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令和３年蘭越町議会第４回臨時会会議録   

 

○開会及び閉会  

 令和３年１１月１０日  

  開  会   午前１０時００分  

  閉  会   午前１０時５７分  

 

○出席及び欠席議員の氏名  

  出席（１０名）  １番   淀谷   融    ２番  金安 英照   

３番  田村 陽子    ５番  永井   浩   

６番  向山  博    ７番  難波  修二   

８番  赤石 勝子    ９番  栁谷   要   

１０番   熊谷  雅幸  １１番   冨樫  順悦  

  欠席（  ０名）   

 

○会議録署名議員  

  ６番  向山   博  ７番 難波  修二  

 

○説明のために出席した者の職氏名  

  町  長        金   秀行    副町長        山内  勲  

教育長        小林  俊也    総務課長       渡辺   貢  

税務課長       名越  義博    住民福祉課長    北山  誠一  

健康推進課長    梅本  聖孝    農林水産課長    西河  修久  

商工労働観光課長   水上  昭広    蘭越診療所事務長   山下  志伸  

教育次長       田縁  幸哉    会計管理者      小木  利夫  

農林水産課参事    木村  恭史    建設課主幹      岡本  敏裕  

   

○職務のため出席した事務局職員  

  事務局長  福原 明美     書  記  和田 慎一  
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○議事日程  

  日程第１  会議録署名議員の指名  

  日程第２  会期の決定  

  日程第３  町長の行政報告及び提案理由の大綱説明  

  日程第４  議案第１号  蘭越町港地区津波避難タワーの設置及び管理に関  

              する条例  

  日程第５  議案第２号  令和３年度蘭越町一般会計補正予算（第６号）  

  日程第６  議案第３号  令和３年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計補  

              正予算（第３号）  

  日程第７  報告第１号  所管事務調査の中間報告について（総務文教常任  

              委員会）  
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○議長（冨樫順悦）  おはようございます。  

ただいまの出席議員は１０名であります。  

これより、令和３年第４回蘭越町議会臨時会を開催いたします。  

ただちに本日の会議を開きます。  

説明出席者につきましては、名簿をお手元に配布していますので、御了

承願います。  

また、本日の会議中、報道機関の取材について許可をしておりますので、

御了承願います  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は会議規則第１１８条の規定により、６番向山議員、７

番難波議員を指名いたします。  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第２、会期の決定を議題とします。  

議会運営委員長からお諮り願います。  

８番赤石議員。  

 

○８番（赤石勝子）  おはようございます。  

令和３年第４回蘭越町議会臨時会の開会に当たりまして、議会運営委員

会の決定事項をお知らせいたします。  

会期は、本日１日間といたします。  

日程につきましては、皆様にお配りしています日程表のとおり行いたい

と思いますので、議長より、よろしくお取り計らいのほどお願いいたしま

す。以上でございます。  

 

○議長（冨樫順悦）  お諮りします。  

ただいま議会運営委員長からお諮りのとおり、本臨時会の会期は、本日

１日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

よって、会期は１日間とすることに決定しました。  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第３、町長の行政報告及び提案理由の大綱説明

を願います。  

金町長。  
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○町長（金秀行）  おはようございます。  

第４回蘭越町議会臨時会を招集しましたところ、大変御多用の中、議員

の皆様方の御出席をいただきまして、本臨時会が開催できますことを、ま

ずもってお礼を申し上げたいと存じます。  

 第３回蘭越町議会定例会が開催されました９月１７日以降の行政報告について

は、お手元に資料としてお配りしておりますが、詳細をお知らせしたい行事等に

ついて、口頭で御報告を申し上げます。  

 ２ページ、１０月７日、８時３０分から、この日は町内に居住する高齢者世

帯、障害者世帯、子育て世帯などに対し、地域において安定した生活を営んで

いただけるよう、冬期間の暖房費用の一部を助成する福祉灯油等の助成券を交

付をいたしました。  

当日は、対象の３０９世帯を、私と副町長、担当課長の３地区に分け、各御

家庭を訪問させていただき、商工会の商品券を交付をいたしたところでござい

ます。  

１０月２０日、水曜日、１０時００分から、この日はらんこし米の PR のため、

冨樫町議会議長、中井農業委員会会長、向山米－１グランプリ実行委員会委員

長、大友 JA ようてい水稲生産組合長とともに、北海道庁に出向き、鈴木北海道

知事や副知事等を表敬訪問し、新米らんこし米を贈り、ＰＲをしたところでご

ざいます。  

このＰＲ活動については、鈴木知事のフェイスブックにも掲載いただいたと

ころでございます。  

３ページ、１０月２８日、木曜日、８時３０分から、この日は泊発電所にお

ける原子力災害に備え、北海道、ＰＡＺ・ＵＰＺ圏内の町村、関係機関が参加

して、北海道原子力防災訓練が実施されております。  

 この訓練は、新型コロナウイルス感染症流行下において、後志地方に台風が

接近・上陸し、被害が発生する中、泊発電所３号機の原子炉の一次冷却材が漏

洩し、原子炉が停止。複数の設備故障等により原子炉の冷却が不能となり、災

害に至ったという想定のもと行われております。  

本町においても、現地事故災害対策連絡会議へのオンライン参加、蘭越町原

子力災害対策本部会議の招集、オフサイトセンターへの職員派遣などを実施い

たしております。  

 なお、本年度は感染症の拡大防止を図るため、住民参加による避難訓練は、

中止となっております。  

町といたしましては、原子力防災対策を円滑に実施できるよう、関係機関の
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連携、担当職員の防災技術の向上を図るとともに、住民の防災意識の高揚や、

