本的

な考え方、この２点についてお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） まず、観光におきましては、道内外や海外に向けて、入

江・高砂貝塚の魅力を発信するために、スマートフォンで見ることができる解説や動画の発

信、地元観光事業者などに理解を深めていただく働きかけをしたいと考えてございます。 

  また、ジオパーク等の連携におきましては、11月にジオパーク講座を開催予定しており、

世界遺産や遺跡から読み解ける気候変動などについて学習する予定となっております。 

  世界遺産の理解を深めるための取組について、今後も関係機関、あるいは関係事業者等と

連携を深めてまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 地域活性化への基本的な考え方、またジオパークとの連携について

も承知をいたしました。 

  世界文化遺産と世界地質遺産が一つの町に並立するということは大変珍しく、貴重であり、

さらには、国立公園というすばらしい環境があります。二つの世界遺産のある町、洞爺湖町、

世界遺産を観光客と地域住民の交流や伝統の継承に活用する視点もぜひ加えていただきたい

と思います。 

    ただいま、道内外や海外に向けたスマートフォンを利用した解説や動画を発信するとの答

弁がありました。ぜひスマートフォンのアプリによる情報発信、二つの世界遺産に関する情

報発信の手法を積極的に取り入れていただきたいと思います。 

さらには、北海道の独自性として、縄文時代のそれ以降の文化を経てアイヌ文化へと続く

独自の歴史があります。体験ツアーの開催などで貝塚館、そしてウトゥラノと連携した活用

も大いに期待されるところです。ぜひ、ご検討願いたいと思います。 

  次に、遺跡への教育啓発、縄文文化の語り部を担う人材育成の取り組みの視点から質問い

たします。 

  調べてみますと、ほかの地域における世界文化遺産での関わりでは、自治体が行う教育事

業や継承者の育成、さらにはボランティア育成に積極的に関わっている事例が見られます。 

  町が主催となった遺跡の現地説明会、縄文関係団体との連携、縄文ボランティアの育成、

町内の小・中・高の児童生徒への遺跡の理解を深める計画など、この４点についてお伺いい

たします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 普及啓発事業についてでございます。 

  まず、遺跡の現地説明会につきましては、これまでも行ってまいりました世界遺産学習会
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を開催する予定ですが、コロナウイルスの影響を見ながら、10月から11月に開催する予定と

しております。 

  縄文関係団体との連携につきましては、４道県全体、あるいは北海道における世界遺産保

存活用推進協議会などがあり、縄文遺跡群の保存活用、地域振興や観光振興などに向けた連

絡調整、また、統一的な情報発信に関する協議をすることとしております。 

  町内におきましては、アプタ・フレナイの会を中心として、今後さらに密に連携を取りな

がら、遺跡の理解や情報の発信等を進めていきたいと考えてございます。 

  次に、縄文ボランティアの育成についてでございますが、まず、活動の内容といたしまし

ては、遺跡の解説、縄文時代の道具づくりなどの体験学習、さらに、高砂貝塚では水辺の動

植物の育成や植樹など、多岐にわたる活動を考えてございます。これらの活動につきまして

は、順次進めていくこととしております。 

  最後に、町内の小・中・高校の児童生徒への遺跡の理解を深める方針についてでございま

す。世界遺産としての入江高砂貝塚を保護活用していくためには、次世代を担う子どもたち

への学習は必要不可欠と考えており、土器づくりなどの体験学習や遺跡での説明など、これ

まで行ってきた取組を継続して進めるとともに、縄文遺跡についての学習に取り組んでまい

ります。 

  そのほか、今年度におきましては、教職員の研修などの依頼も受け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） 縄文関係団体との連携は、大変重要だと考えます。縄文遺跡群の構

成資産から伊達市、函館市、千歳市との関わり、さらには、ただいまの答弁でありました世

界遺産保存活用推進協議会などを積極的に活用していただきたいと思います。 

  北海道には、国内屈指の数の遺跡があります。しかし、情報が必ずしも道民や北海道を訪

れる人たちに十分に届いているとは言えません。地域で開催する縄文関係の町民向け講座や

イベントなども、個別の自治体単位による情報発信が主体となっており、ぜひ北海道の縄文

の周遊を促進していくためにも、統一的な情報発信をお願いしたいと思います。 

価値の継承としての学校の児童生徒への遺跡の理解を深める啓蒙活動は、大変大事なこと

です。さらには、地域の学校はもとより、道内、道外から教育旅行で訪れる多くの子どもた

ちの姿が見られるようになれば、地域住民が中心となったガイドによる解説を興味深く聞き、

ボランティアガイドも生き生きとしてくるのではないでしょうか。ぜひ貴重な地元の縄文研

究団体であるアプタ・フレナイの会との連携を密にして進めていただきたいと思います。 

  最後に、文化遺産の保存管理の取組の視点からお伺いいたします。 

  今、日本の世界遺産第１号法隆寺地域の仏像建造物から第２号姫路城など、今回の北海

道・北東北縄文遺跡群を含め、25の世界遺産が登録されています。各地では、この遺産の保

存管理に係る人材を確保するために、清掃活動等を住民、観光客、ＮＰＯなどの協力により、
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自治体がボランテイアを効果的に活用している事例が多々あります。 

また、ふるさと納税、クラウドファンディングなどの寄付金による基金を設立し、構成資

産の保全管理事業に対し助成を行うなど、保存管理に係る事業の財源確保に寄付金や観光客

からの協力金を活用している事例もあります。 

北海道・北東北の縄文遺跡群は、登録になったばかりですが、構成自治体による縄文関係

団体への支援策といったものはあるのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 北海道内における縄文関係団体への支援策につきましては、

主にガイドボランティアへの活動として、ガイド業務の委託、活動費としての補助金、財団

への管理委託など、自治体が経費を負担している状況となってございます。 

  なお、ガイドの活動につきましては、各自治体の単費であると伺ってございます。 

  また、埋蔵文化財の普及・啓発に係る体験学習や講演会など、国の補助金を活用している

自治体もございます。 

  当町では、これまで、学校教育の一環として縄文に関する出前授業の実施、住民参加型の

イベントや学習会をはじめとした地域住民向けの普及活動を行ってきたところではあります

が、遺跡の価値を次世代へと確実に引き継いでいくためには、幅広い世代への理解をしてい

ただくことが重要だと考えておりますことから、アプタ・フレナイの会と連携を密にしなが

ら、地域に密着した普及活動をさらに進めてまいりたいと考えております。そのためにも、

各自治体の活動を参考にしながら、当町における団体の支援に向けた取組を進めてまいりた

いと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 道内の縄文文化を支える地域の活動団体、地元の教育委員会と連携

して遺産の保護・保全の補助活動、ガイド活動、町民向けのイベントなどを手弁当で支えて

いる重要な存在であります。洞爺湖町の場合も、洞爺縄文まつりでは、土偶づくり、勾玉づ

くり、縄文の造形を題材にした作品を町民と一緒に作り、また文化材を守る視点からだけで

はなくて、縄文文化を個人の視点から楽しむ動きなど、そういったものもこの活動団体は支

えています。しかし、近年、地域コミュニティの高齢化や人口減少などの影響により、活動

を継承していく担い手不足など、活力の低下が懸念されています。 

  答弁にありましたように、地域の縄文関係団体への支援策については、各地で様々な対応

がされているようです。洞爺湖町については、これから団体の支援に向けた取組を進めてい

くということでございますが、こうした貴重な団体が活動を長く続けていってもらうために

は、活動に対する補助金などの支援は必要だと思います。 

  北海道の縄文は、世界文化遺産登録後、これまで以上に関心が高まります。入江・高砂貝

塚の価値が改めて認識、共有されていきます。コロナが終息すれば、想像以上に国内外から

来訪する人々でにぎわいます。今からしっかりと、今以上に受け入れる準備を進めて、体制
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をしっかり整えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  担当のほうもしっかり頑張っていることはよく分かっておりますが、皆さんも心配してお

りますので、体制、準備、できることがあれば議員のほうもきっと協力すると思いますので

よろしくお願いいたします。 

１点目の質問は、これで終わります。 

  次に、２点目でございます。 

２年前の令和元年９月会議におきまして、初めての一般質問を行い、合同墓の設置につい

ての質問をしております。今回は、その後の検討状況についてお伺いをしたいと思います。

いわゆる墓地行政でございます。 

少子化や核家族化により、お墓の維持管理が困難な状況が増えており、将来に対する不安

から、町民の選択肢の一つとして、自治体による永代に供養できる合同墓の建立が望まれて

います。合同墓は、町民の関心も高く、質問の後もどこまで進んでいるのかと、進み具合に

よっては整理することや準備することが変わってくるとか、中には、合同墓ができるのであ

れば生前に予約をしておきたいと考えている方もいらっしゃるようでございます。 

まず、現在の墓地の管理状況を伺います。近年の墓地の公募の状況、募集した区画数は大

体何件で、何件ぐらいの応募があるのでしょうか。墓じまいなどの返還状況、空き区画の区

画数はどれだけあるのですか。問い合わせの内容などお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 近年のお墓の公募の状況と新規の申請件数でございます。過去２

年間の状況でご説明しますと、令和元年度は、募集59区画のうち１件の申し込み、令和２年

度は、募集区画68区画のうち２件の申し込みとなってございます。 

また、墓地の墓じまいの状況でございます。墓地の公募の状況と同様、近年のお墓の返還

ケースについてご説明します。令和元年度は15件、令和２年度は10件となってございます。 

  次に、空き区画の区画数でございます。令和３年度の６月募集時点の空き区画の区画数で

ございます。総区画で74区画、三豊墓地では44区画、温泉霊園では16区画、観湖台霊園では

14区画となってございます。 

問い合わせの内容でございます。問い合わせにつきましては、お墓の移転など、年に数件

ある程度となってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） かなり応募の件数は少ないですね。ところどころ空いている状況に

なってきているということだと思います。墓じまいをして返還される方もいれば、継承者不

在のまま、そのままの状態になっている方、合同墓を待っている方、そういう方もいらっ

しゃると思います。 

  次に、霊園管理手数料についてお伺いします。 

手数料の未納、未収金の件数、継承者不明で請求書の送付ができないものの件数、継承者
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についての追跡調査といったものは行っておりますか。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 霊園管理手数料の未納の件数でございます。 

令和２年度の決算で申し上げますと、現年度で28件、平成23年度から令和元年度までの滞

納繰越分が30件、滞納者でいいますと13人となってございます。うち住所不定で返戻となっ

た件数でございます。16件ございます。また、納付書が返戻となった場合でございます。移

転先住所や相続人などの追跡調査を随時行っ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） 旧墓地、なかなか難しいとしても、追跡調査を行っているのであれ

ば、連絡は取れるわけでございますので、引き続き、請求をしっかり行っていただきたいと

思います。 

  次に、ただいまの三豊霊園、旧墓地についてお伺いいたします。 

お墓自体が、相当古い状況であります。倒れそうなお墓など、どなたのものだか分からな

い状態のものも中にはあるということを聞いております。今後、旧墓地はどのように整理さ

れていくお考えでしょうか。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 三豊霊園でございますが、区画整理がなされた新墓地では、区画

番号を付して募集しておりますが、一方、区画整理のされていない旧墓地でございますが、

墓地開設が古いため、経緯がわかる資料がなく、また、しっかりした墓地台帳や図面がござ

いません。継承者不在、連絡先不明のお墓でございますが、使用権消滅などの不利益処分を

行うことも考えられるところでございますが、民法の規定にのっとった手続などが必要とな

り、手間と時間を要する作業が必要となります。したがいまして、まずは、霊園管理手数料

の納付書発送後、返戻となった納付義務者の追跡調査を行い、新たな納付義務者を特定する

ことが優先と考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 旧墓地は、資料もない、台帳もない、整理するのは本当に大変だと

思います。しかし倒れても困りますので、管理を十分に行っていただきたいと思います。 

  次に、管内の状況でございます。 

胆振東部は、災害復旧の関係がありますが、既に設置済みなのは、それだけではなく、や

はり時代の背景や町民の要望が強いと思われます。未設置、未計画、町では洞爺湖町と豊浦

町だけと聞いております。間違いございませんでしょうか。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 胆振管内の状況でございます。 

  伊達市を除く３市が既に整備しておりまして、町では、当町と豊浦町が未設置の状況でご

ざいます。 
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なお、安平町は現在建設中と聞いてございます。また、伊達市につきましては、継続協議

中となっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） では、次に、私が一般質問してからこの２年間の間で、前回の一般

質問以降、合同墓について何か検討されたことはございますか。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 合同墓の検討状況でございます。 

  昨年、町として独自に合同墓設置もしくは検討している自治体対象としては、町に対して

15自治体を対象に合同墓等の整備状況に関する調査を行ったところでございます。それによ

りますと、予定収蔵数で1,000体と回答している自治体が多く、また1,000体と回答した自治

体で要した事業費は620万円から850万円程度となってございました。また、合同墓に収蔵す

る遺骨の割合は、直接合同墓に収蔵する方より、墓じまいをして合同墓に移すとされる方が

多数を占めており、お墓を継承し、管理していくことが難しくなってきていることが理由の

一つとして考えられる結果と町では分析しているところでございます。 

  当町でも、数年来、新規の建立より返還が多いため、空き区画の増加が懸念されていると

ころでございます。こうした結果を踏まえまして、町民向けのアンケート調査等を早期に実

施し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） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） では、今の調査についてお伺いいたします。 

  事業規模を図る検討材料はある程度そろっているということだと考えますが、収蔵数

1,000体以上の自治体の調査結果を今答弁していただきましたけれども、ちなみに、壮瞥町

と白老町の収蔵数と事業費を教えていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 壮瞥町と白老町でございます。 

  壮瞥町につきましては、昨年整備したところと聞いてございますが、予定収蔵数は100体、

事業規模でいきますと365万円程度、白老町につきましては450体、430万円程度と聞いてご

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） 事業費がかかることでございますけれども、ふるさと納税なども活

用してできたらなと思ったりもいたします。ぜひ検討していただきたいと思います。 

  合同墓は、少子高齢化や核家族化によって、やむを得ない事情でお墓を継承できない方や

経済的な理由からお墓の購入が困難な方のために、宗教、宗派や血縁等にこだわらず、複数

の方のお骨を一つのお墓に納める合葬式のお墓です。家族や子孫の有無、お金の有無にかか

わらず、どんな人も等しく遺骨の収蔵場所を確保できる。これからの墓地政策に必要なのは、

こうした福祉の視点ではないでしょうか。 
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町民の皆さんは合同墓についてどう考えるのか。また、要望はどの程度あるのか。現在、

お墓を所有している方のみならず、広く町民の意見を収集して、積極的に状況把握に努めら

れ、合同墓の建立に向けた計画を進め、町民の心配事を少しでも解決していただきたいと思

います。 

今回、町民向けのアンケート調査を早期に実施すると、先ほどの答弁でありました。年度

中にぜひアンケートの結果を出していただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

最後に、町長のお考えお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま、担当のほうから答弁がありましたけれども、各自治体の中

