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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２８年３月８日（火曜日） 午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 一般質問について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第２まで議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１４名） 

  １番   岡  崎     訓  君    ２番   越 前 谷  邦  夫  君 

  ３番   五 十 嵐  篤  雄  君    ４番   髙  臣  陽  太  君 
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 １３番   下  道  英  明  君   １４番   佐 々 木  良  一  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（０名） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 

 

副 町 長 
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総務部長
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経済部長 
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洞爺総合

支所長兼 

庶務課長 

大  西  康  典  君 

総務部次

長 兼 

住民課長 

澤  登  勝  義  君 

総務課長 毛  利  敏  夫  君 
企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 
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健康福祉
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健康福祉
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観光振興

課 長 

兼洞爺湖

温泉支所長 

佐 々 木  清  志  君 
火 山 

科学館長 
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産業振興

課 長 
佐  藤  孝  之  君 建設課長 八 反 田     稔  君 

環境課長 若  木     渉  君 
上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ

推進課長 
武  川  正  人  君 

農業振興

課 長 
杉  上  繁  雄  君 

会計管理

者兼会計

課 長 

田  仲  喜 美 江  君 
農業委員会 

事務局長 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 佐  藤  久  志 議 事 係 平  間  義  陸 

庶 務 係 阿  部  は る か   
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） おはようございます。 

  現在の出席議員は14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（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、５番、千葉議員、６番、立野議員

を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、６番、立野議員から、１番、岡崎議員までの４名を予定しています。 

  初めに、６番、立野議員の質問を許します。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） おはようございます。 

  ６番、立野でございます。 

  それでは、これから３件にわたって一般質問を行いたいと思います。 

  最初に、地域の画一的な病床削減計画に対する対応と介護保険制度の課題についてという

ことで、医療と介護の問題について質問をさせていただきたいと思います。 

  高齢者が安心して住み続けられるようにするには、医療、年金、介護、そして福祉などの

社会保障制度や自治体の高齢者福祉制度の充実が不可欠であります。ところが、国は、2012

年の８月には社会保障・税一体改革関連法を制定しました。 

  そして、2014年には、医療介護総合法というものを制定し、医療費がかさむようであれ

ば、医療提供を抑制する。そして、医療提供の水準を維持する際には、その費用はみずから

の責任でやりくりする仕組みをつくりました。すなわち、国があれこれ言わなくても、都道

府県が市町村とも協力して、実質的に医療費抑制へと乗り出す体制を整えるというもので

す。 

  国が進めようとしている自己負担の引き上げや、保険範囲を狭くして、自費でサービスを

買うようなやり方は、この社会保障制度を変質させ、憲法第25条の生存権にも背くもので

す。国は、社会保障費を削減するために費用の高い医療から費用のより低い介護へ移すこ

と、同じく費用の高い入院や施設から在宅へ移す方向を今進めようとしています。 

  地域では、医師や看護師不足のために、入院ベッドが十分に使えないなどの問題が出てい

るもとで、それでも国はさらに補助金を減らし、地域ごとに入院ベッドを減らすような圧力
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をかけてきています。 

  このままでは、高齢者や障がい者の医療を初め、地域医療が崩壊しかねない事態だけに、

町民の命と健康を守るべき町行政として、これらの問題にどのように向かおうとしているの

か、これからの質問を通じて明らかにしていきたいと思います。 

  まず第１に、地域医療構想についての考え方ですが、西胆振圏でも公立病院を中心に

1,049床から1,580床のベッドを削減するという計画が打ち出されています。実に現在の病床

数全体の27.1％から40.8％もの削減になります。二次医療圏ごとの地域医療構想は、画一的

な病床削減ではなく、地域の実情に応じた医療体制を強力に求めていく考えはないか、まず

伺っておきたいと思います。 

  さらに、地域で安心して住み続けるためには、安心できる医療体制が不可欠です。むし

ろ、地域で不足している医療機能、産婦人科なども含めてですが、こういうものをどのよう

に強化していくのかという視点から、特に定住自立圏の構成自治体とともに、道や政府に機

械的な病床削減をするなと要請していくべきで、画一的な病床削減ではなく、地域の実情に

応じた医療体制を求める考えはないのかどうか、このことについて最初に理事者の見解を伺

いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 山本健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（山本 隆君） まず、地域医療構想につきましてご答弁させていただ

きます。 

  地域医療構想につきましては、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えまして、医療

介護総合確保推進法に基づき、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築とともに、地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するため、都道府県が医療計画の一部として、策定

をするものでございます。 

  構想区域の設定は、二次医療圏を原則に、地域における議論の場として、地域医療構想調

整会議を設置し検討を行うこととしており、西胆振圏域においては、７月、11月、３月の計

３回、地域医療構想調整会議が開催されたところであります。 

  会議の中で北海道の策定方針、必要病床数の各種資料等が示され、現在、慎重に検討を進

めているところでございます。 

  町といたしましては、今後の少子高齢化の進展、現状の医療・介護サービスの提供体制の

問題など、地域の実情を踏まえ、将来を見据えた構想となりますよう、西胆振医療圏構成の

３市２町ともども、地域医療構想の策定のための調整会議構成員として、会議に参加してい

るところでございます。 

  今後も、地域の実情に合った地域医療構想になりますよう、努力してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 質問したことに答えていないではないですか。 

  私は、地域医療構想のことについて説明してくれと言ったわけではないですよ。地域医療
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構想に今提示されている病床削減の問題について、まずどのように受けとめているか、この

ことが地域の医療にとっては大変深刻な事態を生むのではないか、だから、画一的な病床削

減をするなということで、いわゆる意見を出していくことが必要なのではないかという質問

をしたわけですが、そのことについては、町長、どのようにお考えですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 地域医療に関しまして、全く私ども室蘭定住自立圏の中では、大きな

病院が三つ、そして、伊達市、洞爺湖町にも総合病院が二つあるという中で、私どもの町に

も200床を超える病院が二つあるわけでございますけれども、何とか、画一的な病床削減に

ならないような話し合いを続けさせていただいているところでございます。また、そこに

は、当然、道の職員も中に入っていただいて、いろいろなアドバイスを受けながら、国とは

違う、この地域独自の計画案を出せないかということで、今、協議をしていただいている最

中というふうに聞いておりまして、私どもといたしましても、それをぜひ支援してまいりた

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 北海道が示した2025年度までの医療機能別必要病床数の推計というも