防災対策に関する理解促進を引き続き進めてまいります。  

１０月３０日、土曜日、１５時から、この日はＮＰＯ法人しりべつリバーネ

ット主催による防災講演会が開催され、出席をいたしております。  

北海道文化放送、ＵＨＢの気象キャスターとして、平日夕方の番組みんテレ

に出演中の気象予報士、菅井貴子さんを講師に迎え、家庭でできる防災活動を

テーマに講演が行われました。  

講演会では、北海道の魅力やその理由、地球温暖化による天候の変化や災害

の発生状況などを、テレビ同様に分かりやすく説明をしていただき、出席者一

人ひとりの防災意識の向上につながったのではないかと、感じたところでござ

います。  

４ページ、１１月３日、水曜日、９時から、この日はＮＰＯ法人グッドドラ

イバー・レッスンの主催による、第１回グッドドライバー・レッスン２０２１

ｉｎ蘭越が開催され、町内外から７３名の参加をいただき、開会に当たり挨拶

をいたしたところでございます。当日は、インストラクターによる運転に必要

なストレッチやプロのラリードライバー奴田原氏による運転技術の指導、また、

踏み間違いサポートブレーキシステム搭載車など数台のサポカー体験などがあ

り、参加者の皆様の交通安全意識の向上につながったものと感じたところでご

ざいます。  

今回のグッドドライバー・レッスンでは、私が応援団名誉顧問に就任し、応

援団顧問に、後志振興局長、倶知安町長、喜茂別町長、真狩村長、留寿都村村

長と管内の各町村に協力をいただき開催をされました。  

この取り組みは、大変素晴らしい交通安全啓発活動となっており、本町が第

１回目の開催地となりましたが、今後、各地域に広がり、より一層の交通安全

意識の向上につながっていくことを期待をしているところでございます。  

１１月８日、月曜日、１５時３０分から、この日は観光庁から認定を受け、

蘭越・ニセコ・倶知安の 3 町村が連携しているニセコ観光圏ミーティング２０

２１が開催され、講師には、元観光庁長官で現在大阪観光局理事長であります

溝畑宏氏をお招きし、コロナ禍での観光振興や観光リスクマネジメントについ

て講演を行い、約５０名の参加をいただきました。  

講演後、一般社団法人ニセコプロモーションボード代表理事ロス・フィンド

レー氏やニセコ片山町長・倶知安文字町長と私の５名でパネル討論を実施いた

したところでございます。  

次に、米の出荷状況について御報告を申し上げます。  

今年の天候についてですが、７月から８月にかけまして、記録的な高温・少雨
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となり、品質への影響が懸念されたところですが、米の出荷、出来栄えは、食味

は概ね良好で、収量も平年を上回ったとお聞きしており、生産者をはじめ、関係

する皆さんの御努力の賜物と敬意を表するものでございます。  

米の出荷状況ですが、今年、本町に示された生産の目安は、主食用は９，０６

４．４トン、１５１，０７３俵で、加工用米などの主食用以外は１，９３８．８

トン、３２，３１３俵でございました。  

生産出荷団体による出荷契約数量は６１，６６９俵で、１０月２９日現在７０，

０１６俵が出荷されております。  

また、加工用米などを除く一等米の出荷数量は６９，２２９俵で、一等米出荷

比率は１００％なっております。  

 以上で、米の出荷状況についての行政報告を終わります。  

次に、本日提案いたします議案の提案理由の大綱について、御説明を申

し上げます。  

議案第１号につきましては、蘭越町港地区津波避難タワーの設置及び管

理に関する条例の議決をお願いするものでございます。  

港地区住民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、蘭越町港

地区津波避難タワーを設置するため、条例を制定するものでございます。  

議案第２号につきましては、令和３年度蘭越町一般会計補正予算第６号

でございますが、歳入歳出それぞれ５３２万４，０００円の追加をお願い

するものでございます。  

歳出の主なものにつきましては、総務費では、樹木伐採手数料７０万円

の追加など、合わせまして８９万４，０００円の追加。民生費では、地域

福祉基金積立金２８３万円の追加。土木費では町道公民館鉱泉通線道路修

繕１６０万円の追加となり、歳出総額５３２万４，０００円を追加するも

のでございます。  

歳入につきましては、地域福祉基金指定寄附金 2８３万円の追加など、合

わせまして、歳入総額５３２万４，０００円を充当するものでございます。  

議案第３号につきましては、令和３年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別

会計補正予算第３号でございますが、歳入歳出それぞれ３２６万３，００

０円の追加をお願いするものでございます。  

歳出につきましては、加湿空気清浄機外２１１万９，０００円など、合

わせまして歳出総額 3２６万３，０００円を追加するものでございます。  

歳入につきましては、宿泊事業者感染防止対策等支援金３０６万７，０

００円の追加など、合わせまして、歳入総額３２６万３，０００円を充当

するものでございます。  



- 7 - 

 