で、今、合同墓を建設している自治体がやはり社会情勢の中で増えてきているというのが垣

間見られているところでございます。 

なお、私どもの町につきましても、今から約20年前にはお墓が足りなくて、お墓を増設し

なければならないという時代がありました。ところが、近年のいわゆる社会情勢の中で、墓

じまいをする方が非常に増えてきているという事例もございました。私も担当のほうから三

豊霊園、そして温泉霊園、さらには観湖台霊園等々の状況見せていただきましたが、今かな

りの空き地域があるということでございまして、これは、それこそ家族の関係、あるいは町

から出ていかれた方の関係、いろいろの関係があるのかなと。 

そんな中で、一方、お寺さんのお話をそれぞれお聞きしますと、今、永代供養をなされる

方が非常に増えてきていると。墓じまいした後に、お寺の永代供養ということで新たに申し

込まれている方がいろいろいるということでもお聞きしております。その変化が今本当に激

しい状況になっているのだなということは痛感するわけでございます。 

そんな中、今、担当のほうでは、町民向けのアンケート調査をして、町民の実態というも

のをいま一度把握しようと。そして万が一、合同墓を建設するに当たっては、当然、用地の

問題ですとか、あるいは規模の問題、こういうものも検討していかなければならないだろう。

もともとあった三豊霊園地区というのは、旧虻田町、いわゆる今現在の洞爺湖町の三豊地区

というのは、私どもの町を一望できるような絶景の場所にあったかな。温泉のお墓もそうで

ございます。 

1999年でしたか、墓が土砂災害によって崩れて落ちてしまったと。その後、治山事業を

やって、今はその心配がなく守られているわけでございますけれども、ただ、やはり社会の

情勢が変化してきているということをいま一度見つめ直してみなければならない、あるいは

考え直してみなければならないという時期にきているなというふうに感じておりますので、

これから町民の皆様のしっかりしたご意見を拝聴しながら、次のステップへ向かってまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

最後の質問です。この質問は、令和２年９月会議で、男女共同参画計画の策定について質
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問を行っております。そのときの答弁では、令和２年度中に策定に向けたスケジュールを定

め、令和３年度中に計画の策定を進めるとのことでありました。 

現在の進捗状況についてお伺いをいたします。まず、計画のスケジュール、策定委員のメ

ンバー、策定委員会の開催状況についてお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 野呂社会教育課長。 

○社会教育課長（野呂圭一君） まず、計画のスケジュールについてご説明いたします。 

  現在、事務局であります社会教育課で作成した計画素案を下に、役場庁舎内の会議といた

しまして、町内関係課の部課長によって組織する町内連絡会議、また担当係で構成する担当

者会議によりまして、計画の内容について具体的に検討しているところでございます。 

  今後のスケジュールといたしましては、町内関係団体や町民で構成される策定委員会を３

回、庁舎内の会議を合計６回、開催する予定となっております。策定内容につきましては、

協議検討することとなってございます。 

また、12月中にパブリックコメントを実施、来年２月上旬には策定委員会へ最終計画案を

諮問し、計画の最終案確定につきましては、来年２月中旬に開催予定の教育委員会議におい

てお諮りして、確定した後、令和４年度より洞爺湖町男女共同参画計画が施行される予定で

ございます。 

  また、計画の期間は、令和４年度から令和13年度までの10年間としまして、社会情勢の変

化や国及び道などの動向を踏まえ、取組内容につきましては、おおむね５年を目安に必要に

応じて見直しを図る予定となってございます。 

  次に、策定委員会のメンバーと開催状況でございます。 

  洞爺湖町男女共同参画計画を策定するに当たり、町内関係団体や町民によって計画策定に

ついて必要な事項を協議、答申をいただくため、洞爺湖町男女共同参画計画策定委員会設置

要綱を令和３年６月１日付で施行してございます。この要綱では、委員は町内の関係機関及

び各種団体から推薦した方並びに公募による方のうち、教育長が委嘱した者をもって10名以

内で構成することとなっており、現在、各関係団体へ推薦依頼をしているところでございま

す。 

  なお、構成メンバーは、町内女性団体や自治会連合会、ボランティア連合会や民生委員・

児童委員協議会、校長会、ＰＴＡ連絡協議会、商工会、観光協会、その他公募によるメン

バーとなってございます。 

  また、会議につきましては３回予定しておりまして、第１回の会議につきましては、10月

上旬を予定してございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 了解いたしました。 

  次に、計画に盛り込む予定の内容を確認したいと思います。また、町によって、それぞれ

地域の実情は違うと考えますので、地域の特性といったものを反映した、何か独自の特徴的

な内容といったものがあればお伺いいたします。 



－74－ 

○議長（大西 智君） 野呂社会教育課長。 

○社会教育課長（野呂圭一君） まず、計画に盛り込む予定の内容でございます。 

  現在、検討を進めております男女共同参画計画（案）では、男女共同参画の実現に向けた

意識づくり、男女共同参画による社会づくり、地域で支え合い安心して生活できる環境づく

りの三つの項目を基本目標としてございます。 

  一つ目の男女共同参画の実現向けた意識づくりにつきましては、広報啓発活動の充実、メ

ディア等における男女共同参画の理念への配慮、家庭、学校、社会における教育の推進と国

際交流、国際理解、国際協力の促進等となってございます。 

  二つ目の男女共同参画による社会づくりは、仕事と生活の調和の啓発・促進、育児・介護

の支援対策の充実、経済的支援の充実、行政における各委員会への女性参画の促進、企業や

団体における女性参画、雇用促進、女性の役職への登用促進等となってございます。 

  三つ目の社会で支え合い安心して生活できる環境づくりは、相談業務の充実、生活上の困

難に直面している人々への支援、高齢者、障害のある方等が安心して暮らせる環境の整備、

妊娠出産等に関する健康支援、各種ハラスメントの防止、暴力に対する取組の充実等となっ

てございます。 

  次に、地域の状況を反映した計画の制定についてでございます。 

  当町における地域の特性は、大きく２点を計画に反映させたいと考えてございます。 

  １点目につきましては、防災についてでございます。当町は、地震、津波、豪雨、土砂災

害、豪雪などの自然災害に加え、有珠山の噴火が想定されており、町全体で防災の取組を進

める必要があります。災害時や復興段階におきまして増大する家事・子育て・介護等の家庭

的責任が女性に集中するなどの問題や、災害から受ける影響やニーズについて男女の違いが

配慮されないなどの問題を解決するため、男女共同参画の視点から事前の備え、避難所運営、

災害支援等の体制の確立を図る必要があると認識してございます。 

  ２点目といたしまして、国際交流、国際理解、国際協力の促進でございます。当町の特長

であるユネスコに登録認定されてございます洞爺湖有珠山ジオパーク、また、本年７月に登

録認定された史跡入江・高砂貝塚は、世界に認められた資産となっており、今後さらに発展

させる取組が必要になってくる中、男女共同参画の促進は、国際社会における理念や先進的

な取組を参考にするなど、国際的な視野に立って活動を推進することが重要となっておりま

す。 

  今後は、学校教育や社会教育の場における国際理解教育の充実や在住外国人との交流を通

じた地域住民の国際性の涵養など、国際交流、国際理解を推進していき、一人一人が国際的

な視野を持って男女共同参画を推進していくことが重要と考えてございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 了解いたしました。 

  次でございます。洞爺湖町の人口約8,400人、そのうち住民の半分以上は女性でございま

す。様々な施策や制度に男女の意見をバランスよく反映していくために、公的な意思決定機
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関への男女の共同参画が前提となります。自治会の役員、公的審議会や委員会などの女性の

参画、防災会議などにおける女性の視点の反映、行政における女性管理職の登用、これらの

現状と今後の進め方、数値目標の設定について伺います。 

  防災の関係ですが、一部、８番議員の質問と重なるところがございますが、確認の意味で

ございます。もう一度お願いいたします。 

○議長（大西 智君） 野呂社会教育課長。 

○社会教育課長（野呂圭一君） 国や北海道が策定した男女共同参画基本計画におきましても、

政策、方針決定機関への女性の参加推進が掲げられており、女性も、男性も、共に意思決定

課程に参画していくことが大きな課題となってございます。 

  一方、当町における自治会長の割合は、令和３年４月１日現在におきまして、人員総数42

名に対しまして女性の数が２名で、全体の4.8％。また、公的審議会議につきましては、人

員総数278名に対して女性の人数が47名で、16.9％にとどまっているのが現状でございます。 

  今後につきましては、協議会等の構成メンバーを選考する過程におきまして、所管する部

署と連携して、女性参画の重要性の周知を図るとともに、各協議会における女性の参画意識

を高めながら、可能な範囲で女性委員の割合増並びに数値目標の設定ついて検討を進めたい

と考えてございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 先ほどの防災会議の重なっている部分で、私、８番議員と言って失

礼いたしました。ごめんなさい、２番議員でした。失礼いたしました。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 私のほうからは、防災に係る部分をご説明させていただきま

す。 

  まず、防災等への女性視点の反映についてでございますが、これにつきましては、町では

防災に係る備蓄計画や避難所運営マニュアルの策定の際には、国から示されるガイドライン

を参考に策定しているところでございまして、ガイドラインにつきましては、様々な視点か

ら考慮されているため、女性からの視点も反映されたものとなってございます。 

  また、策定に当たっては、職員全体に意見を求めるとともに、個別に保健師や栄養士に内

容を確認いただいていることから、当町の防災対策につきましては、女性の視点が反映され

ているものと認識しているところでございます。 

また、防災会議の現状と当該会議への女性委員の登用に向けた今後の進め方につきまして

は、洞爺湖町防災会議は防災対策基本法に基づいて設置されているものでございまして、町

長を会長として、地域防災計画の作成、実施の推進を図り、地域の防災関係機関が行う防災

活動を総合的に調整する組織でございまして、その委員は、法に定められております地方行

政機関や公共機関のほか、北海道、北海道警察、自衛隊、学識経験者などの22名で構成され

ておりまして、各機関から選出される委員は充て職でございまして、過去にはその職に当た

るものが女性の場合は女性委員もおりましたが、現在、全員男性であるというような状況で
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ございます。 

  そういった中、本年５月に国の防災基本法が改正され、その計画では女性の視点を踏まえ

た防災対策の推進が盛り込まれたことから、洞爺湖町防災会議におきましても、令和５年度

の委員改選期までに町の防災会議条例を改正いたしまして、積極的な女性委員の登用を図り

たいというふうに考えてございます。 

  なお、女性委員登用の数値目標につきましては、国から示されている女性委員の比率が

30％とされていることを踏まえまして、まずは、令和５年度の改選期に10％以上を確保いた

しまして、その後の改選期において、段階的に女性委員の登用を図っていき、令和９年度ま

でには目標である30％を達成したいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 私のほうから、行政における女性職員の管理職の関係で答弁させ

ていただきます。 

  女性職員の管理職登用に向けた数値目標の設定ということでございます。まず、現状とい

たしましては、本年４月１日現在で女性管理職は課長職１名、課長補佐職９名の10名でござ

います。割合といたしましては、24％を占めてございまして、昨年度４月１日時点の20％よ

り４％増加しているような状況にございます。 

  進め方といたしましては、男女共同参画計画の中における女性管理職の数値目標、実は現

在、別の法律による女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画というような見直しの計画

を行ってございます。そちらは当然女性職員中心に行っているものなのですけれども、そこ

での内容がイコールとなって、こちらの計画のほうにも盛り込まれるというようなことで進

めていこうというふうに考えてございます。 

  具体的な数値目標につきましては、現在、会議で検討している最中でございます。ただ、

特定事業主行動計画には、数値目標を掲げなさいということが必須条件となってございます

ので、何らかの数値目標は掲げる予定でいるということで現在進めてございます。 

  いずれにいたしましても、女性職員に限らず、職員全てが仕事と家庭生活を両立し、生き

がいをもって働くことができる職場というようなことになっていけば、必然と女性の管理職

も増えてくるというふうに考えてございます。引き続きどういったことがいいのかというこ

とは、庁内で検討していきたいというふうに思ってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） まず、危機管理室長の答弁でございますが、防災会議は各機関の役

職で選出されていることから、今は委員全員が男性とのことでした。男女共同参画計画が全

国で８割近く策定されているにもかかわらず、北海道は３割強ということですが、こういう

ところにもこういうことが現れているのかと残念な気持ちでございます。 

次の令和元年の改選期までに条例を改正し、積極的な女性委員の登用を図りたいとの答弁
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でした。しかし、災害はいつやってくるか分かりません。改選期までの間ですが、その間、

女性の委員がいないからといって女性の意見が反映されないというわけではないと思います

が、次の改選期には、洞爺湖町は避難所を経験した女性がたくさんいらっしゃいますので、

そういう方々を住民代表として登用していただきまして、避難所運営や防災備蓄計画に直接

意見を述べるということで、女性の視点を反映させていただきたいと思います。 

次に、総務課長の答弁でございますが、女性の管理職は事務職や保育士など全ての職種の

数字だと思います。答弁の中にありました女性職員に限らず職員全てが仕事と家庭生活の両

立、ワークライフバランスをして、生きがいをもって働くことのできる職場であれば、自然

と女性の管理職が増えるとの答弁でございました。というのは、私も同感ではございます。

洞爺湖町は、現在、職員採用の段階では女性職員が大分増えておりますので、将来的には、

女性の課長職が増えると考えております。 

たびたび女性の登用には意欲の問題が言われることがありますが、管理職になってから管

理職の研修を受けるのではなくて、管理職になる前に管理職、課長職になるための住民説明

会やこうした議会答弁などの実践的な研修を受けて、経験を積んで自信をつけさせるといっ

た配慮も必要だと考えます。 

あともう一点でございますが、先ほど答弁の中にありました女性活躍推進法に基づく特定

事業主行動計画の見直しは、女性職員を中心に行っているとのことでございました。この行

動計画を進めるためには、管理職、特に課長職以上の理解が最大限必要です。現在は男性の

育児休業を普通に取る時代です。男女共同参画の観点からは、男女の意見をバランスよく反

映させるべきではないでしょうか。答弁は結構です。 

次に、次の質問です。男女平等、ジェンダー、多様性の推進等のテーマを盛り込んだ学習

の場の計画について伺います。 

教育長の執行方針によると、男女共同参画事業について、きずな学級を通して意識の普及

と充実を図るとありました。男女平等はもちろんですが、ＳＤＧｓの５番目のゴールでござ

います。ジェンダー平等の視点、また近年は、多様性という言葉がよく使われるようになり

ました。多様な性の在り方についても理解を深め、学習をする時代です。そうした学習の場

の計画についての考えをお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 野呂社会教育課長。 

○社会教育課長（野呂圭一君） 男女共同参画社会基本法では、少子高齢化の進行や社会経済

情勢の急速な変化に対応していく上で、男女共同参画社会の実現は、我が国の社会を決定す

る最重要課題であり、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成促進に関する

施策を推進することが重要であるとしてございます。 

  しかしながら、現在におきまして、個人の意識や行動、社会の慣習などには固定的な性別

役割分担意識が強く残されており、就労や政策決定の場、さらに家庭内におきましても、男

女平等が完全に実現されているとは言えず、その個性と能力を十分に発揮するには多くの課

題が残されている状況であることから、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解
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消、人権尊重を基盤とした男女平等及び男女共同参画間の形成など、理解の促進を図る学習