のがこういう一覧表になっております。これはご存じだと思うのですけれども、私は、先ほ

ど、この中から取り上げて質問させていただいたわけですが、特に、2013年の入院者数に対

して、現在、病院がそれぞれ持っているベッド数はどれだけ余剰にあるかという計算なので

す。そうすると、2025年度までに必要なベッド数はこれだけだということで示しているので

す。そのベッド数は、今、それぞれの病院が抱えているベッド数を削減したトータルをとる

と、少なくとも1,049床、多くて1,580床減らされるわけです。減らそうとしているわけで

す。これは、さっき調整会議の中に町も入ってという話がありました。逆に言えば、会議の

中で積極的にこういう機械的な削減をするなということを発言すべきではないですか。それ

をもっと強く言っていく必要があるのではないでしょうか。 

  調整会議の委員の中にも患者の病態が反映されていない、実情が反映されないまま病床を

議論するのは難しいなどの議論も出ていると聞いています。それだけに、この提案というの

は、あくまでも机上のものであって、実際の患者さんの容体を見て、どれだけのベッドが必

要かということを判断しているわけではないのだということです。 

  仮にこれが決まってしまいますと、地域医療構想が策定後はどうなるか。過剰な病床の機

能区分転換の命令や要請ができる権限が知事に与えられるのです。つまり、この数に満たな

ければ、合わせてやっていかなければ、従わなければ、医療機関名を公表する、そして、地

域医療支援病院の不承認であったり取り消しも行います、管理者の変更命令などもできま

す、こういう強力な権限を持っているのです。 

  ですから、今、この計画を立てる段階で言うべきことをきちんと言っていかなければ、決

まってしまってからでは、より一層、その病院に入りたくても入れない、十分な治療を受け
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たくても受けられない、こういう状況になってくるのではないかということを言っているわ

けです。そういう危機感をお持ちなのかどうか。そのことをまず、もう一度お答えいただき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（山本 隆君） 西胆振圏域で、調整会議の中でございますけれども、

西胆振圏域での構想を進める基本姿勢でございますが、調整会議委員からの意見を重視し、

このたびの国の推計数値を2025年の必要病床数としつつ、地域医療の確保の観点から、現状

を基本に引き続き検証をしていき、2025年に向け必要な機能を充足するよう、病床機能の分

化及び連携の推進が必要になること、さらに各市町が策定した人口ビジョンにおいて、将来

を展望しており、これらとの整合性を確保するため、必要病床数の推計に用いる人口につい

ても適宜見直す方針であること、また診療報酬の改定など、国の誘導施策の動向を見きわめ

ながら、圏域として拙速な議論を避け、2025年に向け、時間をかけて協議を進める予定と

なってございます。 

  今後も議論を継続することが確認されており、画一的な病床削減にはならないという方向

で、今、調整を進めているところでございます。 

  また、調整会議では、医療費抑制の問題、医療スタッフや特定診療科の不足問題などのほ

か、在宅医療への対応、地域包括ケアシステムなどについても構想策定に当たり重要な内容

として調整会議の中で審議、検討を継続することとしております。 

  地域の実情を反映した地域医療構想の策定並びに推進となるよう、今後も時間をかけて協

議を行うこととなると思います。また、地域医療構想の策定または推進に当たりましては、

調整会議においても情報の収集その他共有が大切と考えておりますことから、地域の実情を

反映した地域医療構想の実現に向け、検討に必要となる、より詳細なデータの収集に努め、

わかりやすいデータの見える化に取り組むこととしてございます。 

  また、構想における各種施策の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて施策の見直しを

図ることとしており、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させていくこと、調整会議等の議論

の結果等についてもホームページ等を活用し、積極的に情報を開示することとしており、作

成して終わりの構想でないことをご理解いただきたいと思います。 

  また、次年度より医療法第30条の14に基づく西胆振地域医療構想調整会議の機能を西胆振

保健医療福祉圏連携推進会議が担い、医療機関や関係者がさまざまなデータを共有し、医療

機関が自主的に判断し、地域医療介護総合確保基金などを活用し、圏域の住民を支えていく

姿の構築を目指すものとなっております。 

  本構想が病床削減を前提とした構想ではなく、地域に即した医療提供体制の構築を目指し

ておりますことをご理解いただければと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 病床削減が目的ではないのだということをわかってくださいと、最後
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のほうだけはわかりました。だから私は言っているわけです。病床削減が実は目的なのだよ

と。政府は、長期入院する療養病床の高齢者を自宅や介護施設での治療に切りかえて、膨ら

み続ける医療費を抑えるということを方針にしています。 

  北海道は、地域医療構想の策定に、この国のガイドラインどおりにベッドを四つの機能別

に分類すると。四つの機能別というのは、一つ目は高度急性期、二つ目は急性期、三つ目は

回復期、四つ目は慢性期です。この四つの機能別に分類して、その必要病床数を最小から最

大値の３段階で算出して、つまり二次医療圏ごとにその数を決める。一人一人の実情、ある

いは地域の実情は全く関係ないのですよ、この策定の根拠になっているのは。地域の実情は

全く関係されていない、一律で機械的な計算によるこのベッド数の削減だと。実は、これも

国のガイドラインに示された方向なのです。議論の中では、これは機械的にやるべきではな

いと言っているかもしれない。でも、ことしの夏までにはこの方向を決めると言っているわ

けでしょう。もう３回やりました。ことしの夏までにはこの方向を決めていきます。その段

階において、今の３月の段階において、その構成員たる当町についても、いわゆる道が示し

た算出根拠も含めてですが、これに対してきちんとした態度で臨む。この会議でそういう協

議をしているから、そうならないであろうみたいな曖昧なことではなくて、この地域の医療

を守る立場から言えば、もっと強く主張すべきではないかということです。このままでいけ

ば、このまま決まってしまいますよ、本当に。 

  道議会でも、診療報酬を引き下げず、地域医療を守ることを求める意見書が全会一致で採

択されているのです。保守系の議員も地元で医療体制が厳しいことを知っているという状況

です。こういう意味で、この会議で、今、こういう状況だという話があるのだけれども、も

う一つ言いますと、これからこうなるのではないのです。もう既になってきているのです。

現状は検討段階ではなく、既に実施段階に入っているということをもう一つ言いたいと思い

ます。なぜかというと、実際に既にそれを先取りした事態が起こっています。北海道の中で

は、医師や看護師が不足しているために稼働していない病床がたくさんあります。室蘭管内

もそうです。稼働していない病床というのは無駄である、要らないでしょう。だったら、な

くしますよということを突きつけて、どうしているかというと、これまで許可病床数に応じ

て地方交付税交付金を受けることができました。ところが、病院によっては、休眠ベッドを

抱えているということで、このベッドを削減した数が実は交付税の対象になっています。そ

うやって、既に公立病院等を含めて病床を減らさざるを得ないという状況が生まれているの

です。そのことは、病院の存続すらも危うくするような事態になっているのですよ。ですか

ら、今、会議で議論されていますというだけではなくて、既に国の方向としては、こういう

休眠ベッドがある病院については、その分は数に入れないということで交付税が削減されて

きているのだということで、どんどんそういう方向へ進んできているのです。だから、そう

いうときに、今、洞爺湖町の行政として、これも含めて、やっぱり強く国に対しても述べ

る、この会議でも発言する、そして北海道にもこの計画の撤回を求めていく、このぐらいの

姿勢があっていいのではないですか。この事態にそれだけの危機意識を持っているのかどう
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かということを改めて町長に伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほど、この圏域の病院の関係をちょっと述べさせていただいたわけ