なお、詳細につきましては、議案説明の時に担当課長から説明をいたし

ます。  

以上で行政報告及び提案理由の大綱の説明を終わります。よろしく御審

議をお願いいたします。  

 

○議長（冨樫順悦）  これをもって、町長の行政報告及び提案理由の大綱

説明を終わります。  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第４、議案第１号蘭越町港地区津波避難タワー

の設置及び管理に関する条例を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 渡辺総務課長。  

 

○総務課長（渡辺貢）  ただいま上程されました、議案第１号、蘭越町港地区

津波避難タワーの設置及び管理に関する条例について御説明申し上げます。  

この条例につきましては、港地区において、地震等により発生する津波から、

命を守るための避難施設として建設しました、港地区津波避難タワーを設置す

るため、その管理及び使用等について、新たに条例を制定するものです。  

それでは、１ページを御覧願います。  

第１条の設置でございますが、日本海沿岸部の地震等により発生する津波か

ら、港地区住民の生命と身体の安全を守る避難施設として設置するものでござ

います。  

第２条の名称及び位置でございますが、名称は、蘭越町港地区津波避難タワ

ー、位置は、蘭越町港町６１７番地と定めるものです。  

第３条の施設の管理ですが、津波避難タワーの管理は町長が行い、日常的な

清掃等の管理については、地域支援員及び地域住民等に行わせることができる

ものと定めるものです。  

第４条の施設の使用でございますが、津波発生時における地域住民の避難施

設として、町長の許可なく使用できるものと定め、第２項では、平常時の使用

について、あらかじめ町長の許可を受けて、防災訓練や防災に関する行事、ま

た、地域活動等のために使用できるものと定めるものです。  

第３項では、管理運営上、必要があるときは、その使用について条件を付す

ことができるものと定めるものです。  

第４項では、津波避難タワーの使用料は無料と定めるものです。  

第５条の使用の制限でございますが、第１号から第４号、２ページになりま
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す。第２項まで、御覧のとおり定めるものです。  

第６条は、損害賠償の義務で、使用者が何らかの理由により、タワーの設備

等に損傷を与えた場合について、損害賠償の義務を定めるものです。  

第７条は、委任として、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

ものでございます。  

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものです。  

なお、津波避難タワー完成に伴う竣工式でございますが、議員皆様へ御案内

のとおり、関係各位の御参列のもと１２月５日、９時からの挙行を予定してお

ります。  

また、式典終了後、当施設を実際に活用した津波避難訓練を予定しており、

港地区住民の訓練参加者はもちろんでございますが、この機会に多くの皆様に

津波避難タワーの施設内を御覧いただければと考えております。  

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

○議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  

３番田村議員。  

 

〇３番（田村陽子）  はい。３番田村です。  

 津波タワーができたということで、条例ができるということだと思うん

ですけども、津波の避難ということは、もう本当に早く、いかに早く、遠

く、高く、それは、三つの条件だと思います。ただ、この条例を見ている

中で、管理は町長が行うという、もちろんそれはあるんですけど、その下

のほうの施設の、実際のその使用の時に関してですね、平常時にはあらか

じめ許可を受けていろいろ使える、これはもちろん分かるんですけども、

本当にその突然、緊急に起こった時の、その時に誰がどういうかたちでそ

この施設を開けるのか、それって普段、その地域支援員とかが管理してい

るのかもしれないんですけれども、その緊急の時の開錠とか、それに対し

ての、例えばその方がいらっしゃらないことも、もちろんあることが想定

されますよね。そういう緊急の部分が、使用に関してのことがちょっとな

んか触れられていないな、誰がやってもいいのかとかね、例えば、誰かが

こじ開けた時にその後の責任がないとかね、そういうことの文字がちょっ

とないんじゃないのかなというのが、ちょっと気にかかったのが一つと、

例えば、その自動開錠になっているとか、そういうわけではないんですよ

ね。揺れによって勝手に開くとか、そういうわけでもないと思うので、あ
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くまでもその人の管理でやっている部分だと思うので、その緊急時の対応

の部分の規定というか、それがちょっと見えないなというのが一つと、も

う一つ、委任のところ、第７条の施行に関して、必要な事項は規則で定め

ると、例えばそのマニュアル的なことなのかもしれないんですけども、今

時点、その必要な事項というところで、規則で定めようとされていること、

そこをちょっとお聞きしたいなと、２点ですね。  

 

○議長（冨樫順悦）  渡辺総務課長。  

 