の場が最も重要であると考えてございます。 

  これらのことから、計画策定に当たりましては、学校教育における各種人権教育の実施、

ジェンダーフリーに関する学習、また、社会教育事業におきましては、児童生徒や青少年、

高齢者向けの男女共同参画や多様性の社会をテーマにした学習機会を提供し、併せて国や道、

その他関係機関からの情報に注視しながら、町の広報紙における周知並びに教職員に対する

情報提供等の啓発活動を実施して、家庭や学校、社会など、様々な場面において男女共同参

画教育の推進を図りたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 了解いたしました。 

  最後になります。男女共同参画社会に向けた、施策を積極的に事業化し、推進するために

は、条例の制定が欠かせません。条例は、各自治体の行政としての方向性を示し、それに基

づき、あらゆる個別施策の実施がされていくという点で、大変重要な意味を持っています。

条例制定についての考え方をお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 野呂社会教育課長。 

○社会教育課長（野呂圭一君） 市町村の計画策定につきましては、男女共同参画社会基本法

第14条第３項におきまして、市町村男女共同参画計画を定めることとされております。  

北海道では、北海道男女平等参画推進条例を施行し、この法令に基づきまして、男女平等参

画基本計画が策定されてございます。 

  一方、北海道内の市町村における男女共同参画に関する計画の策定状況につきましては、

直近の調査結果によりますと、全道179市町村のうち56市町村が男女平等参画や女性に関す

る計画を策定しておりますが、市町村独自に条例を策定している市町は19市町で、全体の約

３割にとどまっており、約７割の市町村につきましては、独自の条例を制定せず、国や北海

道の上位計画に準じて策定するか、町の総合計画に組み込むことで計画を施行している状況

でございます。 

  これらを踏まえまして、議員ご指摘のとおり、男女共同参画計画の策定につきましては、

現代社会における男女の仕事と家庭生活を取り巻く状況の変化など鑑みると、具体的な施策

を積極的に事業化し、実行性を持たせながら、早急に進めるべきと認識してございます。 

  そこで、当町につきましては、国の第５次男女共同参画基本計画及び第３次北海道男女平

等参画計画を踏まえ、洞爺湖町まちづくり総合計画を上位計画と位置づけ、その他の個別計

画との整合性や連携を図りながら実行性を高め、男女共同参画社会の形成促進に関する施策

を総合的かつ計画的に策定を進めていくこととしてございます。 

  なお、条例の制定につきましては、現時点では考えてございませんが、今後、国の動向を

注視し、社会情勢の変化など総合的に判断しながら検討を進めてまいりたいと考えてござい

ます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 



－79－ 

○１０番（石川邦子君） 条例を制定せずに、洞爺湖町まちづくり総合計画を上位計画と位置

づけるとのことですが、条例制定は必要だと思いますけれども、そういったお考えであれば、

しっかりとまちづくり総合計画に盛り込んでいただきたいと思いますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

  教育長にお聞きします。 

計画は、きちんと内容を盛り込んで進んでいるということで安心をしております。前回で

すが、教育長は、「計画を作成するということは、あらゆる分野に男女共同参画の視点を反

映させつつ、地域づくりを進めていくということを意思表示するものだと思っている」との

答弁をいただいております。今回の計画策定で、教育長は、洞爺湖町の地域づくり、あるい

はまちづくりを進めていく上で具体的にどのように男女共同参画の視点を反映させていくべ

きだとお考えですか。お願いいたします。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） ご質問の男女共同参画基本計画を地域づくりにどう反映させていく

のかというご質問でございます。 

  地域の多様化する課題やニーズに対応していくためには、様々な視点から課題解決ができ

る多様な人材の確保が必要であるというふうに私は思っております。そうした観点から、行

政、地域、産業団体等が連携して、様々な場面において女性の意見を取入れ、地域づくりや

まちづくりに反映させる。その具体的方向性と在り方を示すものが、男女共同参画基本計画

であるというふうに思っております。また、その計画を履行することにより、より公正で多

様性にとんだ活力ある地域社会が構築できるのではないかというふうに思っているとこでご

ざいます。 

  教育委員会といたしましては、当町で暮らす男女を含めた全ての皆様が心豊かに安心して

暮らすことができる社会の構築を目指して、今後も庁舎内の全ての課で共通認識の上、男女

共同参画計画の各種施策が制定された場合には、計画的に推進してまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

  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。 

  町長にもお伺いします。洞爺湖町は、ほかの町に比べると男女共同参画は進んでいるとお

考えですか。また、住民、役場内、議会、男女共同参画の意識はできているとお考えでしょ

うか。町長のご認識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） 特に行政関係におきましては、議会もそうですし、私どもの議会も開

かれた議会、女性の議員もいらっしゃいます。また、行政機関であります役場等々におきま

しても、特に女性職員の登用、これに心がけてきているつもりでございます。 

また、管理職の登用等につきましては、これは個人差もございますけれども、極力登用し
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ていきたいなというふうに考えておりますが、残念ながら、課長補佐までは何とかくるので

すが、課長にいくときにどうも辞退の話が出てくるというところで、先ほど議員もご提案し

ていただきました事前準備というか、課長になるための、いわゆる研修というかというのも

必要なのだなというふうに思っております。 

  また、企業の関係でございますが、私どもの町の企業は、そんな大企業だとかというので

はなくて、比較的小さい、こじんまりした企業が多いかなというふうに思っております。そ

んな中、これから教育委員会、社会教育を中心として庁舎内で一つの素案をまとめるわけで

ございますが、なかなかやはり企業の方々にご理解していただくのには、それ相応の汗を流

さなければならないなというふうに思っております。なかなかやはり企業も、企業を伸ばし

ていくための施策をしなければならない。当然その営利が目的になってくる部分もあるで

しょうから、そこら辺のことはしっかりご説明をして、ご協力をいただけるようなお話を進

めていかなければならないなというふうに思っております。ともあれ、男女共同参画時代の

ほうに到達しております。 

また、私どもの町には、今転入者で、特に若い方が転入をされて、それぞれ起業をされて

いる方が、特に洞爺湖温泉、あるいは洞爺地区で何か起業をしていこう。この地域で生涯の

地としていきたいというお気持ちで来られている方が結構今増えつつあるというふうにも聞

いております。いろいろお話を聞いてみますと、なかなか意欲のある方々も結構いらっしゃ

るということで、いろんな意味でそういう方々の言葉も聞きながら、できれば、中に一緒に

参画していただいて、新しい視点で、女性の、特に若い方がいろいろな考え方持っていらっ

しゃるようでございますので、そういうものもしっかり取り入れて検討してまいりたいとい

うふうに考えております。ともあれ、早い段階で、今その準備に作業を進めているところで

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した。 

  企業の関係でございますけれども、私は、企業、地元の金融機関などは、本当に女性の登

用などもすごく進んでいるなとは感じております。 

  今後、町長には、政策の中でも男女共同参画の視点をしっかりと取り入れていただきたい

なと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上で、一般質問終わります。どうも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11時30分といたします。 

                               （午前１１時１７分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時３０分） 

────────────────────────────────────────── 
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○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を続けます。 

 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。 

  いまだ先行きの不透明な状況が続いておりますが、また、そうはいうものの、状況も都度

変化をしているところでございます。 

毎回の質問でちょっと恐縮かなと思うのですが、そういったことから、コロナに関連した

質問をさせていただくことといたしました。３項目にわたって質問させていただきますけれ

ども、便宜上といいますか、全部コロナに関連したことで三つに区分けをしただけのことで

ございますけれども、全てがコロナに関連した質問でございます。 

  北海道では、緊急事態宣言が９月12日の昨日までだったのが、30日まで延長されました。

特に８月は、首都圏を中心に感染拡大が続いていて、これは一体どうなるのだろうと、ほと

んどの方が大変心配をされた状況が続いていたと思います。また、道内においても、札幌市

等でかなりの拡大が見られ、我々の胆振管内でも感染の増加がじわじわと迫り寄ってくるよ

うな状況が続き、当町でも発生者が見られるような状況が起こってまいりました。９月にな

ると、少しずつ落ち着いた感じですけれども、決して安心できる状況ではないのだろうなと

いうふうに思います。 

洞爺湖町では、町長を先頭に50回にも及ぶ対策本部会議を開催されて、感染予防、それか

ら生活支援等の対応をしていただいております。とりわけ、ワクチン接種に関しては、金子

健康福祉センター長を中心に福祉センターの職員の皆さん、それから職域接種については観

光協会、商工会の皆さん、そして当然、接種をしていただく医療機関の皆様方等々、関係さ

れた多くの人たちの協力といいますか努力で、類を見ないほどの速さでかなりの高い比率の

接種率を完成させたということで、大変僣越ですけれども感謝を申し上げるところでござい

ます。 

  そこで、一番目に、コロナ感染症予防のワクチン接種についてお伺いをしたいと思います。 

  ９月初旬には接種が完了すると前から伺っておりましたし、町長の今回の行政報告でも、

２回目の接種済みが、65歳以上が3,247人で88.1％、12歳から64歳が2,727人で65.1％、全体

で5,974人の75.9％の報告をいただいております。また、個別集団職域接種等々で、先ほど

も申し上げましたけれども、関連する方々のご努力で非常に高い接種率になっていると感じ

ているところです。 

  そこで、ワクチン接種が比較的順調に進められたと理解しておりますけれども、接種を希

望した町民の皆さんの接種状況を再度お伺いしたいと思います。特に、伺いたいのは、近隣

の自治体で児童生徒の感染が発生しているということで、特に年代、小・中・高生となるの

でしょうか、その人たちの接種の状況、それと関連して、優先接種ということで、多分、接

種の対象にしていると思いますけれども、小・中・高生の子どもたちと接する機会の多い教

職員の方々の接種の状況がもし分かれば、お伺いしたいと思います。というのは、教職員の
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方々というのは町外から通っている方もいらっしゃるので、うまく対応が取れているのかな

というのがちょっと気になったものですから、そのことについてまずお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの質問でございます。 

  ただいまの質問の中で、特に近隣の地域において児童生徒の感染というところもあって、

そこの年代の接種状況も含めてどうなっているのだという部分につきましては、９月９日現

在で集計をさせていただきました。12歳から18歳までという形で、年齢で集計をさせていた

だきました。 

その接種状況につきましては、12歳から15歳、小学校６年生から中学校３年生までに当た

る方々につきましては、対象者が186名おります。そのうち申し込みをいただいております

のが118名、既に２回目まで接種が終わられている方というのがそのうち98名、パーセン

テージにいたしますと52.8％。高校生16歳から18歳までの接種状況につきましては、対象と

なりますのが167名、そのうち申し込みをいただいているのが101名、２回目までの接種が済

んでいる方は87名、51.1％となっている状況でございます。 

  また、子どもたちと接する機会の多い教職員の方であったり、保育所の先生、あるいは幼

稚園、高校という方々の部分につきましては、町内在住の住民票がある方につきましては、

率先して希望される方については全て接種が終わっております。 

町外で住民票を持たれている方々につきましては、役場庁内で打合せを行いまして、そう

いった方々にも早期に接種を行っていただくということを含めまして、各学校のほうにご協

力をいただきまして周知を図らせていただきました。幼稚園、小学校、中学校、高校という

形で、町外から通われている方々に希望を取らせていただいて、希望者の方々には、今現在

になりますけれども、９月に入ってから優先的に枠を設けまして、通常の接種枠とは別に接

種を今実施している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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 心配していた若年層について、18歳までの集計で、小・中学生、そ

れから高校生と分けて、報告いただきました。これが高いのか低いのかというのは、私の判

断ではどうすることもできませんけれども、２番目の質問とちょっと関係がございますので、

次の質問に移った中で、このことも含めてちょっと話を進めていきたいと思います。 

  接種希望者が接種を完了したということで、今報告を受けた小・中・高校生についても、

希望者のほぼ全員が完了するような状態にはなっておりますけれども、希望しない方々が町

全体で、数字を出したわけではないのでちょっと分かりませんけれども、やはり２割程度ま

だいらっしゃるのかなというふうに思っています。これは強制でもありませんので、何らか

の理由、ワクチンに対するアレルギーがあったり、もともと疾患をお持ちで、それはワクチ

ンにはちょっと耐えられないというようなこともありますから、全員というわけにはいかな

いのかもしれませんけれども、そうでないことであるのであれば、先の見えない状況、それ
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から町内の感染者が発生したこと、それから副反応についてもいろいろな報道があって、あ

ることはあるが大事に至ることはないのだというような報道などを踏まえると、先ほども

ちょっと触れられておりましたけれども、接種を希望する方がまだいらっしゃるのではない

か、申し込みを忘れた方もいらっしゃる、それから申し込んだときにちょうど電話がつなが

らなくて諦めていた方なども含めて、もう一度希望する方がいた場合、新たに接種を希望し

た人に対して、具体的にどんな対応を考えていらっしゃるのかということと、これは強制で

きませんが、地域全体の安心・安全ということを確保するという意味合いでは、未接種の

方々に、これはあくまでも協力ということになろうと思いますが、接種の協力をお願いする

という考えがあってもいいと思うのですが、その辺をどのような形で考えられているのか、

この点についてお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問でございます。 

  これから新たに接種を希望される方、また、当初、町のほうから接種券を配付させていた

だきました際には、以前の議会でも電話がつながりづらいというようなご指摘も受けて、町

としてもその点の改善を行って、電話が受けられるような体制を整えてまいりました。 

  まず、接種の受付につましては、現在、健康福祉センターのほうで申し込みの受付を随時

受け付けております。接種を新たに希望される方々につきましては、今までと同様に、医療

機関において個別接種を継続して行ってまいります。また、予防接種については、先ほども

おっしゃられておりましたが、個人の意思において実施されることから、協力を促す予定は

今のところございません。しかし、毎月の町の広報紙なども活用させていただきながら、ワ

クチン接種を実施しておりますよというお知らせを小まめに行わせていただいております。 

  ８月上旬には、今まで接種券を発行して予約をまだされていない方に対しまして、お知ら

せという形になりますけれども、個別の通知をさせていただいております。８月上旬にそれ

をさせていただいて、８月末までには230名を越える申し込みをセンターのほうにいただい

ている状況となっております。 

  センターといたしましては、個別にそういった方々以外で、妊産婦の方々もセンターとし

ては把握ができているものですから、ワクチン接種の相談といいますか、ワクチン接種をど

ういうふうに考えていらっしゃるのかというところも含めて、妊産婦の方々には別途個別で

お電話を差し上げて、どういう形の意向なのかというところも確認して、もし接種をしたい

という意向であれば、先ほどの教職員の方々と同様に、優先して接種を受けられる体制を実

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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今、申し込みのない方に問い合わせといいますか、確認をさせてい

ただいたら、230名の申し込みがあったということでございますけれども、この数字という

のは、先ほど私が、９月の行政報告の中で町長がおっしゃった人数の中には、今の230名と
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いうのは反映されているのでしょうか。それだけ確認させていただきたいのですが。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） あくまでも行政報告につきましては、接種が終わられ

た方ということでございまして、今の数字については反映されておりません。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 分かりました。そうすると、もっと接種率が上がると考えてもいい