でございますけれども、今、室蘭の市立病院も大変厳しい状況下に置かれているということ

は議員もご承知のことと存じますが、いわゆるベッド数だけではなくて、今、医療機関を

しっかり守っていくためには、最新の医療技術、最先端の医療機器を導入しなければ、なか

なか患者さんに来ていただけないというところもあるように聞いております。今、室蘭の市

立病院においても、非常に赤字額を出している中で、話の方向先でございますけれども、い

わゆる民間病院に移行してはというふうな話まで出ているというふうに聞いておりますが、

私どもの室蘭圏域にはあと二つ大きな病院がありまして、それなりに最先端の医療技術を入

れながら入院患者の確保に努めている。さらには、私どもの町からも相当数の患者さんが室

蘭圏域のほうに患者として入っています。この医療機関がこの地区からなくなるということ

になりますと、これはもう大変な問題になってくるという危機意識は、私ども３市３町、こ

れは共通の認識かなと思っております。 

  北海道に対しては、今まで医師の確保、医療機器の確保、そして病床数の減少等々につい

ては、何とか差しとめてほしいという要望も毎年させていただいております。しかし、今、

こういう問題が上がっているということで、本当に対岸の火事ではなく、私どもはしっかり

した意識を持ちながら取り組んでいかなければならないと思っているところでございまし

て、実際問題、今、私どもの担当課長がそこの席上に出ているわけでございますけれども、

この後、定住自立圏の首長協議会もあります。その席でも、しっかりした話を皆さんと確認

し合っていきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 危機意識は持っているということで町長はお答えになったわけです

が、だからこそ今求められているのは、地域の医療事情を無視して、医療費抑制だけを目的

とした数合わせの病床削減を決して許さない、そういう強い意志を持って対処することだと

思いますし、レセプトデータや人口推移からの机上の数値からの数合わせではなくて、地域

で必要とされる医療とは何なのか、その医療機能を提供できる体制をどうつくるのか、その

積み上げで地域医療構想をきちんとつくっていくと。また、そのための調整会議を進めてい

くことをぜひ図っていただきたいと思うのです。 

  私たちがどこに住んでいても産み、育て、安心して暮らし続けられる地域にしていくとい

うことが大事だと思っています。その点で、ぜひ行政としては、これから述べる四つの点に

ついて、しっかりと取り組んでいただきたいと。 

  一つは、地域医療の実態をまずよく把握するということです。例えば、今、この地域に

とってどんな医療機能が求められているのかということを含めて、しっかりと実態を把握す

るということが大事だと思います。 

  二つ目は、不足している医療機能の充実を強く働きかけていくことです。このことが大事
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だと思います。 

  そして、三つ目は、深刻な医師不足など、背景にある問題をしっかりと受けとめて、この

問題解決のために取り組み、指摘をしていくことです。 

  四つ目は、地域医療構想に向けた病床削減案は、地域の実情を考えない機械的な計画によ

るものと批判し、画一的な削減に反対するということです。 

  この四つの姿勢をもって、今後、ぜひ力を入れて取り組んでいただきたい。そして、地域

の医療を守るために努力していただきたいと思いますが、この点はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほども申し述べさせていただきましたけれども、今まさに医師不足

あるいは医療機器の充実、これらにつきましても、今、国・道に対して私ども西いぶり定住

自立圏あるいは室蘭地方総合開発期成会として、国、道のほうに働きかけをしているところ

でございます。これをさらに充実させてもらうためには、特に室蘭圏域の医療体制は北海道

の中でもある意味で充実されている地域と言われておりますが、これ以下に医師が来なく

なってしまう、あるいは病院があいてしまうという状況になりますと、それも言っていられ

ない状況になりますことから、何としても北海道の医療、さらには西胆振の医療を守るため

にも、しっかりした対策は講じていきたい、または要望していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 次に、介護保険について伺いたいと思います。 

  医療とあわせて、また医療と連携させた形で、国は介護を進めていこうとしているわけで

すが、実は、昨年、介護保険法が改正され、今、さまざまな問題が生まれていますけれど

も、当町においても、昨年から第６期介護保険事業計画がスタートしております。 

  そういう中で、来年は、介護保険法の改正によって、介護保険から締め出された要支援の

１・２の方々を中心として、こういう方々を町が行う総合事業に移行する、こういうふうな

計画になってきています。特に、昨年の改正では、特養に入所できるのは基本的に要介護３

以上です。二つ目は、介護利用料は所得によっては介護サービス利用料が２倍の２割負担に

するという内容です。そして、介護施設の居住費や食費の補助が取り消しにされるというこ

と。四つ目には、そのために利用縮小も生まれているというふうに伺っています。 

  実際に１年が経過した当町の状況はどうなっているのか、特養入所の対象外とされた要介

護の１・２の方々が今どうされているのか。そして、二つ目は、介護利用料の負担強化によ

るサービスの制限などは実際にあらわれているのかどうか。三つ目は、施設の居住費や食費

の補助打ち切りによる影響はどのようにあらわれているのか。この辺の行政側としての認識

についてどの程度つかんでいるのか、伺っておきたいと思います。 

  時間が大分少なくなってきているので、手短にお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） お答えさせていただきます。 
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  まず、一つ目の特別養護老人ホームの入所の件でございます。 

  法改正後、要介護２の方が特例入所の申請をされまして入所されたということで、現在、

１件の実績がございます。そのほかでございますけれども、今回の改正で考えられる傾向と

して、養護老人ホームへの入所希望申請が特に多くなったのではないかと感じているところ

でございます。 

  二つ目の介護利用料の２割負担の関係でございますが、２割負担のサービス利用者は当町

で５名でございます。全員納得はされているところでございます。また、２割負担となりま

したことによりまして、サービスの利用を制限する、サービスを控えるという方はいらっ

しゃらない状況でございます。 

  三つ目の施設の居住費や食費の補助の打ち切り等の影響でございますが、預貯金の基準を

超えている方につきましては４名、配偶者が課税されている方については１名、合計５名の

方が対象外となったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 改正された内容によって、これまでの入所なり負担なりが一定変わっ