○総務課長（渡辺貢）  まず１点目になりますけども、先日、１０月８日

にですね、タワーの管理体制及び活用等について、港地区連合会長ほか町

内役員の皆様、あと関係者合わせて９名、多くの方出席いただいて、今後

の打ち合わせを十分行った次第でございます。その中で、施設の管理につ

いては、まず、施設の管理、清掃だとかですね、損傷の確認、あとタワー

周辺の環境美化、草刈等、あと冬期間における除雪については、現在のと

ころ、地域支援員がおりますので、地域支援員、それからセンターの管理

人併せて、そこのほうで今、その管理をやっていただくと。当分の間はそ

ういう考えでいますけども、将来的にその地域住民の使用はもちろんメイ

ンとなりますので、港地区住民に対してもですね、管理を、ボランティア

ではないでしょうけども、そういう港地区でも、中、管理に携われるよう

な体制を作っていければなというふうにも考えております。その関係につ

いては、別途、管理マニュアルを現在、作成中でございます。そのへんで

管理マニュアルについて、そのへんの細かいところをもう一度、地区住民

の皆さんと打ち合わせしながらですね、作成してまいりたいというふうに

考えております。また、タワーの施錠となる、鍵の関係なんですけども、

基本的には連合会長ほか、町内役員、それから地域支援員、あと介護予防

拠点センター、それらに配備する予定でございますけども、その他に緊急

時の対応としましてですね、入口のところに暗証番号で、入力してキーボ

ックスを開けてですね、その中に鍵が入っているといって、そこで解除で

きるといったような対応をとるように考えております。それは原始的では

ございますけども、なんせ中にはですね、貴重な発電機、それから備蓄品、

そんな備品が中に入っておりますので、悪質ないたずら等々も考えられる

ということもあって、鍵の施錠はそういうことでしっかりやった中でです

ね、緊急時の対応としては、鍵を開けるといったようなふうに対応したい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。以上でござい
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ます。  

 

○議長（冨樫順悦）  田村議員。  

 

○３番（田村陽子）  ２点目の条例の施行に、必要な事項というのはマニ

ュアルの件ですか。さっき二つ聞いたうちの一つ。それが必要な事項とい

う部分での策定をこれからするということですかね。一つ、これに関して

はいろいろ出てくると思うのでいいんですけど、この開錠の、鍵の件、誰

でも彼でも開けれる状態にはなっていないということと捉えるんですけど

も、本当にこの緊急時のね、時に、果たして本当に、暗証番号を知ってい

る人が、本当にすぐにここに来れるのかとかね、そういう部分での不安と

いうのがすごくちょっと、今の時点で見えますね。そこのところの普段の

徹底とか、地域住民とのこれからの訓練なり、その中で考えていくことだ

とは思うんですけど、本当にこじ開けたり、本当に緊急の時に、それって

いうのは問われないことになりますよね。その緊急になればね。そういう

部分の本当に緊急時という部分での、ここでそれをやってもいいと言った

らあれなんですけど、そういう条項って、ちょっと私も必要ではないかな

っていう懸念をずっと持っているんですよね。番号知っている人、管理し

ている人、鍵持っている人はどうしても限られる、だけども本当の緊急の

時っていうのは、それも言ってられない。例えば、何かを持ってきてこじ

開けてしまうとか、そういうことも想像されますよね。そこまで想定され

ていますかという、ちょっと、ことを、再度、ちょっとお聞きしたいと思

います。  

 

○議長（冨樫順悦）  渡辺総務課長。  

 

○総務課長（渡辺貢）  地区の話し合いの中にもですね、確かにその施錠

の関係は話には出ました。それで、施錠を、かけないでくれという意見も

あったんです。施錠をしない方法をですね、私たちも内部で、それから十

分検討したんですけども、やはり、この津波避難タワー、全国にも数か所

あるんですけども、どこを見てもですね、やっぱり管理に関しては施錠を

必ずしているという、もちろん備蓄品、それから発電機等々、重要な機械

ありますので、外部から勝手に入るということは、それはだめだというこ

とで、施錠のほうについては、まずかけるといった中でですね、今の電子

施錠になりますと、電気系統が破壊された時に、それはもう開けることが
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もう困難なものですから、いわゆる原始的ではありますけども、それが一

番、住民の避難に対してですね、誘導的で一番早く行ける体制をどうとる

かっていうことがポイントなんですけども、そこを今、港の住民の人方と

も話を詰めてですね、港１町内から５町内、もしくは今の地域支援員も近

くにいます。あと、当然、隣の拠点センターにも置いてます。先ほど言っ

た、このキーボックスの中というのは、その暗証番号分かりやすい番号に

しようと思ってますので、その番号でもう当然、それは役員になりますけ

ど、鍵持ってなくても、そこの場所に行って番号一つで鍵を開けるといっ

た体制を、先ほど田村議員からおっしゃってくれたように、訓練等も含め

てですね、それを徹底して、鍵の施錠の関係をですね、これを改めて地域

住民と話し合いながら、管理運営マニュアルの中でですね、周知していく

ということで考えております。規則のほうではですね、その使用の申請の

関係の申請書を今、様式で定めることを考えておりまして、先ほど言った、

管理運営については、別途マニュアルのほうで定めることとしております

ので、御了解願いたいと思います。以上です。  

 