かなと思ったものですから、今確認をさせていただきました。 

  そうすると、より接種率が上がって、多くの方に接種をしていただいているということが

言えるのかと思いますが、それでもまだ未接種の方が、あまり理由がないというのは失礼で

すけれども、その辺の方にも広報ということでしたけれども、広報ですと月に１回くらいし

かございませんので、どんな方法がいいのかちょっと私もここでは思いつきませんけれども、

できるだけ何かの機会があれば、強制するとまた問題が起きますけれど、ワクチンを打って

いただくことによって、自分自身を守ると同時に、地域の人や家族を守ることにもつながる

ということをしっかり訴えていただいて、協力をお願いする方法を頑張って取っていただき

たいなということをお願いして、次の質問に移らせていただきます。 

  ２回目の接種が終わりますと、皆さん、ここにいらっしゃるほとんどの方は受けていると

思いますけれども、事前に接種券と一緒に渡された接種済証というのが、日にちが記入され

て皆さんにお渡しされて、私も持っていますし、大切に保管をしているところでございます。 

  また、この処理の結果が、バーコードが入っていましたので、恐らくこれを集計すること

によって、道の中での把握、それを含めれば、全国の集計がこれによって可能になって、ど

れだけ日本国内で接種が進んでいるかというデータ上で管理ができるということにつながっ

ているのだろうというふうに思います。 

  今、若干ですけれども、下火といいますか、ピークアウトしたような状態で、全国的に少

しずつ、国のレベルですけれども、接種証明を活用した規制緩和のことが、緩和するという

ことはまだ決まっていませんけれども、どうやったらできるのだろうかという話が進んでい

るようでございます。 

  今すぐにというのは私も無理だと思いますし、今すぐにはすべきではないというふうに

思っておりますけれども、コロナとの戦いが長期化するというのは予想されますので、どこ

かで少しずつ社会活動等を動かしていくためには、何らかの策を打っていかなければいけな

いだろうというのは、これは誰しもが考えているというところだと思いますけれども、接種

した方としない方の差別につながるのかという心配も当然あるわけでありますが、接種券は、

予防接種したことで活用といいますか、したことによって何か少しずつ活動を動かしていけ

ないのかということは、先ほど言いましたように、今すぐでなくても、そのときのために

しっかり検討しておく必要があるのではないかという観点から、今後、活用するための具体

的なことを考えていらっしゃるのかどうか、考え中なのか、それも含めてお伺いをいたしま

す。 
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○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 現在、町として、正式な通知、連絡等がまだ届いている状況では

ございませんけれども、現在、国のほうでは接種済証をスマートフォンに搭載し、また飲食

店ですとかといった営業行為をされているところでの提示を求めるといったところの活用が

現在検証されていると確認しております。 

  活用につきましては、現段階では10月に検証を行い、11月以降の活用を検討しているとい

うところで、報道等を通じて当町としても確認しているところでございます。 

  今後の活用につきましては、そういった国や北海道の動向も含めまして、今後、事業計画

が示された際に、しっかり町として検討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） 国からの動きを見てということは、確かに理解できます。というの

は、旅行であるとか、今言ったイベントであるとか、飲食関係とかということについて協議

されているのは、私も報道を通して存じ上げているところでございますけれども、私どもの

町も、観光が大きな主要産業になっていますので、そういう意味では、宿泊観光に関しての

国の緩和策といいますか、それが大変興味があるといいますか、その関係する方にとっては

期待されるところだと思います。 

  この辺を、私は町に求めているわけでありませんので、国の決定等にほぼ頼るしかないと

思うのですけれども、地域の活動については、国がとやかく言うわけではありませんので、

具体的にどれということではないですが、地域の中における人たちの活動、あまり規制され

ているとは思えないのかもしれませんが、町の施設や何かの利用が閉ざされますと、いろい

ろな集まりであったり、今回も９月はあちこちでお祭りの時期でもありますが、ちょっとし

た小さな神主を呼んでのことに終わらせてしまうようなことになっています。 

その辺を、町がどうこうということにはならないのかもしれませんけれども、いずれにし

ても、町として動かすために別に証明書を活用しなくてもいいのですが、どこから動かして

いこうか、これは動かしてもいいのではないのかみたいなことは常に考えて、終息は当面し

ないと思いますし、期間がかかると思いますので、かといって、何もしないで活動が止まっ

たままでは、また困るということもありますので、何らかの形で動かすことを考えたらどう

かなということの一つとして、接種証明というのはあるのかなと思ったものですから、ここ

で何か考えていることがあるかということですが、国の動きを見るというこの結論でありま

すけれども、それで受け止めてよろしいでしょうか。再質問みたいになりますけれども。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 現在、緊急事態宣言発令中ということで、町内の公共施設は全て

休止となってございます。その中では、住民活動に必要な集会所等も休止となっておりまし

て、自治会活動並びに老人クラブといった活動も休止をせざるを得ない状況となってござい

ます。 

  今後につきましては、当町においても、ワクチン接種、また接種率等も順調に進んでいる
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ところでございますので、そういった中でどのような住民活動ができるのか、住民にとって

ワクチン接種が進んでいる中で感染予防対策をしっかりした上で住民だけが集まるような住

民活動といったものがどこまで可能となるのか、そういったところはしっかり感染予防対策

を徹底しながら、住民活動が速やかに早期にできるような対応といったものをどのようにし

ていくかというところは、しっかり検討してまいりたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） ここで、昼食休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

                               （午前１１時５６分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

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

○議長（大西 智君） 午前に引き続き、一般質問を続けます。 

 ６番、五十嵐議員 

○６番（五十嵐篤雄君） それでは、質問を続けさせていただきます。 

 ２番目として、コロナ感染症の現況等についてということでございますが、この町にとっ

てどうかということを中心に質問をさせていただきたいと思います。 

 誰もが感染しないように、それぞれ最大限の注意を払っていると思いますけれども、残念

ながら、近隣の自治体や当町でもありましたけれども、感染者が出ているという現状を考え

たときに、万が一ということを考えないほうがいいのかもしれませんが、やはり万が一感染

したらどうなるのだろうという心配を町民の方はお持ちなのかなということから質問させて

もらうのですけれども、やっぱりかかったらどうなるのだろうという不安をお持ちの方のた

めにも、それを解消するためにも、何らかの情報があっていいのかなという意味で質問させ

ていただきますけれども、当地域の感染に関しては、室蘭保健所のほうでいろいろな指示を

することになると思いますけれども、入院先はどこに入院できるのだろう、それからベッド

数が幾つくらいあって、今どれだけ使われていて、間違いなく自分が入院できるのだろうか

とか、今すぐ入院できないのか、それとも自宅になるのかとか、その辺の心配が、かかりも

しないのに、もしかかった場合というのを考えるのもどうかと思うのですが、それくらいの

ことはちょっと考えておいてもいいという意味で、この辺の情報がしっかり提供されてもい

いのではないかなという観点から質問をするものでございますけども、いかがなものでしょ

うか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの室蘭保健所管内での、どこに入院できるの

か、あるいは管内でのベッド数、ベッドの使用率はどうなっているのかというご質問でござ

います。 

  管内の医療体制の状況につきましては、室蘭保健所へ確認したところ、保健所単位での医

療状況については公表されておりません。現在の公表方法は、７月中旬より北海道を六つの
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地域に分けて、地域における感染状況の周知を図るため、確保病床数や入院患者、宿泊療養

施設入所者、自宅療養者の数などを毎日北海道のホームページで公表されております。 

  室蘭保健所につきましては、北海道を六つの地域に分けたうちの道央地域、札幌を中心と

した道央地域の中に入っており、北海道の道央圏の医療状況の数値は、９月５日現在で確保

病床が1,050床で、504人の入院患者がおり、病床使用率は48％となっております。北海道全

体といたしましては1,994床があり、829床の入院患者で、病床使用率は41％となっていると

ころでございます。 

  入院ができるのかという部分のご質問でございますけれども、感染者の入院につきまして

は、入院が必要な方が入院できる状況と認識し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） １日目の質問の中でも、何人かの方が情報の提供に対しての質問を

されていました。私も、るる細かく情報が開示されるというふうには思っていませんけれど

も、先ほども質問の中で申し上げましたように、やはり不安に思う、本当に入院できるのだ

ろうかと。この地域でどこの病院、どこということを限定できないにしても、間違いなくそ

ういう状況になれば、しっかり保健所のほうの対応ができるのだという安心感というのか、

確信がしっかり持つことができるような情報の範囲で周知ができないかな、何かないのかな

という意味で質問させていただきました。 

  今、道央というくくりの中で、48％の病床使用率の報告いただきましたけれども、これで、

今あいているから、どこかには入るのだろうというふうに判断するのは、ちょっと荒過ぎる

のかなという気もいたします。そういう意味で、今すぐには無理かもしれませんが、やはり

発生しなければそれにこしたことはないのですけれども、それぞれの住民の方の心配を考え

たときに、極力出せる情報、安心が持てる情報、だからといって日頃の予防を緩めたりして

は駄目ですけれども、しっかり予防して、ならないように努めなければ駄目ですけれども、

そういった安心情報も必要なのではないかなという観点でお伺いいたしました。 

  私も、何回か前に、この感染症は指定にされていますので、これも調べれば出てくること

ですけれども、管内の指定病院はどこだと調べたときに、室蘭市のある病院が感染指定病院

として指定されていて、感染専用に４床、それと結核用に24床と、これは公表されているこ

とです。ここも、結核病床も含めて、多分活用されているのだろうというふうに、これは想

像でしかないのですけれども、人数の許容が許せば、管内としてはそこに入院できるのかな

と思っていますけれども、確実なものではないので、今後その辺も含めて、情報提供をお願

いといいますか、住民の気持を考慮した情報発信をしてもらえるような努力を重ねていって

いただきたいとお願いして、次の質問に移ります。 

  ２番目は、この感染症は法定感染症に指定されていますと言いましたが、法定ではなくて

指定感染症の間違いなので訂正をしていただきたいと思いますけれども、検査、入院費の費

用は全て国費で賄われるのか、これも仮にという話になりますが、先ほど、入院できるかど
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うか、ベッドが空いているのかどうかという心配と同時に、費用がどうなのかという、国費

ということは大体が分かっていたとしても、どんなレベルまで国費で賄ってもらえるのか。

これも一種の町民の皆さんへの安心提供みたいな形になろうかと思いますけれども、今、検

査、入院等と質問いたしましたけれども、これ以外にも、何か交通機関の費用弁償だとか、

その他食事の面だとか、何かいろいろなものがほかにあるのであれば、その辺も含めてどの

ような形で費用を負担していただけるのか、これをお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの新型コロナウイルスの検査、入院等に関わ

る費用という部分の費用の扱いでございます。 

  コロナウイルス感染症は、行政検査に当たります。行政検査費用、入院費用、ホテルでの

療養費用につきましては、食事等に関わる費用全て国費で賄われるという状況でございます。

自宅療養者ですけれども、隔離中の方につきましては、食品及び日用品セットというのを希

望された場合に国費で賄われるという状況になってございます。感染者が出て、医療機関や

宿泊療養施設のほうに移動ということになりました際につきましては、北海道が移動を行う

という状況になっております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ならないように、かからないようにこしたことはありませんので、

かかったときのことの心配はあまりする必要はないのかもしれませんが、何らかの形で安心

感を持っていただけるように、かからないように注意してください。しかし、かかったとき

はこういう対応ができますよというような形を何らかの形で情報提供していただければあり

がたいかなというふうに思っています。 

  次に、３番目の質問でございますが、毎年、町で、国保の方が対象になるかと思うのです

が、国保は無料で、それ以外の方はお金を払えばできるのでしょうけれども、特定健診が洞

爺地区、虻田地区の２会場で、たしか年に２回ぐらいずつ計画されてやられていたと思いま

す。 

私自身も健康管理の一環で毎年積極的に受診をさせてもらっていますけれども、今年６月

の健診が、実は11月に延期となっています。仮に手術や入院の必要があるような病気が見つ

かったとしたら、毎年同じ時期にやっていれば、最大で１年前に発症したということが、半

年延びるということは１年半も延びてしまうということで、定期的な検査というのも、それ

は短いにこしたことはないとは思いますが、最低限１年に１回の健診をすることによって、

早く病気を根絶するという意味でも、早期発見、早期治療ということが健診の大きな意味だ

と思いますし、そのことによって医療費の削減にもつながっていくということで特定健診を

やっていると思います。 

緊急事態宣言下でなったのかもしれませんけれども、特定健診の延期について、早期発見

が健診の目的の一つと考えたときに、半年延びていますけれども、これ以上の延期は避ける。
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コロナでの命の心配はありますけれども、毎年受けている健診が遅れることによって、見つ

かれば助かった命が逆に奪われかねないということも考えられることから、この健診につい

ては、今回、延期したのはやむを得ないとしても、必ず実施していただきたいし、これから

は状況にもよるかもしれませんが、間違いなく実施していただけるかどうか、この辺も含め

てお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの洞爺湖町が実施しております特定健診に関

するご質問でございます。 

  議員おっしゃいますとおり、年２回、特定健診、特定がん検診というのが行われておりま

す。皆様、５月、６月の健診のときであったり、11月のときの健診であったりということで

受けていただいております。大体１年ごとにそういう形で受診をしていただいております。 

  今回は、国の緊急事態宣言によりまして、緊急事態宣言中の特定健診の取扱いということ

によりまして中止せざるを得ないという状況で、特定がん検診、９月の結核・肺がん検診に

つきましても、関係機関共々調整をさせていただきながら、検討させていただきながら中止

という形になりました。中止になりました健診に申し込んでいただいた方々には、11月に実

施される健診に優先して受付を行っております。 

また、５月に予定しておりました３日間の健診を中止しました分につきまして、11月及び

２月に実施しております集団健診の日程を２日間増やしまして、受付時間も例年より長く設

定することで、受診を希望される方が全て受診できるように委託先の検査機関と調整を行っ

ております。 

このほか、10月28日になりますけれども、現在、札幌市に札幌がん検診センターがござい

ます。こちらのほうに無料送迎バスを運行して、適切な感染防止対策の下に、全ての健診が

そちらに行きますと一度で実施できるということになっておりますので、受診を希望される

方が可能な限り受診できるような仕組みを整えていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） もう一度確認したいのですが、国の緊急事態宣言発令中ということ

で、この期間中は、通達か何かで、そういった検査をしてはならないという決まり事になっ

ているのかどうかの確認をもう一回させてください。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 今のご質問でございます。 

  基本的には、緊急事態宣言中の特定健康診断に関しましては、絶対ということではないの

ですけれども、各市町村の判断によりという形で、見合わせることが望ましいという状況に

なっています。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 金子健康福祉センター長にしてみたら厳しい立場かもしれませんけ
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れども、先ほど申し上げましたように、健診で見つかるはずだったものが、半年後とかと今

後また延長されたことになるとしたら、いたたまれないという気持ちがいたしますので、今

後また緊急事態宣言が発出されないとも限りませんので、そうなったときにまた延期もやむ

なしというようなことの決断にならないように、いろいろな対策を講じながらになろうと思

いますが、そういった一人一人の命に関わる大切な健診ですので、先ほど、がん検診セン

ターに行ける方法も提示されましたけれども、希望される全員が行けるなら別ですけれども、

通常のような形で日程をつくってその日程の中でさばいていくことが、延長することによっ

てできなくなることは、今回は致し方ないにしても、市町村の各自治体のある程度の判断で

可能であるのであれば、私は健診の予定はずらしてほしくないと強く要望いたしたいのです

が、これは、後ほど総括で町長にお伺いしたいと思っていましたので、後からほかのことと

一緒に、町長に特定健診は延期しないで必ずやっていただきたいということの要望を含めて、

総括でお伺いしたいと思います。 

  そこで、次の質問に移らせていただきますが、３番目の事業者への支援対策についてとい

うことでございます。 

  コロナの影響で、厳しい状況はこの町の全産業に言えるのかもしれませんが、今回は１次

産業ではなく、商工観光関係の事業者に対してということに限定した形でお伺いをしたいと

思いますが、事業者がそれぞれ厳しい状況にあるということについては、誰しもが認識され

ていることだと思いますけれども、理由はいろいろあるかもしれませんが、事業者が実際ど

んなことで困っていて、それと、今までに受けた支援策がどれほど有効だったのかも含めて、

実態をしっかりと把握しておく必要があるのではないかという意味で、これまでもある程度

といいますか把握はされているのかもしれませんけれども、次の支援に結びつけるためにも

お伺いしたいのですが、町内の事業者は長期に影響を受けていますと。現状をどのような調

査で把握しているのかということと、また、それはどんな状況になっているのかについて、

最初に質問をいたします。 

○議長（大西 智君） 原産業振興課長。 

○産業振興課長兼新型コロナウイルス特別対策室長（原 信也君） ただいまの、町内の業者

は長期に影響を受けまして、現状をどのように調査をして把握しているか、また、その状況

はどうなのかというご質問でございます。 

  事業者への調査及び状況把握についてでございますけれども、商工会のほうと協力しなが

ら行っており、会員事業者へ毎月の売上げや意見などを３か月前に集計したアンケート調査

を参考とさせていただいております。しかし、商工会が職域のワクチン接種に鋭意取り組ん

でおりましたので調査が進んでいないところでございましたけれども、職域のワクチン接種

が終了したことから、調査を再開しているところでございます。また、北海道に緊急事態宣

言の発令に伴い、５月18日と８月26日に、町といたしまして各関係団体との意見交換を行い、

現状や要望等を確認しているところでございます。 

  その商工会等のアンケート調査で、状況はどういうことになっているかということでござ
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いますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、町内事業者の皆様を取