てきている状況があるかと思います。 

  そこで、来年から始まる総合事業ですが、安倍首相などは介護離職ゼロを掲げざるを得な

いくらい、今、介護の現場というのは問題が多くなっています。そういう中で１年後に迫る

介護総合事業への移行ですけれども、既にもう始めている自治体があります。そういうとこ

ろで、今、どんなことが起こっているかということで、テレビなどで放映されたものを取り

上げますと、高齢化とともに身体機能は衰えるのが人間の常だと。たとえ部分的に回復・強

化されても若者と違って鍛えれば鍛えるほど改善するわけではありませんと言って、あなた

はめでたく介護を卒業されましたと言って介護から引き離される、そういう方も実はいるの

だそうです。介護の卒業証書を手渡されたようなものだと。ところが、そういう方々が実際

には路頭に迷う。そういう状況が全国放送のテレビなどでもちょっと放映された、そんなよ

うな状況が出ています。 

  いずれにしても、総合事業への移行準備を進めるに当たって、まず、総合事業には事業費

上限という考えが導入されると聞きますが、そうなれば、追い出しや安上がりのサービスに

つながりかねません。それゆえに、介護への有償・無償ボランティアの活用とか自費利用の

拡大も考えられますが、その状況、あるいは、そうした計画になっていくのかどうか、その

スタンスについてもお示しいただきたいと思います。特に、介護予防、日常生活支援総合事

業、新総合事業とも言われていますが、これがサービスの低下にしないということで進めて

いくという考えがあるのかどうか、この辺について明確にお答えいただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） お答えさせていただきます。 

  サービスが必要な方には、これまで同様、同じ負担で同じサービスを受けられる、サービ
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スの低下を招かないように考えておりますが、上限額につきまして、これまでの予防給付と

総合事業のサービスの財源構成自体は変わりはございませんが、給付がサービス利用に合わ

せて拠出されるのに対しまして、事業のため、各市町村で使える費用の上限が定められてお

ります。仮に上限をオーバーした場合は個別に判断して上乗せすることとなります。 

  また、現行の訪問介護、通所介護サービスに相当するもの以外に、生活支援体制整備事業

を平成28年４月１より社会福祉協議会に事業を委託してまいります。この事業は、元気な高

齢者を初め、住民が担い手として参加する住民主体の活動やＮＰＯ、社会福祉協議会などの

多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築するため、生活支援コーディネーター１

名を配置し、協議会を設置の上、地域に不足するサービスの創出やサービスの担い手の養

成、元気な高齢者が担い手として活動する場の確保について協議の上、順次、多様なサービ

ス体制を整える予定としているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、課長から、同じ負担で同じサービスを受けられるようにします。

そして、上限を超える場合については上乗せをします。こういうふうにお答えをいただきま

した。具体的には生活コーディネーター１名を配置してという話もありましたが、方向とし

てはわかりました。こういうスタンスでぜひ努力していただきたいと思います。 

  ただ心配なのは、実際にサービスを提供する場合に、どうしても民間の事業所に頼らなけ

ればならない部分が多いわけです。ところが、民間の事業者も、介護従事者も今は大変な状

況だと聞いています。これまで幾度も指摘しておりますけれども、その民間事業者が必要な

サービスをきちんと提供できる状況があるのかどうか。そして、それができないものについ

ては、行政側としてそれにかわるサービスが提供できるのかどうか。その辺について伺いた

いのですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 新たなサービス、いわゆる地域資源を活用したサービス体制

の構築等につきましては、先ほども申し上げましたけれども、社会福祉協議会に委託を予定

しております事業等に基づいて、その中で協議をしながら進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 事業者に頼らないで社会福祉協議会でやるという話ですか。 

  その辺がよく理解できなかったのですが、いずれにしても、足りないものは事業者にお願

いしなくてはいけない部分もあると思うのですが、いずれにしても、事業者にとってみても

介護報酬の引き上げ、あるいは処遇の改善が必要になってきています。これは、総合事業を

実施するというところだけではなくて、実際の介護保険による事業を考えたときに、地域の

介護力といいますか、こういう機能がきちんと維持されていくためには、それに必要な施

設、あるいは、それに伴う従業員がきちんと配置されるということが前提なのだと思うので
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す。 

  そういう意味で言いますと、介護報酬や処遇の改善も、事業者だけの問題ではなくて、行

政としても、このことについては積極的に声を上げていかなければならないのではないかと

思います。 

  先ほどの答えの中にもあったのかもしれませんが、高齢化が進んだ今、国は介護も医療も

在宅が基本だと言って、どんどんと在宅のほうに追いやられるような状況になってきていま

す。そういう中で、認知症対策も当然のように進めていかなければならないですし、対象の

方もふえてきます。これまで以上に地域との連携を図らなければ、孤立や孤独など悲惨な状

況に陥ることは目に見えています。 

  きのうもそうですが、介護の苦労から老夫婦が自殺を図る、あるいは介護をしている方を

死なせてしまう、このような痛ましい事件が今は随分とニュースで報道されるようになって

きています。それだけに、介護保険というのは、本来、介護の負担を軽減するための制度

だったはずなのです。ところが、どんどん施設からも追いやられ、そして在宅で介護せざる

を得ない状況に追いやられる中で、介護の負担が結局は痛ましい事故や事件につながってお

り、これが後を絶ちません。だからこそ、行政としても、特にこうやって介護保険から締め

出される人たちが安心して暮らしていけるような環境を整えていくために力を入れて努力し

ていただきたいと思うわけでありますが、その辺、地域の協力も含めて、どのように考えて

いるのか、改めて伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） まず、認知機能の低下を招く高齢者は年々増加傾向にありま

して、当町におきましても、認知症地域支援推進員を配置したり、地域ケア会議におきまし

て、在宅で生活する高齢者を支援しているところでございます。 

  最近では、自治会役員や民生委員、ボランティアの方々が集会所などを利用して、高齢者

サロンが町内７カ所で開設されており、さらに実施の検討をしているところも５カ所ござい

まして、その活動も年々広がりを見せているところでございます。 

  また、自治会やボランティアグループとの連携による高齢者支援につきましては、町内の

二つの自治会では、ひとり暮らし高齢者の見守り支援として、毎朝、高齢者がきょうも元気

であることを近所の人に知らせる旗上げ運動の取り組みを行っておりますが、新たに取り組

みを検討している自治会への支援、また、昨年創設されましたボランティアグループへ徘回

高齢者の日常生活の見守りと介護する家族負担の軽減を図るＧＰＳ機能端末機を活用した新

たな取り組みについても支援してまいる予定としているところでございます。 

  さらに、先ほどの質問でもご説明いたしました生活支援体制整備事業においても、助け合

いの場の確保、地域の支え合いの体制づくりについて整備することとしているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 
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○６番（立野広志君） この問題については、このぐらいにしておきます。 