○議長（冨樫順悦）  田村議員。  

 

○３番（田村陽子）  鍵の件は検討されているということなんですけれど

も、そこに対して、隣地区、例えば、御成、消防団が一つなので、消防団

の人たちも含めて、隣の地区の人たちもそういう開錠に、何人かでも関わ

れるようにしといたほうが、私は重要、何回、何人も、ここで、港の人だ

けでなくても、隣地区なりを絡めながらやっていってほしいなと思ってま

す。結構です。はい。よろしくお願いします。  

 

○議長（冨樫順悦）  渡辺総務課長。  

 

○総務課長（渡辺貢）  前向きな御意見をいただきましたので、内部であ

そのへん十分、検討しまして、検討を進めます。以上です。  

 

○議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

 ９番栁谷議員。  

 

○９番（栁谷要）  ２、３伺いたいと思います。  

漕ぎ着けるまで大変な御苦労あったかと思います。国の予算だけではで
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きなくて、持ち出しもあったりして、なかなか、初の試みでございます。

常時消防に準ずるですね、施設がやはり今回、初めて過疎地である港にで

きたということで、全く新しい試みでですね、総合的にいろんなことを創

り上げていくことがまず第一の課題だと思います。それでですね、管理の

問題も今、話が出されましたけども、発言がありましたけども、避難され

る皆さん、総勢約７０戸、何人いらっしゃるのか、気になる住民の方です

ね、一人で暮らして、体があまり丈夫でないとかあるんですよ。全部では

ないんですよ。気になる方は。ですから、ワンポイントで一人ずつどう対

応するのかという、マニュアルの話とか、いわゆる共通認識ということが

必要だと思いますが、１点だけそのへん伺いたいと思います。  

 

○議長（冨樫順悦）  渡辺総務課長。  

 

○総務課長（渡辺貢）  栁谷議員の御質問にお答えします。  

 今、現在の港津波避難タワーだけでなくてですね、町内全域にわたって、

各避難所のですね、その避難マニュアル、高齢者に対してもそうなんです

けども、そのマニュアルを、運営マニュアルの作成をですね、防災監が主

導になってですね、現在、作成をしております。取り急ぎ、今、この港タ

ワーにつきましても、先ほど御指摘ありました高齢者等に対しては、地域

支援員が、今は主導となって毎日見守り活動だとか、高齢者の自宅に伺い

ながら、そういう活動も行ってますので、それと併せて、避難のですね、

そういうマニュアルの作成のほうをですね、急いで作成して危機に備えて

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。  

 

○議長（冨樫順悦）  金町長。  

 

○町長（金秀行）  栁谷議員の御質問にお答えしたいと思います。  

 内容については、総務課長、今、申し上げたところなんですが、この避

難タワーについては、唯一、津波のリスクがある港地域、そこをですね、

津波から守るという部分の中で、議会の理解をいただいて、今回、ようや

く建設ができたものでございます。ですから、私は、津波避難タワーが、

港地域の住民の方々が日常生活を通して身近なものでなければならないと

いうふうに思っております。それはいろんな行事等も含めながらですね、

常時、日常的にここを使ってもらう、そして、特に２町内、３町内、あそ

この周辺の方々が、有事の際にいち早く来れる体制、そういうものもきち
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っと町内の中で話し合いながら、役場のほうできちっと指示をしていくと

いうか、仕掛けをしていく、このことが必要ではないかなというふうに思

っております。ですから、これは何かあった時だけでなく、日常の中から、

あそこに行けば、どういうふうに開ける、何をするというのを、地域で本

当に、マニュアルは作りますが、それをさらに地域で話し合ってもらって、

その中でみんなでですね、この津波避難タワーっていうものを日常生活の

中の一部として、私は使っていただけるよう、いろんな、防災監も含めな

がらですね、指導してまいりたいというふうに考えておりますので、御理

解を願います。  

 

○議長（冨樫順悦）  栁谷議員。  

 

○９番（栁谷要）  よく分かりました。  

あのですね、海岸の特殊性と言いますかね、例えば、干潮の時と満潮の

時では、津波の高さというのは変わるんですよね。同じ津波でもね。この

建設場所、旧小学校のグラウンド、海抜２メートルですね、想定は８メー

トルということですね。これは非常に、マニュアルとおっしゃいましたけ

ど、想定する、何と言うか、津波の条件、時間的に違うという、そういう

特殊性があると思うんですよね。ですから、そのへんも含めてですね、私

は、災害防止法でいうと、１年に１回、防災計画は練り直ししなければな

らないと、それは１年に１回、部分的にも道の許可を得たりしなければな

らない労力は使うんですが、担当者は奥尻以来ですね、私はやっていると

信じてますけども、そのへん、様々な物理的な問題も含めてですね、非常

に効果的に対応するというのが、この施設がより生きていくですね、方法

でないかと、具体的な対応をですね、やっぱり具体的であるかどうかとい

うのを常に反問をしながら、やっぱり担当者は当たってほしいということ

を思いますので、もう１回、答弁お願いします。  

 