り巻く経営環境については、４月のアンケート調査集計によりますと、観光業や飲食業の売

上げがおおむね40％から70％の減少、小売・サービス業については、おおむね20％の減少と

なっており、観光業や飲食業において大変厳しい状況でございました。しかし、５月のゴー

ルデンウィークや７月以降の週末などは、洞爺湖温泉街への来訪者は好調な状況でしたけれ

ども、蔓延防止対策や再度の緊急事態宣言による影響は大きいというふうに認識していると

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） 大まかな状況については、恐らくそういう意味で把握されているの

だろうというふうに理解をいたしました。細かく調査すれば切りがないことでございますの

で、この程度なのかなとは思いますけれども、やはり状況を把握した中でないと新しい支援

策も生まれてこないだろうという観点から、こういうことをお伺いしたわけでございまして、

大切なのは、今後の支援策をどう考えていくかということに尽きると思います。 

そういった意味で、次の質問に移るわけですが、この町単独の支援策というのも、前回ま

ででいえば、臨時交付金の財源があった中で展開できた部分もございますし、今は衆議院選

挙を目前にして、コロナ対策のための臨時交付金等補正のことや、未執行の財源など、国の

動きがなかなかつかめない状況の中で、支援策というのもちょっと考えにくい時期には来て

いるかと思いますが、先ほど、課長から報告があったように、観光業、飲食業で大変厳しい

状況がまだまだ続いているという中で、何とか支援策を考えていただきたいという意味を込

めて、２番目の質問になるわけですが、国政選挙が一段落すれば、どういう結果になろうと

必ずやコロナ対策のための予算が組まれるというふうに思いますし、組んでもらわないと困

ると思います。 

そういった意味で、今までも、当町としても、いち早く各種支援事業を実施してもらって

いますし、間違いなく近隣の自治体と比べても遜色のない、かなり手厚い支援をしていただ

いていると思っています。欲を言ったら切りがないのですが、もっともっと支援をしていた

だければありがたいということも含めての質問になりますが、財源の問題もあるのでしょう

が、現在、実施している支援策の効果等も考慮した中で継続していくようなものもあるのか

どうかということと、また、今調査中のことも含めて、調査の内容に基づいた新たな支援策

の考えがあるのかどうか、ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 原産業振興課長。 

○産業振興課長兼新型コロナウイルス特別対策室長（原 信也君） 現在実施しています経済

対策事業執行残等で継続する考え方はないのかというようなご質問かと思います。 

  直近で行っています経済対策関連事業につきましては、店舗等賃借料助成事業、プレミア

ム商品券発行事業、おもてなし商品券発行事業、宿泊助成クーポン券の４事業を行ってござ

います。 
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このうち、店舗等賃借料助成事業につきましては８月31日で受付を終了いたしまして、プ

レミアム商品券発行事業においては８月31日で販売を終了いたしましたが、使用できる期間

につきましては、９月30日までとなっているところでございます。おもてなし商品券事業に

つきましては10月31日までで、２万枚がなくなった時点で終了となっております。宿泊助成

クーポン券事業につきましては、現在、販売を停止しているところでございますけれども、

おもてなし商品券が終了した後に残り1,000セットの販売を再開する予定でございます。 

現在、家賃補助は終了いたしましたけれども、プレミアム商品券については商品券の使用

期間が９月30日までとなっているため、執行残が確定していないことから、新たな事業を継

続し得るだけの執行残とならない見込みであるため、現在の事業の継続は、今のところ難し

いというふうに考えております。また、おもてなし商品券は、10月31日までに配付が完了す

る見込みでございますので、宿泊助成クーポン券につきましても、再開後は完売する見込み

となっている状況でございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） まだ具体的な今後の支援策等の考えのほうまでは及んでいないよう

でありましたけれども、特に商品券発行事業についてですが、何回か計画され実施されてき

た経緯もございます。商品券の発行事業は、確かに一部の業種に偏る傾向はあるものの、間

違いなく利用されるのは町内で消費されるということで、支援した額がそのまま町内に落と

されるということでありますので、これも財源との関係で、町長もどんな腹積もりか分かり

ませんが、年末を控えて、もう一度新たに財源の確保をしてからのことになるのかもしれま

せんが、タイミングを逸するとなかなか効果の薄いものもありますので、年末に向けて、何

とかもう一度プレミアム商品券事業を起こしていただければなというふうに思うのですが、

この件に関してはいかがですか。 

○議長（大西 智君） 原産業振興課長。 

○産業振興課長兼新型コロナウイルス特別対策室長（原 信也君） ただいま、また新たな商

品券事業を年末に向けてということでございます。 

  先ほど、ちょっと答弁のほうでも申し上げさせていただきましたけれども、なかなか財源

のほうも大変厳しいというところもございます。今回、商品券の執行残という金額が非常に

少ない金額しか残らない。新たな商品券の発行となりますと、また3,000万円近くの予算の

執行が伴います。それに見合うだけの財源という部分は持っておりませんので、非常に厳し

いというふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） これ以上言ってもしようがないので申し上げませんが、お金があれ

ば何とかやりたいのだという気持ちだけ受け止めておきたいと思います。 

  そこで、先ほど申し上げましたように、町長に総括という意味も込めて、今まで質問をし

てきた中で、特に今回強くお願いしたかったこと等を再度、町長のお考えをお伺いしたいと
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思うのですが、まず、接種率をより向上させて、地域の安全・安心を保つためにも、強制は

できませんが、できる限り多くの方に接種をしてもらえる接種の呼びかけについてのお考え

をまず聞きたいということと。 

それからもう１件は、先ほど申しました特定健診、命に関わることなので、ぜひ延期しな

いで工夫をしながらでも何とか予定どおり実施していただきたい。別な命に関わることでご

ざいますので、その点が１点。 

最後にもう１点ですが、今、財源の問題があって支援策がなかなか見つからない部分があ

りましたけれども、困っている方が大変多くおりますので、道や国の支援がありますが、そ

れに併せながら、町の支援も考えていただきたいのですが、その辺の考え方の３点について

総括的な形でご意見を賜りたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） コロナ感染症に関するワクチンの接種でございますけれども、今、私

どもの町も最初はちょっと出遅れかなという感がありましたけれども、何とか各病院のご協

力をいただいて集団接種ができるようになったと。それで、さらにはホテル、あるいは商工

会が中心となって職域接種ができるようになったということで、他の町村よりもややもする

とちょっといい状態に今あるかなというふうに思っております。 

  しかし、今大体80％程度の接種率という中で、まだまだ２割の方が接種をされていない。

特に国の動向にもよるのですが、当初は16歳以下が云々という話がありました。やはり保護

者の方々が相当不安に思っている部分があるということで、保護者の方への、いわゆる不安

を取り除く文書を入れながら、再々お便りを直接送付させていただいております。今、接種

が少しずつではありますけれども、やっぱり受けたほうがいいよねということで、増えつつ

あるなというふうな状況がございます。 

それから、都市部のほうでは特に12歳以下のお子さん、小学生、あるいは低学年、あるい

は幼稚園児、保育園児等々の関係も感染が出ているということもございますので、そこら辺

もしっかり、国、あるいは道の動向を注視しながら、対象となる方にお知らせをしていかな

ければならないなというふうに思っております。 

形といたしまして、私どもは集団接種、あるいは職域接種、個別接種、これらも含めて一

応の目安として９月９日をめどにしてまいりました。おかげさまで、何とか80％程度はキー

プできたかなというふうに思っておりますが、これからは、今まで接種を希望されていな

かった方々のほうに対しての呼びかけをさせていただいておりますので、順次少しずつ率は

上がっていくかなというふうには思っておりますが、ともあれ、多くの方は接種できるよう

にこれからも努力をしてまいりたいというふうに思っております。 

それと、先ほど来お話が出ておりました地域医療の関係で、病院の病棟数、あるいはベッ

ド数、そしてすぐに入院できるのかというお話もありました。残念ながら、今、私どもの町

は北海道が指導権を握っておりまして、これも前の議員にもお話しさせていただきましたが、

私も直接、胆振総合振興局と何回かこのお話で実は要望しております。できれば地域のこと



－94－ 

は地域が一番知っているので、なるべく教えてほしいということでお願いしておりましたが、

残念ながら公表はできないという回答が返ってきております。 

そんな中、今、札幌のほうは病床がかなり厳しい状況にあると聞いておりますが、胆振管

内、特に西部の管内におきましては、これも昨日、お話しさせていただきましたけれども、

病床は何とか今、何があっても受入れできる状況にあると。そして、病床の利用率も非常に

少ない状況があると。幸いに胆振西部管内の方は、今感染しても軽症の方が非常に多いと。

中等症、あるいは重症になる患者が少ないということもございまして、一旦は病院に入って

いただいても、すぐに回復して病院を出られる方が結構いらっしゃるということから、非常

に今は病床に関しては安定しているというふうに聞いております。 

数でどのくらいということでございますが、なかなかこれも公表していただけない状況が

ございます。だけれども、今、仮にクラスターが発生して、その方々をお受けできるだけの

ものはあるのかについては、人数にもよりますけれども、ある程度は対応できるというとこ

ろまではあるようでございます。それは空きとしてあるということでご理解していただきた

いなというふうに思っております。ことあれ、北海道のほうに対しましては、前の議員にも

お話ししましたけれども、私ども胆振町村会、あるいは北海道町村会を通じて、なるべく公

表できるようにお話はしていきたいと思います。 

ただ、一つ、道が言っているネックが、最初に感染者が北海道内で出たときにも誹謗中傷

が非常に多かった。さらには、個人情報の問題があって、なかなか厳しい状況があったとい

うことがございました。その辺を何とかクリアできるような方策を道のほうにしっかり取っ

ていただきたいのだということで、また呼びかけ、要請をしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

二つ目に、特定健診等々の関係でございますが、残念なことに、今年は道内各地が蔓延防

止対策、あるいは緊急事態宣言ということの中で、実は健診をやっていただける札幌の業者、

病院関係も今なかなか出られないという状況がございました。これは、今年の状況では致し

方ないかなということで、私どものほうも時期をずらしてということで、今回は11月、ある

いは２月に健診を再度やらせていただきたいということで、住民の皆様に呼びかけをしてい

きたいなというふうに思っております。これは本当に私どもも特定健診を受けていただくこ

とによって、早期発見、早期治療につながるものというふうに理解しておりますので、来年

以降は、何とかコロナが終息して特定健診が従来と同じような形でできるように、我々も体

制づくりに努力をしてまいりたいというふうに考えております。 

３番目に、財源問題、特にコロナ禍における事業者が至るところで疲弊していると。これ

は本当に私どもの町は大変な状況だなと。これは、私どもの町を訪れていただく国会議員の

先生に、再三にわたってお願いをしておりました。飲食店、あるいはホテル・旅館、特にホ

テル・旅館につきましては、昨年から半年でも50億円は損をしていると。そして、それが80

億円、100億円になりました。とうとう100億円を超えました。そういう話は再三させていた

だいております。それに対する国の支援策を何とかしっかり構築してほしい。 



－95－ 

それと、ご商売をやっている方は、やっぱり自己資金だけでは到底持たないということで、

国からの借入れ等々も多額の借入れをしている部分がございます。ご承知のとおり、３年据

置きの無利子、無担保。しかし、もう１年８か月経過していると。この先、いつまで、コロ

ナにかかるかもしれない。だけれども、一刻も早くにコロナを完成して、元の生活に戻りた

い。そのためには、もう少し国のほうに、例えば償還の関係の据置きを伸ばしていただきた

いだとか、あるいは利子を払う部分を少し何とか免除していただけないだろうかというお話、

要望は何回かさせていただいております。これは、これからも制度が本当にできるように粘

り強く要望してまいりたいなというふうに思っております。 

また、昨年来、私どもの町も国から多額の、いわゆる臨時交付金を頂戴いたしました。金

額合わせて約６億8,000万円。その６億8,000万円が、今回９月の補正予算でも昨年の繰越し

ということで補正予算を提案させていただきますが、全て経済対策に使わせていただいてお

ります。この後、国のほうには一刻も早く国会を開いて、補正予算をつけてほしいという要

望をしてまいりました。これも、私どもの町に来られる国会議員の先生方何人にもお話をさ

せていただきました。 

コロナの、いわゆる特別委員会が国会のほうであるようでございますけれども、その折に、

私どものお願いしたことを言ってくれる国会議員がお一人おりました。これは毎回、必ず臨

時交付金を何とか増やしてくれ、あるいは早くにやってほしいということを訴えていただい

ておりました。本当にありがたい話だなということで聞いておりましたけれども、多くの国

会議員、地元選出の国会議員は、やはり地方が非常に疲弊しているのだと。国は多額の借金

をしても、何とか持ちこたえられるかもしれないけれども、地方はそうはいかないのだとい

うことで、何とかまた早くに国会を開催していただいて、臨時交付金を決定していただけれ

ばなと。 

今、与党の関係者は、いろいろ選挙の関係ですとか、総裁選ですとかがあるようでござい

ますが、野党の議員方からは補正予算をかなり特別に組むべきだという声が上がっているよ

うに聞いております。私どもも、国の動きを十分注視してまいりたいなというふうに思って

おります。 

問題は、町の財源で何ができるかといったときに、一番やはり私ども心を痛めているのは、

今ここで洞爺湖温泉、または本町地区、洞爺地区で経営が成り立たなくなってきてお辞めに

なるという業者が出てくると、これは町にとっても死活問題になってまいります。この町に

住民の皆様がいなければ、私どもの職場は全くなくなるわけでございまして、皆職員共々そ

ういう危機感は持って対応しております。 

一番これから出てくるであろう、特に洞爺湖温泉のホテル・旅館は多額の借入れを起こし

ております。以前から東日本大震災、あるいは胆振東部地震のときにもそうですけれども、

借入れを起こさなければ経営がなかなか厳しいというところについて、私どもの町は、財源

の問題もありましたから、利子補給を３年間ということで、それらを用意させていただきま

した。コロナが終息して、いざ観光客の皆様をお迎えするという体制が整った暁には、やは
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りそれらの対策を講じていかなければならないだろうという考え方を持っております。 