  次に、二つ目の質問に移りたいと思います。 

  「『子どもの貧困』一刻も早く実態をつかんで！対策を」という見出しで質問通告をさせ

ていただきました。子供の貧困問題が年々深刻さを増しています。厚生労働省がまとめた調

査、2012年の調査ですけれども、18歳未満の子供がいる世帯の相対的貧困率が16.3％だと言

います。道内でも子供人口が約63万人中、福祉制度の対象となっている約９万人を含めて、

経済的困窮状態の子供は10万人余を超えると言われています。今や、子供の６人に１人が貧

困のただ中にいると。 

  そうした中で、2014年の１月に施行された子供の貧困対策推進法に基づいて、その年の８

月には、対策の方向を示す大綱が閣議決定されました。この大綱によって、地方自治体は施

策づくりが責務となり、実効性ある対策をどう進めていくのか、まちの姿勢が問われていま

す。子供の貧困に対する問題意識を持って、実態把握や施策が検討されているのか、そし

て、就学援助基準の引き上げなどは、すぐにでもできる対策として実施すべきではないかと

いうふうに通告をさせていただきました。 

  時間がなくなってきたので、少しはしょりますけれども、まず、子供の貧困というものを

どういうふうに捉えているのかということについてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） お答えいたします。 

  子供の貧困の背景には、格差の拡大があると考えております。離婚などによるひとり親世

帯の増加に加え、企業が正社員を減らし、賃金の低い非正規労働者をふやしてきたことが貧

困率を押し上げたと言われております。子供の将来が、生まれ育った環境、例えば保護者の

生活困窮などにより左右されることがないよう、子供が必要な教育や訓練が受けられない、

貧困の連鎖が起きることがあってはならないと思っております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 私と大体同じ認識なのですが、そういう中で子どもの貧困対策法とい

うものができて、それぞれの自治体としても、これに基づく計画を立てなければならない、

実効性ある対策を進めなければならないというふうにされています。大綱の中には、貧困を

示す指標が25項目あります。実際に対策法に基づく取り組みが当町において行われているの

かどうか、そのことについてお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） お答えさせていただきます。 

  北海道では、平成27年12月に平成27年度から平成31年度までを計画期間とする「北海道子

どもの貧困対策推進計画」を策定いたしました。 

  計画では、生活保護世帯やひとり親世帯の状況等をもとに、本道における子供の貧困の状

況を分析しております。 
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  当町におきまして、貧困の状態にある子供の実態把握につきましては、現在実施をしてい

ないところであり、早急な実態調査を図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 実態把握はしていないということですね。2014年ですから、かれこれ

２年たっているのですね。そういう中で、今、子供の貧困問題がどういうふうにあらわれて

いるのかということも含めて、早急な調査、把握をしていただきたいと思います。 

  こうした中で、何が起こっているかということなのですが、これは全国的な傾向だという

ことで、当町の例ではないのですけれども、全国的調査では、経済的理由で子供の医療機関

の受診を控える貧困世帯が、そうでない世帯と比べて4.4倍もあると。そしてまた、大学進

学率は、全世帯の73％に対して生活保護世帯は31.7％なので、著しい落差がある。それか

ら、文部科学省の委託研究でも、貧困世帯の子供が長時間学習しても正答率が低い傾向にあ

り、自助努力では限界があることも示している。貧困世帯の子供の進学状況などが改善した

場合、生涯所得の合計が２兆9,000億円もふえる、国の財政が１兆1,000億円改善するという

民間の機関の推計も出ています。 

  これは、北海道新聞の３月５日の記事にも同じような記載がありまして、子供の貧困を放

置するならば、支援せず、放置した場合、北海道全体の損失額を示しております。全国的に

は２兆9,000億円だというのですが、北海道は1,560億円損失するというふうに言われていま

す。これはどういうことかというと、貧困対策が必要な子供の高校進学率や中退率を全国平

均並みに改善させるというふうにした場合、それだけの所得や経済波及効果が生まれてくる

のだということなのです。ですから、特に、子供の貧困問題についても、こういう観点から

捉えることも大事ではないかと思いますが、その点について、どのように現状を受けとめて

いるのか、実態調査をしていないということでありますから何とも言えないのかもしれませ

んが、25項目の貧困をあらわす指数の中には、それぞれ当町においても関係するものが出て

いるわけで、その辺を見たことがあるかどうか、確認しておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） お答えをさせていただきます。 

  子供は国の宝でありまして、将来の日本、そして将来の当町を支えていただくためには、

これからの子供たちにかかっているというふうに感じているところでございます。 

  未来あるまちづくりのためにも、貧困状態にある子供の課題を的確に把握し、子供の貧困

対策を総合的に推進するための財源につきましては、国や道の動向を注視してまいります

が、子供の貧困対策はあらゆる分野に関連する重要な課題であり、有効な対策を国において

も示していただきながら、また支援いただくことも必要ではないかというふうに感じている

ところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そこで、具体的な支援の中身について、私から提案させていただきた
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いと思います。このことについてぜひ検討いただきたいと思うのです。時間があれば１個ず