○議長（冨樫順悦）  渡辺総務課長。  

 

○総務課長（渡辺貢）  お答えします。  

対応につきましても、先ほどもですね、防災監の名前出したんですけど

も、私どもの今の防災監を主導にですね、各地域にまず出向いてですね、

施設の状況を、まず、今、徹底して把握しております。その把握した状況

の中でですね、いかに住民の皆様の、今の高齢者含めてですね、どういう
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体制で、地域の共同の中でどういったかたちで避難する体制をとれるか、

あと消防団も含めてなんですけども、そういう体制を、今、綿密に考えて

いるところでございます。進めているところでございます。それと併せて

防災計画につきましてもですね、今、毎年ローリングしておりますので、

計画と並行してどう行動できるか、職員もそうなんですけども、そこがポ

イントとなりますので、十分、そのへん意識しながら取り進めてまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 

○議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

 ５番永井議員。  

 

○５番（永井浩）  ２点ほど確認させてください。  

 まず、今の議論の全般、港地区の住民というふうにありましたが、通行

人はどうするんですか。受け入れないのか受けれるのか。それは避難した

時、あんた港の人でないから出て行けっていうことになるのか、ならない

のか。もしそうでなければ、明確に文章化するか、地域住民にそのことも

ちゃんと言い含めないと、あんたは町の人じゃないから出て行けっていう

ことになっても、あそこ２２９走ってますのでね。大事な国道ですから、

当然、いろんな方が通ってて、今日来ますから来ないでください、津波が

今日来ますから来ないでくださいっていうわけにはいかない。その時に被

災者をどこまで捉えるのかということをきちっと明確にして、なおかつ、

住民にそれを周知しなければならないのではないかなと思います。  

それとも一つ、消防体系です。この、今、現在、消防でも議論していま

すけども、この港分団と、今、港分団内になりましたけども、御成が分団

としてありますが、今、合併してやってますが、御成、港の消防と、当然、

話し合いしなければならないのですが、当然、今、消防会館は、港の消防

会館は一番最初に津波の被害に遭うような場所にありますし、老朽化して

います。消防からの要望はどういうふうになるか分かりませんけども、消

防分団施設ですね、分団会館をどうするのか、車庫をどうするのか。それ

から、もし津波に遭った場合の、もし災害重なった場合のですね、どうい

うふうに消防団の運用、起点はどこになるのかということを、早急にです

ね、町と消防とで早く決めなければタワーができたけども、いつ津波が来

るか分からない状況ですので、そのへんについて、しっかりした話し合い

をしてもらいたいなと思いますが、この２点についてお願いします。  
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○議長（冨樫順悦）  渡辺総務課長。  

 

○総務課長（渡辺貢）  永井議員、御質問の通行人の関係でございます。  

 ここの、今の津波避難タワーですね、先ほど、繰り返しになりますのが、

港２と港３町内の約８０人を想定してということになります。例えば、港

１町内は大照寺、それから港４町内は道道磯谷蘭越線の高台、港５町内の

人は鷲の沢神社、それぞれに津波が来た時、約１６分で到達するといった

ことになります。そういった場合に、その近くに通行されている場合によ

ってはですね、おっしゃるとおり、こちらはだめだ、あっちはだめだとい

うふうにはならないので、近くにいる人方は道路を挟んで、もうとにかく

高台に逃げると思います。そういった意味で、２町内、３町内の人はこち

らのタワーに来ていただきますけども、近くにいる人も、そこで当然、避

難していただくということも想定しておりますけども、この条例につきま

しては、そこの部分は明確はしておりませんが、中身についてはそういう

ことで理解していただきたいというふうに思います。  

 また、消防分団につきましては、今、現在、消防支署と、羊蹄山ろく含

めて協議中でございまして、分団、その車庫の移転も含めて協議を進めて

いる最中でございますので、早急に進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解願いたいと思います。以上でございます。  

 

○議長（冨樫順悦）  永井議員。  

 

○５番（永井浩）  １番目の被災者っていうのは蘭越町民だけじゃないの

で、国からいただいたお金でも造っていることだから、それをこう区別す

ることなく誰でも利用できますよっていうことを、その被災した場合です

ね、被災の可能性がある場合、誰でも入れるんですっていうことをきちっ

と地域住民にも徹底しないと、文章化されてないからね、そんなの関係な

いとか、お前ら出て行けということになったら、それこそ大変なことにな

るので、それはきちっと徹底してもらわないと、やはり問題が後からね、

いざなった時に、後から被災した人が生き残って、ああ蘭越の港で出て行

けって言われて、ベチョベチョになって蘭越まで逃げましたなんて報道さ

れたらもう終わりですよ。そういうことのないように、きちんと、それは

それできちっと徹底してもらわないと、後々大変なことになる、人命に関

わることです。そのへんお願いします。私たちが札幌行って倒れて、救急

車、札幌市のね、救急車を使うのと全く同じことですから、そのへんはき
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ちんと徹底して、住民の方にも徹底してもらいたいなと思います。条例文