ただ、そのためには、今ある程度のものを残しておかなければ、次の対策が打てなくなっ

てしまうということもございますので、今現在、考えておりますのは、やはり早くに国のほ

うで臨時交付金制度をさらに増額していただけることについて、強くまた国のほうに要望し

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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 丁寧にご説明をいただきましてありがとうございました。 

  以上をもちまして、一般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、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２時といたします。 

                               （午後 １時４７分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時００分） 

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

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を続けます。 

 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、通告いたしました案件について質問させていただきたいと思うわけであり

ます。毎回申し上げておりますが、一般質問というのは、政策論争の場であるわけでありま

すが、案件上、具体的な細部にわたっての質問もあろうかと思いますが、その点については

前もってお許しをいただきたいと思うわけであります。 

それでは、まず最初に、新型コロナウイルス感染症防止強化策について質問させていただ

きたいと思うわけであります。 

今まで、今会議におきまして３名の方々の一般質問がなされておりますから、できるだけ

私は割愛しながら簡潔に質問させていただきたいなと思うわけであります。 

さて、今回の一般質問に通告いたしまして、質問に入る前に現在の健康福祉センター長並

びに関係者の方々というのは、日夜にわたっていろいろと努力されていることに対して、改

めて敬意を表しなければならないなと。今日、朝、玄関口で会いましたら、昨日も、おとと

いも、やはり接種対策の関係で勤務していたのだということを聞いて、本当に心の中で、優

しい越前谷でありますから、涙が出ました。そういうことで、町長、職員の方々も一生懸命

努力されております。しかしながら、労務管理というものもやはり徹底していただければな

と思っております。 

さて、本題に入らせていただきます。いわゆる３度目の緊急事態宣言が北海道におきまし

ても８月27日に発令いたしまして、９月12日に終了かなと思ったのが、感染状況が厳しいと
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いうことで、９月30日まで延長になったと。これは、21都道府県であるわけであります。こ

の21都道府県の中で、先ほどから課題になって質疑されておりますが、医療の関係が非常に

厳しいと。それから重症患者が多い、あるいはまた感染が下がってきておりますけれども、

死亡者も多いという環境の中、第５波が縮小傾向にある、あるいはまた、あるかのように政

府のほうでもメディアを通して申し上げているところであります。しかしながら、第５波の

感染症というのは、私は止まっていないのではないかという思いを持っております。 

それで、洞爺湖町におきましても、ワクチン接種などを積極的に行って、当初よりも早く

に他の町よりも希望者の方々には接種しているように伺っているわけでありますが、最近は、

ブレイクスルーという感染の言葉が踊っているわけであります。このブレイクスルー感染と

いうのは、ワクチン接種を行った後に感染すると。そして、今の入院患者も約３割方がブレ

イクスルー感染であると。特に、70歳から90歳の方々に多いと言われております。特に主流

の変異株の中では、ブレイクスルー感染というのはデルタ株感染のようであります。当初、

コロナウイルスが昨年１月15日に初めて日本の中でも確認されたときには、いわゆる接触感

染、さらには飛沫感染、さらには空中感染に十分気をつけなければならないぞということで、

今日まで政府を挙げて我々洞爺湖町の中におきましても、みんなが英知を結集しながら努力

をしてきているところでありますが、昨今では、空中感染が６割を占めているという状況、

空中感染です。したがって、人流の抑制などというのは、やはり私は不可欠だと思っており

ます。まだまだ安心できるものではないという思いを持っております。 

専門家は、コロナウイルス感染症というのは災害であると、あるいはまた有事であるとい

うことを述べている方々もいるわけでありますが、そのことに対しては、私は個人的に共感、

同感であります。やはり何といっても、これから我々行政に参画している者として、住民の

方々が一人も感染者が出ないように努力をしていかなければならないだろうと。 

その努力の中で、三つの基本というものがあるのではないかなと思っています。いわゆる

三つの基本バランスであります。その一つは、感染経路を断つことだと。具体的には後ほど

触れさせてもらいますが、二つ目は感染源を減らすことだと。それから三つ目は、ワクチン

接種を進めることだということでございます。先ほどの答弁の中でも、洞爺湖町におきまし

ても該当者の中の希望者は８割方で、あと２割の方々はいろいろ事情があるのでしょう。そ

ういう状況であるわけでありますけれども、できるだけワクチン接種が受けられるような環

境を整えていかなければならないだろうなと。 

最近は、先ほど申し上げたように、昨年コロナウイルス感染症ということになったときは、

いわゆるお父さん、お母さんから子どもさんに家庭内感染でうつると。ところが、昨今は、

子どもからお父さん、お母さんに感染するという逆現象も出てきているようであります。全

国におきまして、12歳以下の保育園児の方々も感染している。クラスターも発生している。

それで、全国の保育所で休所、休園というのが160から170か所あるようであります。 

私は、こういうことを考えると、政府は、総合的に感染症防止対策を一生懸命やってきた

だけに、なぜか緩和措置を近々取らざるを得ないとかという言葉が踊っているようでありま
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すけれども、やはり経済というものを考えたら、それはそれなりに理解できるのですが、だ

からといって、今ここで感染症防止対策というものは緩めてはならないと思っています。全

体的に意識が休止状態にあるのではないかなと思っております。 

原点に返って、基本の３密を回避しろと。いわゆる密接、密集、それから密閉。先ほど職

員の方々も窓を開けたり閉めたりしてくれておりますけれども、そういった日頃の基本の感

染防止というのは、これからも徹底していかなければならないと。マスクの着用であるとか、

あるいはまた手洗いの励行であるとか。 

最近、町長あたりも気がついているのではないかなと思うのですが、私は車に乗りまして

すれ違うと、マスクをしている方々が何台のうちに何人いるのだろうかなということになる

と、大体10台に１台あったらいいほうではないかと思っています。マスクをして運転してい

るのは。特に複数の方々が乗車しているにもかかわらず、マスクを外している。それはワク

チン接種もした、感染症の人数も下がってきたという気の緩みからそうなっているのではな

いかな。しかしながら、先ほど申し上げましたように、変異株のデルタ株というのが猛威を

振るって、感染された入院患者の方々の３割ぐらいはワクチンを打った後に感染していると

いう状況であるわけでありますから、この辺をしっかり捉まえて対策を講じていかなければ

ならないだろうなと。 

今、自民党の総裁選が近いということで、立候補する方々が３名名前を上げているようで

あります。私は自民党の支持者でもありませんが、支持している政党はありませんが、何と

いってもこの国のこれからの国益だとか、あるいは国民の命と暮らしを守るためにどういう

政策を打ち出して、どうしようとしているのかということを、私は正直いって真剣に見てお

ります。ただ、今、自分が感じ取っているのは、国民に訴えるというのが少なくて、自分が

選挙に勝つための政党の中での論議だけにすぎないなという思いを持っている一人でありま

す。 

そこで、先ほど申し上げましたように、感染症防止対策であるとか、あるいはまた感染さ

れても一日でも早く社会に復帰できるとかということで、欧米ではＰＣＲ検査を徹底してお

ります。それから、家庭、職場、学校は、自主的に感染の有無ができる抗体検査であります

が、検査キットという簡単に30分ぐらいで検査が済むといったものを全家庭に配布している

と。それから、先ほどの質問にもあったようでありますが、地域に無料の検査場も設置して

いる国も多いようであります。なぜ日本はそういうことにならないのかなという、私は疑問

を持っている一人であります。 

先ほど申し上げましたが、自民党の総裁を選ぶ中において、これから何といっても国のか

じ取り役でありますから、ぜひ、新型コロナウイルスに勝利を収めるような具体的な戦略を

持って国民の命と健康を守るという政策論争をしながら、基礎的な設置を求めたいなと思っ

ているわけであります。 

そこで、先ほどの検査キットであるとか、それから地域の中に無料検査場を設置するとか

といったことが社会全体に普及させる時期に来ているのではないかと、遅しかもわかりませ
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ん。そういう社会全体に普及する時期に来ているにもかかわらず、いまだにそういう動きが

ないというところに私は懸念、危惧をしているわけであります。いわゆる今までの感染症防

止対策もしかりでありますが、これからもっともっといろいろな面で経済の活性化も考えて

いかなければならないでしょう。いろいろな課題があるわけでありますから、従来のような

かじ切りではなくて、別な方向性にかじを取っていくような策を講じる必要があるのではな

いかなと思っております。 

そこで、町長に伺っておきたいのは、洞爺湖町に感染者が出たならば、私は、氏名、住所

ということになると、先ほども質疑の中にあったように、中傷誹謗につながるということで

ございますから、そういうことは避けなければならないと思っています。絶対に避けなけれ

ばならない。しかしながら、今必要なのは、行政と議会が情報共有し合って、住民の健康と

生命を守るという環境づくりを全力投球していかなければならないのではないか。緩んでは

駄目だと思っています。しかしながら、守秘義務もあります。これは分かってのことであり

ます。全員協議会の中で発言したのは、こういう主たるものであるということもご理解をい

ただければなと思っております。 

そこで申し上げますが、個人情報保護法というものがあります。個人情報保護法の中では、

地域は抵触しません。私は全員協議会で申し上げたように、氏名、住所は必要ないけれども、

できるだけ地域だけでも情報共有し合って、注意喚起を促す意味でも、行政、議会がしっか

りと情報を共有し合ったほうが感染防止対策の強化になるのではないかということで質問さ

せていただいたわけであります。 

今、北海道の個人情報保護法の見解であるわけであります。それは、最近明らかになって

きましたが、参照していただきたいと思うわけでありますが、これは災害でありますが、道

の災害における個人情報の見解であります。これは家族の同意が基本的になっているわけで

あります。家族の同意がなければ基本的に氏名を公表しないという方針を最近決めたわけで

あります。 

町長、道の壁もあるようでございますが、住民の生命と健康を守るために、これから洞爺

湖町のトップリーダーとして、どういう策を講じて住民の健康と生命を守る環境づくりに情

熱を持って取り組んでいくのか、その辺をまず伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほどもお話しさせていただいた話ですが、この地域に住民がいなけ

れば私どもの職場はないのだと。私どもはこの地域の方々のために一生懸命身を粉にして働

く義務があると。それは役所に入るときに職員は皆、宣誓をして入ってきております。その

先頭に立たせていただいておりますので、まずは住民の皆様の生命、財産を守っていくのが

私どもの責務というふうに思っております。ただ、今、私どもの力だけでは到底及ばない国

の力、あるいは道等の関係がありまして、なかなか先に進めない部分があると。これも現実

でございます。 

  そんな中、これは何回もお話しさせていただいているものでございますけれども、地域の
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ことは地域の我々が一番知っているのだということで、北海道、特に胆振総合振興局のほう

には再三にわたって要望させていただいております。この間は、用紙に書きまして、質問状

みたいな形で提出をさせていただきました。 

その答えが、この間返ってきまして、やはり今現在、新型コロナウイルス関係については、

先ほどから担当課長が言っておりましたけれども、特に医療圏の関係では、６次医療圏とい

うことで北海道を６ブロックに分けて、そこのところについては北海道が公表すると。地域

の医療関係については、残念ながら今は公表できていない状況です。今現在も道はする意思

がないというふうな内容になっておりますが、私どものほうからは、地域内のことは地域が

一番よく知っているので、その辺を何とか改善してほしい、緩和してほしいという要望をさ

せていただいております。残念ながら、今現在はなかなか厳しい状況にあるということでご

ざいます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 分かりました。何度も答弁されておりますから、その辺の答弁の内

容は理解させていただきました。 

  次に、災害対策基本法の改正による災害防止対策について伺いたいなと思います。 

まず最初に、災害対策基本法が改正されたわけでありますけれども、土砂災害のほうから

現状を皆様方に質問しながら、実態の答弁を受けたいなと思うわけでありますが、実は、言

うまでもなく静岡県の熱海市で７月に大規模な土石流が発生して、死者が26名、いまだに行

方不明者が１名ということで、甚大なる被害を受けたわけであります。 

その要因といたしまして、建設残土の盛土などが崩落したと。土石流、あるいはまた地滑

りのおそれがある土砂災害危険箇所の上部に大量の盛土があって、そして大雨によって崩落

に結びついたということであります。懸念ある場所には盛土させないという国の法律もある

わけでありますが、国の法律の中には、いわゆる大規模な植林であるとか、あるいはまた宅

地造成のための法律が実はあります。 

いろいろと熱海の状況を調べてみると、いわゆる国の法規制の法の穴をくぐり抜けて工事

をやっていたということであります。静岡県は、あるいはまた静岡県を含む、都・府・県は、

道は入っていません、条例を設けて土砂災害の防止策の危険箇所については、こういう措置

を取るぞという法規制があったわけであります。 

過去に、私はこの場でも申し上げましたが、国の法律よりも強いのは、その自治体にある

条例であるぞと申し上げたことを私は鮮明に覚えていますけれども、そのとおりのことを、

静岡県を含む、都・府・県は条例制定しているわけであります。 

北海道には、条例がなかったのです。静岡県熱海市の事故が発生してから、国の法規制は、

対象が宅地造成、大規模な森林開発だけであったわけでありますけれども、これを規制しな

ければならないということになったようであります。 

道内においても、そういう建設残土の盛土の実態は、まだ把握されておりません。道内で

は、現地調査の必要な警戒区域というのは指定されていないわけでありますけれども、その
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中で指定されているのは31の市町村に警戒区域があるぞということが判明され、このほどマ

スコミで報道されているわけであります。その31のうちの７割に当たる22の市町村が、ボー

リングなどの地盤調査を造成地に実施していないことが分かったと発表したと。31市町村が

ある中で７割に当たる22の市町村が全くボーリングなどの調査がされていないということが

明らかになったわけであります。 

そして、実施管理されている町があります。これは皆さんご承知のとおり、31市町村のう

ちで、胆振東部地震で大災害が発生した厚真町だけがこういうボーリングなどもやって実態

調査、実施調査を行っているということが明らかになってきました。胆振東部地震は３年前

の９月６日でありますけれども、厚真町では残念なことに37名の命が奪われたわけでありま

す。胆振東部地震で総体的には44名の方々が犠牲になって、そのほかにけが人も多く出てい

るわけであります。 

私は、洞爺湖町におきましても、土砂崩壊の危険箇所区域というのが92か所ほどあるとい

うことは以前から聞かされております。国の指定、いわゆる大規模盛土造成地は、谷埋め型

ということで、腹付け型ということのようでありますけれども、これは洞爺湖町におきまし

て、こういう国の指定を受けている大規模な盛土というのはあるのでしょうか。その辺をま

ず伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今ご指摘いただきました大規模盛土造成地の関係でございます。 

  阪神淡路大震災、東日本大震災において、谷や沢の傾斜地を大規模に盛土した造成地で崖

崩れや土砂が流出する被害が発生したことから、国はこのような災害を未然に防止し、軽減

することを目的に、大規模盛土造成地を把握するための調査等を支援する宅地耐震化事業を

推進しています。 

  この大規模盛土造成地の安全性の把握を進める第１段階として、地方公共団体に、先ほど

議員おっしゃっていました、大規模盛土造成地マップを公表する取組が進められまして、当

町におきましても令和元年度に２か所の大規模盛土造成地があるということを公表している

状況となってございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、部長のほうから答弁あったように、洞爺湖町においても２か所

ということであります。この２か所は、先ほど言ったように、31のうちでボーリングなどの

調査をやって完了しているのは厚真町だけと申し上げましたが、それでは洞爺湖町として、

こういうボーリング調査などの地盤調査などの実態調査というものは、いつ頃完成するのか、

その辺伺っておきたい。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 洞爺湖町の対策でございますけれども、実は令和２年度、昨年度