つと思ったのですけれども、ここではまとめて取り上げたいと思います。 

  まず、大綱が示している重点施策の中に、教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的

支援、それらを含めて実態把握がその前提となるということで示されております。先ほどの

説明のように、法が施行されてから２年以上たって、今、全国の自治体でも具体的な取り組

みが始まっているわけですが、当町では、残念ながら、貧困の状況についての実態把握がま

だされていないということであります。 

  そういう中で、まず教育についてです。教育については、家計の状況にかかわらず、子供

が教育を受ける権利を保障するというのが最重要課題の一つです。そういうことでいいます

と、これは政府に対しても国会の場でも随分要求されていましたけれども、子供の貧困対策

の具体的施策として強く要望されているのが、給付型の奨学金制度を求める声が上がってい

ました。残念ながら、国段階ではまだ創設されていません。町としてこれを国に求めていく

こともそうですが、町としても世帯の収入を基準とした給付型の奨学金制度を創設すること

や奨学金の対象人数をふやすということにぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

  それから、第２に生活の支援ですが、教育以前に子供の健康や命が脅かされています。貧

困家庭における子供の欠食問題も今は深刻になっているそうです。この実態把握もそうです

が、洞爺湖町のこういう子供たちの状況をぜひ把握しながら、生活の支援についても検討い

ただきたい。 

  三つ目は、保護者への就労対策です。保護者への就労対策として、特にひとり親世帯を対

象とする高等職業訓練促進給付金の支給、あるいは、町の窓口に就労相談窓口を設置する、

福祉や学校、就労など必要な手続は全て役場の中でできるような環境をつくる。こういった

ことも、これ自身は政府も施策の方向性として相談窓口のワンストップ化を提唱しています

けれども、当町としてもこういった対策を強める必要があるのではないか。 

  四つ目には、経済的支援です。現在、就学援助の認定基準は1.1倍です。聞くところによ

りますと、室蘭市は新年度から1.3倍にするというふうに聞いています。生活保護扶助額が

繰り返し引き下げられてきました。保護世帯といえども、最低生活の維持が困難になってき

ている状況です。これを基準に準要保護世帯の支給が決まってきます。引き下げ前の額を基

準に支給されていると言われておりますけれども、このボーダーラインの世帯の対象範囲を

広げるために、1.1倍という今の規定を、当面、1.3倍に引き上げるべきではないでしょう

か。さらに、対象費目については、眼鏡やコンタクトレンズ購入費を含め、アルバム代につ

いては、学校によって差があることなどから、実態に見合った金額に引き上げるべきではな

いかと思うわけですが、これらの対策についてどのようにお考えか、また、ぜひ検討もいた

だき、実施もしていただきたいと思いますが、まず、現段階での捉え方について伺っておき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 私のほうから３点ほどお答えをさせていただきます。 
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  まず、１点目の給付型の奨学金制度の創設の関係でございます。平成26年に子どもの貧困

対策の推進に関する法律が施行され、２年が経過しているところでございます。 

  法の第３条では国の責務を、第４条では地方公共団体の責務を定めており、また、第６条

では、法制上の措置等として、政府はこの法律の目的を達成するため、必要な法制上または

財政上の措置その他の措置を講じなければならないと規定をしているところでございます。

これらの法の趣旨に基づき、国と地方公共団体が協力しながら、それぞれの役割を果たして

いかなければならないと考えているところでございます。 

  このようなことから、子供の貧困対策の推進に向け、国における給付金制度の創設は有効

な手だての一つと思われますことから、国への制度創設の要望につきましては、町村会等を

通じて行ってまいりたいと考えているところでございます。 

  また、町独自の給付金型の奨学金制度を創設してはどうかということでございますけれど

も、議員もご承知のように、多額の寄附を受け、寄附者の意思も踏まえて、平成26年度から

入学時給付金制度、高校生５万円、大学生10万円を創設して、この制度はおおむね10年程度

は継続できるものとして制度化して、今、始めたところでございます。これにつきまして

は、育英資金の原資もそれほど多くないことから、新たな給付金制度を創設するには、相当

の原資がなければできないのではないかと思われることから、現時点では新制度の創設は難

しいものと考えているところでございます。これが１点目でございます。 

  ２点目は、子供の欠食の関係でございます。貧困家庭における子供の欠食問題についての

認識等でございます。貧困を理由に食事がとれないということは、あってはならないと認識

しているということがまず前提となります。また、洞爺湖町の子供たちの状況等の把握とい

うことでございますが、これにつきましては、全国学力・学習状況調査、小学校６年生、中

学校３年生が対象でございますけれども、この生徒質問において、朝食を毎日食べています

かという質問があるのみで、児童生徒の家庭における食事に関する調査は、現在、町ではし

ていないという実態となっているところでございます。このようなことから、健康福祉課長

もお答えしたとおり、関係部局と協議、連携しながら、子供の欠食についても実態把握に努

めてまいりたいと考えているところでございます。 

  それから、議員の質問の４点目になろうかと思いますが、就学援助の認定基準の見直し、

引き上げについてでございます。就学援助の認定基準を現在の1.1倍から1.3倍に引き上げた

らどうかというご質問でございますが、初めに、近隣市町の認定状況について調査をしまし

たので、お話をさせていただきます。 

  現状でございますけれども、登別市が平成26年４月改正の保護基準の1.2倍を使っており

ます。室蘭市も同じく平成26年４月改正の保護基準の1.2倍、伊達市におきましては平成26

年４月改正の保護基準の1.09倍、豊浦町は平成26年４月改正の保護基準の1.3倍、壮瞥町は

平成25年７月改正前の保護基準の1.1倍、本町、洞爺湖町におきましては、壮瞥町と同じく

平成25年７月改正前の保護基準の1.1倍となっているというのが現状でございます。 

  今後の認定基準の見直しにつきましては、室蘭市と伊達市が保護基準の見直し後の最新の
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保護基準額を用いて1.3倍にするとの予定とお聞きしてございます。登別市におきまして

は、今のところ未定であり、豊浦町と壮瞥町におきましては、今のところは見直しの予定は

ないという近隣の状況になっているところでございます。 

  教育委員会としましては、近隣市町の動向を踏まえて、認定基準の見直しとともに、対象

費目についても、今後、慎重に検討してまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 私からは、ワンストップにつきましてお答えをさせていただ

きます。 

  窓口サービスにつきましては、現在、当町では、庁内における早期の情報提供、関係部署

間連携による従来の縦割り型の窓口サービスにより対応しているところでございますが、関

係部署と連携の上、必要な情報は迅速に伝達し、相談者が安心して来庁、相談いただけるよ

う、必要により、担当者が窓口に来て相談を受けるよう配慮しているところでございます。 

  なお、議員がご指摘のとおり、国ではワンストップの相談システムの整備や福祉分野全般

の知見を持つ職員やコーディネーターの育成を提示してございますが、今後の国における地

方の予算配分に係る動向や先進導入自治体の事例などを注視し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（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、４点についてそれぞれお答えいただいたのですが、相対的に、答