にはなくても、そういうことは徹底してもらいたいなと思いますので、よ

ろしくお願いします。あと、答弁はいいです。  

 

○議長（冨樫順悦）  山内副町長。  

 

○副町長（山内勲）  永井議員の質問ですけども、基本的にはですね、条

例、法律もそうですけども、属人主義ではなくて、属地主義なものですか

ら、蘭越町に、例えば、先ほど言いましたとおり、通行している方だとか、

あるいはたまたま遊びに来ている方だとか、そういった方も、当然、この

蘭越の条例で、何かあった時には救っていかなければならないと、それは

大前提にありますので、文章では今回ですね、なかなか読み取れない部分

はありましたけども、議員心配されているとおり、そこに何か有事の時に

ですね、そうした町内以外の方も蘭越町にいらっしゃいましたら、当然、

同じようにですね、生命、財産を救うという立場に立って、それは対応し

ていきたいと、そういうふうに思ってますし、そのへんのところも、地域

についても徹底してまいりたいというふうに御理解いただければなと思い

ますので、お願いします。  

 

○５番（永井浩）  終わります。  

 

○議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  

これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  

これより、議案第１号蘭越町港地区津波避難タワーの設置及び管理に関

する条例を採決いたします。  

お諮りいたします。  

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。  
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○議長（冨樫順悦）  日程第５、議案第２号令和３年度蘭越町一般会計補

正予算を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 渡辺総務課長。  

 

〇総務課長（渡辺貢）  ただいま上程されました、議案第２号令和３年度蘭越

町一般会計補正予算第６号につきまして、御説明いたします。  

 現在、この会計の予算の総額は、６６億２８８万円で、歳入歳出それぞれ５３

２万４，０００円を追加し、６６億８２０万４，０００円とするものです。   

また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものです。  

 それでは事項別明細書の歳出から御説明いたします。６ページを御覧願います。 

２款総務費  １項総務管理費  ４目財産管理費、補正額７０万円。１１役務費  

７０万円。樹木伐採手数料で、倒木の危険及び除排雪業務に支障を来す恐れのあ

る公共施設及び役場庁舎周辺の樹木を伐採するものです。  

７目自治振興費、補正額１９万４，０００円。７報償費１９万４，０００円。

町功労者表彰記念品で、当初予算において表彰者５名分を措置しておりましたが、

表彰審議会での審議を経て、表彰者が７名、うち善行表彰１名となったため、記

念品の追加をお願いするものです。なお、功労者表彰式は１１月２４日に予定し

ております。  

３款民生費  １項社会福祉費  １目社会福祉総務費、補正額２８３万円。特定

財源のその他２８３万円は、地域福祉基金指定寄附金です。２４積立金２８３万

円。地域福祉基金積立金で、８件の寄附がありましたので、積立させていただく

ものです。  

８款土木費  ２項道路橋りょう費  ２目道路維持費、補正額１６０万円。１０

需用費１６０万円。修繕料で、８月に発生した町道公民館鉱泉通線の一部、道路

舗装陥没箇所におきまして、先行して陥没状況を確認しながら修復作業を行って

おりましたが、この度、道路修復に係る経費が確定したことから、補正をお願い

するものです。  

つづきまして、歳入に戻ります。５ページを御覧願います。  

１９款寄附金は、説明を省略します。  

２１款繰越金 １項繰越金  １目繰越金、補正額２４９万４，０００円。１繰

越金２４９万４，０００円。前年度繰越金です。  

以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますよう、お願いいたしま

す。  
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○議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  

これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  

これより、議案第２号令和３年度蘭越町一般会計補正予算を採決いたし

ます。  

お諮りいたします。  

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第６、議案第３号蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特

別会計補正予算を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 水上商工労働観光課長。  

 

○商工労働観光課長（水上昭広） ただいま上程されました、議案第３号令和

３年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計補正予算第３号について、御説明申し

上げます。  

 この会計の現在の歳入歳出予算の総額は、５億３，８６５万３，０００円でご

ざいまして、この総額に３２６万３，０００円を追加いたしまして、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ５億４，１９１万６，０００円とするものでございます。  

また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものでございます。  

 それでは事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。６ページを御覧くださ

い。  

 １款総務費 １項総務管理費 ２目財産管理費、補正額１１４万４，０００円。

１０需用費１１４万４，０００円の追加。修繕料で、平成１０年より使用してお

ります厨房プレハブ冷凍庫が老朽化により、冷凍ユニットの交換が必要なことか

ら補正するものです。  
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 ２款事業費 １項営業費  １目営業費、補正額２１１万９，０００円。特定財

源国道支出金３０６万７，０００円は、道が定めた新北海道スタイルを実践して

いる宿泊事業者に対し、感染防止強化に伴う必需品や備品の導入への宿泊事業債

感染防止対策等支援金が採択されましたので、補正をするものです。１７備品購

入費２１１万９，０００円の追加。感染症防止対策強化のため、特注アクリル板、

加湿空気清浄機を各客室へ設置するため、補正するものです。  

 つづいて、歳入について御説明申し上げます。５ページを御覧ください。  

 ３款道支出金につきましては、歳出で御説明いたしましたので、省略いたしま

す。  

 ６款繰越金 １項繰越金  １目繰越金、補正額１９万６，０００円の追加。前

年度繰越金でございます。  

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。  

 