に第２段階といたしまして、第１段階で判明した地点の２か所につきまして、安全性を確認

する調査として現地踏査及び優先度評価というのを昨年実施してございます。新聞等で報道
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されてございます次の段階の現地調査及び安定計算等につきましては、来年度以降に安全性

の確認を行うということで予定し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） 来年以降に確認するということで、今言われているのは、ボーリン

グ調査というのは、１か所につき1,500万円ほどかかると言われております。２か所あると

いうことは3,000万円ぐらいかかるのではないかという財源措置も必要なわけでありますが、

何といっても住民の生命と財産を守る、あるいはまた地域の環境などを守るということを考

えれば、1,500万円かかっても、そういう調査をするべきではないのかなと思っております。 

  ここ最近、回覧が流れてきて、ハザードマップも添付されていました。ハザードマップを

見ると、自分みたいな老眼の者は、どこに何を書いているか非常に細かくて分からない。こ

れは自分ばかりではないだろうと思います。一般の住民も、洞爺湖町に92か所あるけれども、

私のどこがそうなのだろうかと、私のそばにあるのだろうかというのを把握しづらい、課長。

だから、近いうちに、もう少し場所をアップしたハザードマップを流すべきだという気がし

てなりません。 

  私は、ここで一番伺っておきたいのは、先ほど申し上げましたように、洞爺湖町において

も92か所の危険箇所があると。その中でも一番危険で要注意の場所はどこなのか。それと併

せて、減災対策に対してどのような対策を講じているのか、伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 土砂災害の対策についてでございます。 

  今、議員からご指摘のあったとおり、ハザードマップに関しては、毎年、北海道から指定

されるところが少しずつ増えてきているために、現在のところ、我々職員が手づくりで対応

してきているところでございます。町内の指定箇所については、おおむね完了しつつあるこ

とから、今後は、議員からお話があったように、見やすい、もっと大きくしたものを作って

いく必要があるというふうに私も認識しているところでございます。 

  また、土砂災害の危険なところという部分では、ハザードマップ自体が少し小さくて見に

くい部分もあるかと思いますが、イエローゾーンとレッドゾーンというふうに記載されてお

りまして、地図の中にレッドゾーンは赤く塗られている部分があって、そういったところは

土砂災害の危険の発生が著しくあるという印になりますことから、ハザードマップ内でレッ

ドゾーンがある部分については、注意していただきたいというふうに考えております。 

また、そのほかの対策については、洞爺湖町では土砂災害指定区域に係る事前の住民説明

会を開催したり、また、指定後には、先ほどご指摘のありましたハザードマップを作成して、

全戸配布することによって、土砂災害への啓発を図るとともに、適切に避難情報を町のほう

で発令できるよう、避難情報発令判断に係るマニュアルを令和元年度に整備したところでも

ございます。 

また、先日お配りさせていただいた広報とうや湖９月号においても、土砂災害への啓発に

係る記事を投稿したり、それと併せて、このたびハザードマップをお配りしたりしておりま



－103－ 

すので、まだまだ十分とは言えませんが、土砂災害に対して我々も重点を置いて対策をして

いるところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） もう1点、一番危険な場所ということの答弁。 

仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 大変失礼いたしました。 

  中でも、我々が危険だと認識しているところが福祉施設ですとか、高齢者の事業所がある

場所が危険というふうに認識してございまして、北海道もそういった認識を持っていただい

て、そういうところから順次ハード対策を進めているところであります。 

具体的に申し上げますと、洞爺の川東地区にある財田の癒しの郷というところがあるので

すが、あそこの背後に急傾斜地がございまして、そこの急傾斜地の崩落の対策工事を年次で

北海道のほうで進められておりまして、予定では今年度に終了するというふうに聞いてござ

います。 

また、清水の友愛の里のところの部分でも危険がかなり大きな部分でございますが、北海

道がこの対策事業をやることになってございまして、現在、北海道のほうで地権者と工事に

係る協議を進めているところではございますが、かなり地権者が多くいる場所でございまし

て、そこの辺で道と地権者との交渉が難航しているというふうに聞いてございます。 

私どもとしては、その２か所が特に危険であるというふうに認識してございますので、大

雨警報ですとか、かなり雨量が想定される場合においては、事前に両施設にお知らせして、

避難所が必要であれば、町としても協力したいということをお話しして対策をしているとこ

ろでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、企画防災課の危機管理室長の答弁の中で、行政だけが危険箇所

とかというのを理解していても駄目なのですよ。やはり周辺の住民の方々にもしっかりと危

険箇所であるということを認識させるような行政の手法というものが求められるという気が

してならないのですね。 

  あと、これからもずっと一般質問させていただきますけれども、いわゆるこういう土砂災

害を防止するために、森林の役目も大きな土砂災害を未然に防ぐ一助になっているかと思う

のですよ。町長もご存じのように、国土の７割は森林であります。その中で、これは農業振

興課長あたりがご存じだと思うのですが、森と林の違いはどういうことですか。分かります

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） 森と林の違いでございます。 

  森でございますが、木々がこんもりと生えているところという意味でございまして、自然

にできた樹木の密集地でございます。それから、林でございますが、同じ種類の木々が多数
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立ち並んでおり、木と木の間隔が狭いところという意味でございまして、人工的に造られた

樹木の密集地という違いでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、課長が答弁されたとおりであります。やはり林というのは人工

林で、これからいろいろと後で触れさせていただきますけれども、人工林の在り方というの

は、これからもっともっと真剣に考えていかなければならない。例えば、乱開発されたとこ

ろの遊砂地には木を植えるとか、そういう使命というものを我々行政マンにとってもあるの

ではないかなと思っております。 

  それで、もう１点伺っておきたいのは、今、清水地区で盛土工事を行っております。これ

は、先ほど申し上げたように、国の法律では何ら抵触するものではないと思うのですが、私

は以前、国鉄職員であって、あの周辺は非常に土砂崩れの懸念がある場所で、要注意の場所

であったのです。当時、国鉄時代は。今、工事をやっている、盛土をやっているその下には、

町長、室蘭本線が走っていると。大事な室蘭本線ですよ。室蘭本線が走っているのだけれど

も、その上でどんどんどんどんと、先ほど言ったように、建設の残土を運んでいるような状

態で、これは私も見ましたけれども、いろいろと排水溝の設備などきちっとやっているよう

でありますけれども、しかし大雨が降った場合に、ああいう盛土が静岡県の熱海のように流

れはしないかという自分自身は懸念を持っているのですよ。その辺の行政としての見解を

伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今ご指摘ございました清水地区の盛土でございます。 

  現在、国道230号線のトンネルを出てきたところと国道37号の交点のちょうど右側のとこ

ろで、議員ご指摘のように、盛土が行われている状況となってございます。国の担当者のほ

うに確認しましたところ、現在、盛土しているのは国道37号の道路区域内の土地ということ

でございまして、工事の残土による盛土を行って、敷地の有効利用を考えているということ

でございました。 

  現時点で、具体的な活用方法が決まっているわけではないとのことなのでございますけれ

ども、盛土箇所については、排水処理も含めて適正に管理されているとのことで、問題はな

いということで認識し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） 今、国の担当者ですか、国というのは開発局の担当者なのかな。そ

れはやはり国の法律には抵触していないという認識だろうと思うのですよ。先ほど申し上げ

ましたように、それでは危険だ、懸念があるということで、先ほど静岡県を含む、都・府・

県が条例を制定したのは、そこにあるのですよ。国の法律には抵触しない。しかしながら、

それを放置していたならば、非常に危険であるということから、都・府・県が条例を制定し

ている。北海道になぜそういう条例がないのだろうか。私は、非常にこれは疑問に思うわけ

であります。 
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  そこで、町長、私は町長に訴えたいのは、こういう土砂災害から地域を守る、あるいはま

た住民の生命と健康を守るというならば、条例を制定するべきであるという認識を持ち始め

ました。 

もう一つ、こういう例があるのですよ。今、環境省で明らかにしたわけでありますけれど

も、環境省は太陽光パネルにどういう規制をかけようとしているのかということを申し上げ

ると、今まで促進区域には、先ほど言ったように、造成盛土をしていいですよと。それから、

大規模な森林もしてもいいですよということであったのが、そこは促進区域だったのです。

ところが、今回の環境省では、静岡県の熱海のあの大きな災害を見て、傾斜地は土砂災害が

発生する、誘発をする場所だと。そういう場所だけに、地域指定対象から除外するというの

が環境省で決めて、全国調査に入ると。調査した結果、安心・安全なルールをつくり上げる

ということであります。 

そういうことを考えれば、うちの町も92か所も危険箇所がある。そういう事故が発生して

でも、住民の命とか、あるいはまた財産をしっかりと守るという観点で考えたならば、国よ

りももっと強い、都・府・県がやっているような条例を制定するべきだと思うのですよ。そ

ういうことをきっちりとしなければ、これから法の穴をくぐって、そういう残土を盛り上げ

ていく、宅地造成をする、乱開発に結びつくような工事が出るのではないかなと懸念します

ので、時間の関係もありますので、町長の土砂災害防止対策についての見解を伺っておきた

いなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま、当町にも92か所の、いわゆる土砂災害危険区域と言われる

ところがございます。そこのレッドゾーンについては、ただいま北海道が事業を施工すると

いうことになっておりまして、一部については現在もやっていただいている。もう一つにつ

いては、清水友愛の里の裏側の山のほうなのですが、用地補償がまだ行き届いていないとい

うふうなことでございますけれども、一刻も早く用地交渉して工事に取りかかっていただけ

るよう、私どものほうからも強く要望してまいりたいというふうに思っております。 

  また、清水の、先ほどおっしゃられたところにつきましては、確かに下に線路がございま

す。その線路は、いざ噴火災害が起きたときの避難線路の役目も果たすということから、重

要な路線にもなってきます。その上の土地は、たしかＪＲがずっと持っていた土地かなと思

いますけれども、そこのところは開建、あるいはＪＲと、また町がきちっと中に入って話

を進めてまいりたいというふうにも思っております。 

  とにもかくにも、常日頃安全にしていただけるように、行政としては努力をしてまい

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） 皆さんご存じないかもわかりませんが、昭和41年のときに豊浦と虻

田の間の清水地区のトンネル一つ挟んだクリヤ隧道と言うのですが、向こうのほうで大土砂

崩落があったのですよ。これは殉職者も出た。あの地域は、自分も国鉄職員であったわけで
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ありますけれども、あの区間というのは、非常に危険な箇所であるという認識して今日まで

作業をやってきた一人なのですね。そういうところだけに、何ら国の法律に抵触しないから

といって、ああいう盛土をやったならば、大雨が来たなら大変ではないかなと、自分自身は

本当に懸念、危惧しておりますよ。 

  先ほど申し上げましたように、室蘭本線が通っている。室蘭本線というのは、地域の生活

列車として走っている。通学、通院に列車が走っていると。もう一つは、地方の特長を生か

した列車で、いわゆる特急列車と言うのですが、そういう列車も走っていると。さらには、

それが進化した、洞爺湖町におきましても四季島というクルーズトレインの列車も走ってい

るのが室蘭本線です。極めて重要な室蘭本線で、もしあそこに大きな災害等々が発生したな

らば、コロナウイルス感染症と同等の、洞爺湖温泉とか周辺の経済に大きな影響が出るとい

う心配を持っている私は一人なのです。そういうこともございまして、町長自らが現地を見

ていただいて、どういう安全防止対策を講じてほしいのか、働きかけをしていただければな

と思っております。 

  時間の関係上、次に入らせていただきますが、今回の本題であった災害対策基本法が改正

されて、これは前にも申し上げたわけでありますけれども、災害時に支援の必要な障害者や

高齢者一人一人のために個別避難計画というものをつくり上げたのですよ。 

個別避難計画は、勉強している危機管理室長だからご存じかと思うのですが、素案を考案

したのは大分県の別府市であります。大分県の別府市で素案を考案いたしまして、それを兵

庫県がお手本にしたわけです。その結果、国は、内閣府の防災関係の検討会などで論議をし

て、これは非常に参考になる素案だぞということで、やるべき方向だということで、災害対

策基本法の改正に結びついたのですよ。素案を考案したのは、国ではない。地方の大分県別

府市で考案したのですね。 

そういうことを考えれば、私どもは何といっても、別府市あたりに出向いていって、町長、

コロナが終息したならば、ぜひ、担当職員などが研修視察に行って、やはり学んでくる必要

性が私はあるのではないかなという気がしてならないのですよ。後で、その辺の答弁もいた

だきたいと思うわけでありますけれども。 

そして、個別避難計画というのは、何といっても、地域丸ごとに連携を深めて避難を促進

させるという計画案が個別避難計画の中でうたわれているわけであります。私は、共生社会

の中において、防災と福祉が分断されているようであったら駄目だと思うのですよ。個別避

難計画の中でも、福祉の担当者も一緒になって要支援者であるとか、いわゆる要援護者など

を避難させるような対策を講じてほしいというのが改正された個人避難計画なのですよ。担

当課長は勉強していますから分かっていると思うのですが、そういうことなのですよ。 

こういう防災と福祉が一体となって要支援者をどう避難させるのかということを、いわゆ

る庁舎内の連携であるとか、あるいはまた地域であるとかといったことで、地域というのは

共助ということになるかと思うのですが、そういう体制づくりをしなければ、いざとなった

ならば、要支援者を避難させることにならないのではないかということの対策を、これから
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徹底的に関係団体、自治体は、やるべきだと。これが今回の改正された避難計画の要旨なの

ですね。 

そのことを十分理解して、そして聞くところによると、先ほど申し上げました連携。今ま

で行政マンであるとか、そういう福祉の専門家であるとか、あるいはまた地域の人たちと一

緒になって調整会議というものを開いているだろうか。私はあまり聞いていないのですけれ

ども、そういうことも逐一やっていかなければならない。このリーダーというのは、福祉専

門員であります。職員ではないのです。職員の中でも福祉専門員がいるかと思いますけれど

も、そういうことをしっかりとやって、避難者を救済していくということであります。 

よく聞こえてくるのは、「地域力が弱いから、災害時には無理だよね」という声も実は聞

こえてまいります。私は、災害に備えることが共生社会の協調意識が芽生えて、そして地域

力が高まる原動力になると思っているのですよ。そういうことをしっかりと私はやっていた

だきたい。何事も根本が大事で、共生社会を共生することが私は重要でないのかなという気

がしてならないのです。 

少し具体的なことを申し上げますが、災害訓練というのはいつもやっているのですが、な

ぜ日中だけなのですか、なぜ夏場だけなのですか、なぜ秋頃だけなのですか。災害というの

は冬に起きるかもわからない、夜に起きるかもわからない。そういう想定をした訓練という

のはなぜできないのかということを私は訴えたいのですよ。 

洞爺湖町の中に、自主防災組織をつくっているのは８自治会あるということであります。

洞爺湖町にある47自治会の中で、なぜ八つぐらいなのかな。やはり時代の流れで、高齢化も

進んで、人も少なくなって、なかなか自主防災組織の設立が困難だという場所もあろうかと

思うのですよ。 

併せて、私は年に何度のどういう活動をしているか分かりませんけれども、奨励金である

とか活動費があまりにも少なくて、自主防災組織をつくるまでいかないという声も聞こえて

おりますけれども、この辺の見解と設立できない原因というものを端的にお答えいただけれ

ばなと思います。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの自主防災組織に関わる質問でございます。 