弁を伺っての私の印象は、やはり洞爺湖町が率先してというより、むしろ管内の自治体行政

の動向を見ながら、余り飛び出ない程度で考えていこうかというものなのかなと思っている

のです。どんな事業でも意外とそういうところが多くいのですが、それでいいのかなと思う

のです。今の洞爺湖町の実態を把握していないだけに、それに対する緊迫感もなければ危機

感もないという状況なのだと思うのです。 

  本当に今、きのう町長がいみじくも、ほかの方の質問に対して、洞爺湖町の所得水準が全

国的にどのくらいのランクにあるかという話で、言われました。私、実は調べていたのです

けれども、平成26年に総務省がこれを調査したのですね。都道府県別所得ランキングで北海

道自体は都道府県の中で34位なのです。下のほうですね。そして、洞爺湖町は道内では何位

なのかというと、179市町村のうち、洞爺湖町の所得ランキングは165位です。それにして

も、240万6,999円ですから、この後に非正規雇用労働者を取り上げますけれども、その方々

から比べたら、ちょっと高いです。かなり格差が大きいと。所得の高い人、少ない人の間に

格差が大きいのかなという感じはします。では、洞爺湖町は全国の市町村の中でどのくらい

を占めるかというと、全国の市町村が1,741あるのに対してあって、洞爺湖町が位置するの

は1,422位です。全国1,741に対して洞爺湖町は1,422位です。それだけ実は洞爺湖町の所得

ランキングは低い。さらに、そういう中で、町民の暮らしも本当に苦しい状況に追い込まれ
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ているという現状が見えると思うのです。貧富の差も大きいですし、格差も大きい。 

  そういう中にあって、子供の貧困の問題は、ひいては親の貧困でもあるのです。このこと

に目を向けないで、行政が幾らまちづくり、まちづくりと言っても、これは経済活動によっ

て一定の税収は入り、そしてまた、それによって商店街や事業者は潤うでしょう。ところ

が、そこで働いている町民や暮らしている町民の暮らしが本当にそれだけで豊かになるのか

といえば、ここはこことして、きちんと手を下していかなければ、この問題は解決しないの

ではないかと思うのですね。 

  その点で、例えば就学援助の関係で言っても、既に豊浦は1.3倍にしている。そして、室

蘭や伊達についても1.3倍に引き上げるという方向が打ち出されている。その大もとにはや

はり、子供の貧困問題に対する真剣な取り組みといいますか、姿勢があるのだと思うので

す。ぜひ、これを慎重に検討するのではなくて、本当に実施に向けて検討していくぐらいの

意志を持っていただきたい。このことを改めて町長に求めたいと思うのですが、いかがです

か。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 子供の貧困問題は、本当にこの世の中を変えていかなければというふ

うな思いがございます。 

  この間、私もちらっとネットを読ませていただきましたが、あるところで、ひどい状況が

ありました。それは職員とも相談させてもらったわけでございますが、恐らく知っていると

思いますけれども、入学式に出席できない生徒がいました。なぜかといったら服が買えな

かったと。その服を校長先生がその服屋さんに行って、こういう子が来ていないかというこ

とで聞いたら、お買い求めの予定はあったけれども来ていなかったと。お金がないからとい

うことで、まだ服は持っていっていないと。結果的に、校長先生が立てかえをして、その服

を持って親御さんにお話しをし、お渡しをしたと。子供さんがようやっと学校に来られるよ

うになったわけでございますけれども、それも、先生のほうから、こういう制度があるので

すよということを教えていただいて、保護者の方もそれを実際に実行に移していきたいとい

うことをおっしゃっていまして、それから、修学旅行のお話でした。修学旅行にも行きたく

ても行けない。それには、旅費は何とかできるかもしれないけれども、お小遣いも上げられ

ない。修学旅行に行ったら、下着も取りかえてやらなければならない、それを買う金もな

い。こういうふうなことが本当に実態として行われているということは、生まれてきて、同

じ条件のもとで、こういうことでいいのかなということは、非常に切なくも思います。 

  先ほどからお話を聞いておりました。まだ、うちも実態調査もやっていないということは

情けないというか、それはしっかり今後対応していきたいと思います。 

  それから、就学援助のほうも、1.1がいいのか、1.3がいいのか、そこら辺もしっかり検証

していかなければならないなと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 町長の思いは伝わりました。ぜひ、今、答弁いただいた思いを持っ
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て、この子供の貧困対策について積極的に取り組んでいただきたい。調査をまだされていな

かったというのは非常に残念ですし、調査が前提となって、どういう対策が必要なのかとい

うことが出てきます。そして、就学援助や奨学金の給付型の支給について、町の財政も含め

て、これは寄附金だけに頼っていれば当然できるわけがないのです。しかし、子供たちの就

学を保障する、そして貧困から脱していく子供たちをふやしていくという意味での対策です

から、それに必要な財政的な支援をぜひ考えていただきたいと思います。 

  それでは、三つ目の質問に移ります。 

○議長（佐々木良一君） その前に休憩をしたいと思います。 

  それでは、11時15分まで休憩いたします。 

（午前１１時０７分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１６分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ３件目の質問に移ります。 

  町の臨時・非常勤等職員の賃金、そして労働条件の改善で、生活できる賃金の引き上げを

ということで通告させていただきました。この件については、昨年の３月にも一度取り上げ

させていただいています。３月の議会でも非常勤職員の状況についてただしましたが、その

時点では、町全体では138名の臨時・嘱託職員がおり、行政職員の中で臨時・嘱託職員が占

める割合は46.2％、全道平均の三十数％よりはるかに高いわけですが、そういった点で言う

と、職員の半数近くが非正規雇用の労働者であることが明らかにされました。これは、さら

に年々ふえる傾向にあるということも示されました。 

  週当たりの勤務時間が正規職員の４分の３以上で、非常勤職員の７割が年間200万円以下

という低賃金です。臨時・非常勤職員は、一般行政職のほか、教職員や保育士、学童保育の

指導員や学校給食調理員など多岐にわたっています。 

  昨年の３月、町長は、雇用条件を承知の上で来ているのだから変えるつもりはないという

内容の答弁をされましたけれども、これには私は承服できません。本来、臨時的な業務等に

限定的に雇われるはずの職員が、法制定の整備もないまま、法のはざまに置かれたまま、な

し崩し的にふやされ、非正規とはいえ公務員、こういう形式論で労働者としての権利が不当

に制約されている状況にあります。 

  地方自治法の第１条には、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを定めています。

しかし、その業務を担っている半数近くの職員は地方自治法の第１条から排除された非正規

の公務員なのです。このことについて、町長はどのように受けとめられているのかというこ

とをまずお答えいただきたいと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） まず、臨時・非常勤職員に対する行政運営の認識でございます。

臨時・嘱託職員につきまして、町の考え方でございますけれども、多様化する行政ニーズや

行政事務の増加、住民サービスの向上を図る上からも、正規職員だけでは対応し切れない部

分もございます。また、専門的な知識を有する事務や事業もございます。そういうものも含

めまして、当町では臨時・嘱託職員を配置して、その正職員だけでは対応し切れない部分を

嘱託・臨時職員で補ってきている状態でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 町長に答えていただきたかったのです。こういう状況の中で働いてい