○議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  

これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  

これより、議案第３号令和３年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計補

正予算を採決いたします。  

お諮りいたします。  

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第７、報告第１号所管事務調査の中間報告につ

いて、総務文教常任委員長から報告願います。  

 ７番難波議員。  

 

○７番（難波修二）  ただいま上程されました、報告第１号総務文教常任委員

会所管事務調査について、御報告いたします。  

 令和３年第２回蘭越町議会臨時会において、閉会中の継続調査の承認を受け、
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９月２日に総務課及び税務課に関する所管事務調査を行いました。  

 出席委員は、私ほか５名の委員です。また、経済建設常任委員会から４名のオ

ブザーバー参加がありました。  

 はじめに、総務課所管事務のうち、財政状況について調査をしました。  

 令和２年度会計の決算状況及び地方債と基金の残高状況、令和３年度の普通交

付税の状況について、説明を受けました。  

 現在、前年度繰越金と本年度交付税の増加分が約５億円程度あるため、今後、

公共施設整備基金等への積立を検討しているとのことでした。  

 近年様々な施策に積極的に取り組んでおりますが、有利な財源確保に努めなが

ら、毎年基金を積み増していることに敬意を表します。引き続き、健全な財政運

営に職員一丸となって努めていただきたい。  

 次に、民間企業人交流プログラム事業について調査をしました。  

 総務省が推進する民間企業人交流プログラムにより、町民の健康増進事業に民

間の専門的知識等を活用するため、本年４月から東京都のシミックホールディン

グスと社員１名の出向を協定しております。  

 今後２年間、健康推進課に所属し、保健師が行う町民の健康増進業務の充実や、

コロナウイルス感染症対策などに取り組みます。  

 国の制度を活用した意欲的な取組ですので、職員に意識改革や能力向上に成果

が上がることを期待いたします。  

 つづいて、地域支援員の配置に係る現状と課題について、調査をしました。  

 平成２４年度から高齢化の著しい港地区に配置している地域支援員制度は、高

齢者の生活支援や公共施設維持活動で成果を上げております。  

 引き続き、高齢化が進んでおり、災害発生時における関係機関との対応や要支

援者の避難誘導、また港避難タワー設置後の具体的対応などが今後の課題とのこ

とですので、関係者と十分協議していただきたい。  

 なお、将来的には、町内他地域からの要望も考えられますので、他の福祉施策

との関連や人材・財源の確保など総合的な観点から、今後の展開にも十分配慮し

ていただきたい。  

 つづいて、本年６月から実施したらんらん号の祝日運行の拡大に関するアンケ

ート調査の結果について、報告を受けました。  

 運行日については、９６％の方が現状のままで良いとの回答でしたが、土・日

曜日のハイヤーを利用した買い物も散見されますので、大型連休時の施行運転な

どを検討できないか配慮願いたい。  

 また、所管事務調査前に風力発電施設の現地調査を行いました。現地視察を行

いました。  
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 平成３０年度に着工した後志風力発電所事業は、いよいよ本年９月３日から運

転が開始されるため、現地を視察し、事業者であるダイガスガスアンドパワーソ

リューションから説明を受けました。  

 風車１０基によって発電される１日約２万５，０００キロワットの電気を、今

後２０年間固定価格買取制度により北海道電力へ売電する計画です。  

 再生可能エネルギーの普及による地球温暖化対策の充実を目指す事業の安定的

な推進とともに、町の固定資産税収入への寄与や施設メンテナンス業務に係る経

済効果等についても期待するところです。  

 なお、寿都川の設置個所を含めて、日本海の眺望や尻別川周辺の風景は非常に

美しく、観光資源として活用できないものかと考えます。  

 最後に、税務課所管の町税全般の状況及び今後の動向について、調査をしまし

た。  

 令和２年度の町税決算額について説明を受けましたが、個人町民税及び固定資

産税は前年より増加し、法人町民税、たばこ税及び入湯税については減少してお

り、また、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料は微増しておりました。  

 固定資産税については、風力発電事業の開始により既設の小型発電機も含めて、

今後、４，０００万円程度の償却資産税が見込めると説明がありました。  

 なお、後志広域連合との緊密な連携による滞納執行や町民への納税相談も積極

的に取り組むなど、日頃からきめ細かな努力が伺えました。  

 今後とも納税者の生活実態に即した親切な対応に努めてください。  

以上、総務文教常任委員会所管事務調査の報告を終わります。  

 

○議長（冨樫順悦）  これをもって報告を終わります。  

 

○議長（冨樫順悦）  以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は、全部

終了いたしました。  

これにて、令和３年第４回蘭越町議会臨時会を閉会いたします。  

 

午前１０時５７分  閉会  

 