まず、活動費につきましてでございますが、議員ご承知のとおり、現在の我々の用意して

いる補助金というのが、多いところでも年間で５万円というようなところで支援してまいり

ましたが、今年度におきまして、６月の行政報告でも報告させていただいたところではござ

いますが、宝くじの助成事業で、１自治会３０万円分の自主防災組織の活動に係る防災資機

材の購入の支援がこのたび当たったものですから、令和元年度までに設立された六つの自主

防災組織に関しましては、自主防災組織から必要な欲しい資機材を聞き取りいたしまして、

このたび購入して、今月中にそれぞれの自治会に配りたいというふうに考えてございます。 

また、八つあるうちのまだ六つしかこれが当たっていませんので、残る二つにつきまして

は、また次年度以降で補助の申請をしていきながら、それと併せて、町が行っている独自の
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補助金の考え方についても考えていかなければいけないというふうに考えてございます。 

また、自主防災組織の設立がなかなか進まないということに関しては、先ほど議員もおっ

しゃられていましたように、高齢化が進んで、自主防災組織よりも自治会運営そのものも危

ういというような自治会もあったり、自治会長ですとか自治会の役員がつくりたいという意

思がありながら、それを地域に持ち帰った段階で皆さんから賛同を得られないというように、

自治会それぞれに様々な要因があって、なかなか進んでいっていないというような状況です。 

そんな中、３月から５月にかけて未設立の温泉地区を町長と回らせていただいて、自主防

災組織の設立の促進に向けてお願いに伺っているところですが、まだまだ決して我々これで

足りているというふうに考えていませんので、今後も同様の取組を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 課長あたりもそういう自主防災組織の設立に随分努力をされている

ということは、自分もそういう認識でいるのですが、何といっても、災害に備えるためには、

地域の方々やら、その周辺で生活している方々が共同行動できるような体制の確立というの

が必要であるだろうなと思って申し上げているところであります。 

  何といっても、先ほど申し上げましたように、町長、訓練などは伊達市でもどこでも日中

ですよ。夏場だけにとか、昼間だけに災害が発生するということは、危険ですよ。恐らく町

長にそういう認識はないと思いますけれども、冬にも発生するぞと、夜にも発生するぞと。

昼に発生したならどうするのだ、夜に発生したらどうなるのだ、冬に発生したらどういう対

策を講じなければならないのかということをやはり事前に協議を深めて、そういう体制づく

りをしておかなければならないのではないのかなと思って申し上げています。 

  後で町長の見解を求めますが、実は、昨今のマスコミ報道でありますが、道立総合研究機

構というのがあって、いわゆる道総研と言われて、これは昔から自分も耳に入れていること

でございますけれども、道総研が冬の積雪状態での地震であるとか津波であるとか、もちろ

ん噴火も入っています。そういう想定した避難訓練用のシステムの本格運用を今年の冬から

始めるということになっているようであります。 

これは、高齢者に衛星利用、いわゆる測位システムのＧＰＳがついた小さな小型端末を

持っていただくと、身につけていただくと。そのことによって、積雪の訓練で避難所まで何

歩歩いたと、例えば「津波が来るぞ、さあ、逃げれ」。端末つけて高台まで行くのに、例え

ばここでいうと虻田小学校まで行くのに何分かかるぞと。だとするならば、こういう対策を

講じなければならないのではないかというのが、そこから生み出てくるだろうと思っている

のですよ。その避難所まで歩いた時間を計測いたしまして、そしてデータを分析して、計画

どおり避難が可能かどうなのか検証するということであります。 

冬期は、積雪や寒さで生命に危険が及ぶ可能性が高まるだけに、道総研は、今年の冬あた

りから各市町村で活用してもらうようなことにしていきたいということであります。洞爺湖
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町として、よその町よりもいち早くこういう体制の構築をしていただければなと思ったので

す。 

実は、私の生まれ故郷、熊石、今、八雲町熊石地区で60名が参画して、14年前に平成19年

に実施しているのですよ。避難訓練を実施。津波で、高齢者が避難を諦める傾向があるけれ

ども、データで冬でも待避できるぞと。参加した方々は、可視化されたというのですね。分

かったと。冬でも、津波の場合は、俺たちは何分で高台に避難できるぞと。そういう訓練を

実際に八雲町で実施されて、熊石地区です。私も奥尻島の地震のときは自分の家にも波が入

りました。そういうこともあって、熊石では60名参加して、14年前ですよ。昨日、今日はな

いのですよ。もうやっている自治体は、生命と財産を守らなければならないということを考

えて、こういう避難訓練を実施しているということを、町長、十分理解していただければな

と思います。 

洞爺湖町でも、町長、何とか災害などあってほしくない。だけれども、いざとなった場合

に、住民の方々の生命と財産を守るために、ＧＰＳを携帯した訓練というものもやるべきで

はないでしょうか。どうしたならば噴火にも強い、津波にも強い、土砂災害にも強い自治体

としてしっかりと根強く建立されていくのかということを考えたならば、こういうＧＰＳを

持った訓練も、町長、ぜひやってほしいなと思っております。 

先ほど申し上げましたように、別府市が素案を考案したということでありますけれども、

一例を挙げると、私は大分県というのはどういうところなのか分かりませんが、坂道を利用

するのに、地域の方々が障害者であるとか高齢者の方々をリヤカーに乗せて避難させるとい

う取組もしているわけであります。 

そこで、津波のことを言いました。地震、全国に約2,000を超える断層があると言われて

おります。阪神淡路の南海トラフのような切迫度のある活断層というのは、約31か所あると

言われています。これは、近郊には黒松内断層もある。それから、何といっても周辺では千

島海溝がある。例えば千島海溝で地震が起きたならば、予定では8.8度となる。そして、浜

中とかは23メートルの津波が来ると。洞爺湖町でも、推定でありますが、5.8メートルの津

波が来ると言われています。そういうサワラ周辺の噴火湾の断層もありますし、黒松内断層

というものもあるし、かつて、故沼田松夫さんが、いつか、こういう質問をしました。「洞

爺湖でも津波が起きるのだよ」と。これはまさに、私はそのときは正直いって、そうかなと

いう気がしたのですが、実は起きるのです。当時、厚真であれだけの地震がありました。44

名の犠牲者も出ました。あそこには活断層がなかった。だけれども、ああいう大きな地震が

発生したと。だから、油断できない。 

夕べあたり、地震の、恐らく見た方もいるかと思うのですが、テレビでやっていましたけ

れども、南海トラフを重点にやっておりましたけれども、いつ地震が起きて津波が発生する

か分からない。だから、十分備えが必要だということを私は訴えておきたいなと思うのです

よ。備えあれば憂いなしと。それから、いざとなったら、遠い親戚よりも近くの他人という

言葉があろうかと思います。やはり何といっても、地域で共存している方々がお互いに助け
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合って、共生社会をつくり上げていくことこそが自分たちの身を守る、障害者を守ることが

できる、高齢者を守ることができるという思いを私は持っているわけであります。 

先ほど、大分県の素案の話を申し上げましたけれども、結論から言ったら、そういう計画

が必要だけれども、熊本の地震のときに助けてくれた人は隣の人であったと。他人ですよ。

他人だけれども、他人が助けてくれたのだと。そういう声を聞けば、ふだんの備えあれば憂

いなしで、あるいはまた遠い親戚よりの近くの他人ということを大事にしながら、しっかり

と共生社会をつくり上げて、災害にも対応できるような町を建立していただきたいと思うの

ですが、理事者の見解をお願いしたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、私どもの町で、自主防災組織というか、それを何とか早くに立ち

上げたいな。特に有珠山を抱えております温泉地区、そして出来上がった泉、入江１区、入

江４区、そして、こちらのほうに来ると、６区も本来避難指示区域に入るものですから、お

願いしたかったのですが、残念ながら、自治会長がああいう状態になってしまったというこ

とで、いずれにしても、これは早くに自主防災組織をつくり上げていきたいな。 

今、大分のお話も聞きました。熱海でも、土砂災害が起きた折に、流されて、たしか娘さ

んだったと思いましたけれども、隣の家の方に助けてもらったと。窓から入れていただいて、

それで助かったのだと。やはり自助、公助、共助とはよく言いますけれども、自分一人で何

とか逃げられればそれにこしたことはありませんが、なかなかそうもいかないときに、お互

いに助けてくれる人がいて本当に助かる。ひどいけがはするかもしれませんけれども、命

あってのものだなというふうな思いから、そういうことは大切だなというふうに思っており

ます。 

  そして、議員もご承知のとおり、危機管理室長は、かなり勉強していてくれて、ああした

らいい、こうしたらいいという話も提言してくれます。それと同時に、前段でおっしゃって

いただいた訓練もそうですし、そのためには職員がもっと視野を広げる必要があるだろうと

いうことで、研修というのも本当に大切なものだなというふうに思っております。 

  実は、全国で火山防災フォーラムというのがあります。そこの今、理事をやらせていただ

いておりますが、毎年やっているのですが、去年、おととし、それが伸び伸びにこのコロナ

禍でなっております。ぜひ、そういうところにも行っていただいて、また、隣人で助け合う

ということでは、大分別府、あるいは富士山の麓にあります富士吉田市のほうも非常にいい

ものがあるように聞いております。そういうところをぜひ勉強してもらって、この町に生か

すものがあれば、生かしていきたいな。 

それと、避難訓練の話もしていただきました。日中やるときに私どもの町だけでなくてい

ろいろな関係団体の協力をいただいてやってきまして、どうしてもそれが日程の都合で昼間

やらざるを得ない部分があったというのがありますけれども、災害は本当にいつ起きるか分

からないということもございますので、時間の設定ですとか曜日の設定ですとか、その辺は

いろいろこれから工夫、検討してまいりたいというふうに思っております。 
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とにもかくにも、危機管理室だけでは足りる問題ではありませんので、常日頃私ども職員

は年に１回必ず勉強会をやっているのですが、防災とジオは自分たちの仕事のほかにこれも

自分たちの仕事のつもりでやってほしいと。でないと、横の連携ができないと福祉の関係、

要支援者の関係、あるいはさわやかのほうとこちらの危機管理室との連携ですとか、そうい

うものがうまく整っていかなければならないことも重々承知しておりますので、その辺の強

化というのをこれからもさらに深めてまいりたい。そのためには、職員がみな一致団結しな

ければならないなというふうに思っておりますので、改めて引き締まる思いで職員とこれか

ら研修を深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） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、答弁を聞いていて、ちょっと残念だなと思ったのは、ＧＰＳの

利活用の答弁をしてくれなかったので、後で時間があったらよろしくお願いしたいなと思い

ます。 

ちょっと柔らかいところでいきます。洞爺湖町にも地震が起きたら、個人的でありますけ

れども、ちょっと心配しているところがあるのですね。それは一つには、北電の送水管があ

りますよね。あれは震度何まで耐えられるのか把握しているでしょうか。そして、送水管の

保守管理というのはどうなっているのか。その辺も伺っておきたい。 

それからもう一つは、実は、神社横の上のほうに数年前に龍泉洞という観光資源になるよ

うな開発をされたところがあるのですが、龍泉洞を開発したことによって大雨が降った場合

に土砂災害が発生するのではないかなと心配している住民もいるのですけれども、龍泉洞の

完成体制というのはどうなっているのか、この２点。 

それから、町長、できたならばＧＰＳの見解も伺っておきたいなと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 初めに、虻田発電所の管理状況のところを先に説明させていただ

きます。 

  現在、管理している、ほくでんエコエナジー株式会社洞爺管理所に確認したところ、建物

自体が震度何まで耐えられるかという具体的なところは持っていないというところでござい

ます。ただ、過去の地震に対しても損壊することなく安全運転が継続されており、また、そ

ういった設計上も地震を考慮したものとなっているというところで確認をしてございます。 

  また、緊急時でございますけれども、洞爺湖畔の湖側に取水口がございまして、その取水

口にゲートを設置しており、遠隔制御により緊急的に停止する装置が設置されているという

ことで、不測の事態においても湖水が流出し続けることはないということを確認してござい

ます。   

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 龍泉洞の関係と横の神社の木の関係でございます。 

  龍泉洞の横の木につきましては、平成30年に町のほうで伐採しております。その翌年にカ
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ラマツとヤマザクラを10本ずつ植樹して、大雨などによる水対策として土のう等により対策

をしてございます。その後ですけれども、１か月の１回程度でございますけれども、現地を

確認して大雨による水の流れがないかということを確認してございますが、今のところそう

いったような問題はないという形で確認してございますので、今後も注視しながら定期的に

巡回して確認していきたいなというふうには考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 災害時におけるＧＰＳの活用でございますが、大変申し訳ございませ

ん。実は、４年前から津波想定訓練のときに室蘭工業大学のお力を借りて、ＧＰＳをつけて

いただいて、計測しながら、何分でどこどこに避難したのだと。避難ルートはどれが一番い

い避難ルートだと。これは避難訓練をやるたびにつけて、訓練をさせていただいておりまし

た。 

ただ、先ほど言っていただきました道総研の関係、ここは、実は道総研とはちょっと親し

くさせてもらっているものですから、よく勉強させていただいて、協力していただけるもの

は協力していただきたいというふうに思っております。 

ただ、今、何点か担当部課長のほうから報告させていただきました。北電のトンネルにつ

きましては、ここを管理運営しているのが北電の子会社のほくでんエコエナジーという会社

らしいのですが、常に点検をしていただいているように聞いております。そして、特にター

ビンの関係で、羽根が今３基ついているらしいのですが、５年かけて整備をすると。タンク

については、これは文献らしいのですが、コンクリートの、いわゆる管らしいのですけれど

も、100年は持つだろうというふうに言われているように聞いております。 

最近の噴火災害ですと、あの発電所が出来上がったときが、昭和17年くらいから工事が始

まっていたかなというふうに思いますが、昔の昭和52年ですか、の噴火災害、そして2000年

の噴火災害、僕もこれは聞いた話ですからあれなのですが、そこの地盤というのは、こちら

の噴火災害による地盤とはちょっと違うのだというお話で聞いておりました。そんなことか

ら、今のところはちゃんと使っているよという話で聞いておりましたので、いま一度確認し

ていきたいなというふうに思っております。 

それと、神社の龍泉洞ですか、有志の方々があそこに展望台を造られたと。そして、ちょ

うどその下のほうに、横下というのですか、町有地がありまして、ちょうど北電の電線が

走っていたと。その辺の木が電線にぶつかったら困るというので、木の伐採を一部やったら

しいのですが、その折に下のほうまで木を切ってしまったと。切った後、すぐ植樹をしてい

ただいて、年数はまだ浅いですから、そんなに高くはなっていないのですが、僕も名前がよ

く分かりませんが、根の強い草が相当伸びておりました。 

たまたま、今年８月にあそこで戦没者追悼式がありまして、行かせていただいたときに、

相当やっぱり伸びておりました。ただ、木を切っておりますので、もし万が一、大雨が来た

ときに水が横のほうに流れないかと。その対策は、土のうをしっかり積んでいただいて、水
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がややもすると神社の住宅の上のほうに流れるような、傾斜がそちらのほうにかかっている

みたいなので、母屋のほうに入らないように、その辺につきましても高い土のうを積ませて

いただいた。雨が降るたびにパトロールで行ってもらうのですが、うまく水は下の緑地帯と

いうのですか、北電の建物のちょっと伊達よりのほうに落ちているということは確認してお

りましたので、何か異常があるときには、すぐ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） 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。 

（午後 ３時２７分） 
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