る非正規の労働者についてどういうふうに認識されているかということなのですが、今、担

当の課長からは、いずれにしても住民サービス向上のためにやっているのだということなの

ですが、もともと正規の職員は定数によって管理されます。ですから、定数をふやして正職

員をふやせないのだと。その分のカバーをするために、定数外の扱いになる非正規職員をそ

れで充てる、このような考え方なのだろうと思うのですが、ご存じかどうか伺いたいのです

けれども、最近、さまざまな地方議会や全国の首長などから地方自治体の臨時・非常勤職員

の待遇改善と雇用の安定のための法改正を求める意見書や要望が、2013年、2014年と相次い

で国のほうに出されておりますが、こういった状況になっていることをご存じでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 臨時・嘱託職員の関係の処遇改善につきまして、全国各地より、

そういう要望、意見書が出ていることは存じております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 中身までよく理解しているのかどうかということなのですけれども、

共通して、その中で要望を出されているのは、一つは、臨時・非常勤職員に期末手当や退職

金の支給を認めていない地方自治法を改正すべきだと。二つ目は、均等・均衡待遇を求めて

いるパート労働法の趣旨を臨時・非常勤等職員に適用させる法整備を図ること。任用という

わずか２文字の採用によってパート労働法にも適用しないという扱いを受けていますから、

これは法整備を図れということです。三つ目は、臨時・非常勤職員の処遇改善ということ

で、雇用の安定を図るため、任用の定めのない短期間勤務職員制度の導入について検討を行

うべきだと。こういう３点について出されているのです。 

  つまり、この問題は、ここのまちの問題だけではなくて、全国的にも、こういった臨時あ

るいは非常勤で働く職員の処遇改善が求められているのだということなのです。そういう中

で、この間、私ども共産党の国会議員が、繰り返し国会での質問や追及を行いました。その

中で、政府は退職金の支給については、一定の要件を満たしていれば、臨時・非常勤も退職

金の支給の対象になるというふうに答弁をしています。任用期間についても、実働として１

年以上勤務している、また、毎年度、予算にその職の設置が措置されるもので、原則１年以

内で云々という文言があったとしても、この場合でも再任用はあり得るのだという認識を示
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しました。退職手当を支給しないために、勤務条件を逆算してその雇用条件とするというの

は法の趣旨に反するという答弁まで得ています。雇いどめのトラブルを未然に防止するた

め、徹底する。国のほうでもそういう姿勢に立って取り組む。一人一人の権利をしっかりと

守れるような形で運用が行われるように、総務省としてもしっかり助言をしていきたいとい

う答弁がされておりますけれども、こういう状況になっていることをご存じですか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 平成26年７月４日に臨時・非常勤職員及び任用付職員の任用等に

ついてという通知が総務省から出されております。内容につきましては、先ほど言われまし

た１年間の再任用をすることが可能であるという内や、労働条件を明示しなさいとか、任用

に関してもきちっと任用しなさいよというような内容になっております。 

  実は、これは平成21年に総務省から通達がございましたけれども、それを現在に合わせた

ような内容の通知に変更されて、平成26年７月４日に総務省から通知が来ている状態でござ

います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 嘱託・臨時職員に関する取り扱いでございますけれども、前段で総務

課長のほうから、多様化する行政ニーズ、行政事務の増加や住民サービスの向上を図る上か

らも、正職員だけでは対応し切れない部分や専門的な知識などを必要とする事務事業につい

て、臨時・嘱託職員を配置してきておりますというふうに答弁させていただきましたが、私

どもは、決して正職員だけでは対応し切れないというふうには考えておりません。今の働い

ていただいている嘱託職員等々については、あくまでも職員の補助的職員というふうに認識

をしております。そういうための職員であって、これら臨時・非常勤職員に対する考え方

は、今は補助的職員というふうに考えておるところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 補助的職員を強調するために、町長は答弁されたのですね。 

  今、課長が言われた2014年７月４日の総務省自治行政局公務員部長名で臨時・非常勤職員

及び任期付職員の任用等についてという通知、これを改めて出されたというお話なのです

が、私は、改めて出されたのならなおのこと、なぜこの方向でやっていないのかなというふ

うに実は思っているのですが、この通知の中には、これまでよりも一層、臨時・非常勤職員

の待遇改善にかかわる内容が盛り込まれています。例えば、任用についても、契約更新を繰

り返してきた、例えば臨時保育士の雇いどめなど、これまで問題になってきた特別職非常勤

については、職務内容が補助的・定型的、あるいは一般職の職員と同一、あるいは労働者性

が高い場合は、一般職として任用するよう強調しています。そして、再任用についても、非

正規職員への置きかえに対する批判を免れようとして、次の再任用までの間に空白期間を設

けているために、健康保険や厚生年金から脱退させられて医療費負担増や年金減少というこ

とが起こらないように、今回の通知では空白期間の根拠について、地方公務員法を初めとし

た関係法令において、存在しないと明記しています。つまり、事実上、使用関係が存続して
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いる場合は、資格を喪失させることなく取り扱う必要がある、こういうふうに総務省通知で

は言っているわけですよ。 

  もう一つは、手当の問題です。昨年の３月にいただいた資料を見ても、手当については、

地方自治法の規定により手当の支給ができないというふうに嘱託についても書いてあるので

す。町の考え方としてはです。しかし、勤務条件に関しては、手当支給の要件とされる常勤

の職員の定義について、待遇などを総合的に考慮して自主的に判断されるものであり、任用

根拠から直ちに定まるものではないというふうに強調しています。その点では、手当を支給

しないということは、機械的にそういう扱いをしてはならないということです。特に、時間

外手当や通勤費も支給できる。そしてまた、年休、産休、育休、介護休暇などについても整

備するように求めているのです。さらに、雇いどめについても、任期付職員の積極的活用を

強調しているということもあるのですが、いずれにしても、こういう通知がされています。

通知の中身をよく読み込んでいけば、現状を改善しなければならない必要性が出てくるので

はないですか。そのことをちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 平成26年７月４日の通知でございますけれども、議員がおっ

しゃったとおり、例えば、時間外勤務の報酬と通勤相当分の費用の支給、休暇等の勤務条

件、再度の任用などの通知の部分がございますけれども、当町につきましては、その部分は

この通知どおり行ってきているところでございます。 

  それから、手当の関係でございますけれども、手当につきましては、職務の内容と責任に

応じて報酬を決定するという職務給の―この通知の中で、法律第203条の２において、非

常勤職員につきましては報酬及び費用弁償を支給することとされており、手当は支給できな

いものであるというふうにうたっておりまして、当町につきましては、この通知どおり、時

間外の部分と通勤の部分については手当を支給しているような状況でございます。休暇の制

度につきましても、この通達にありますように、見直しをしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今言われたことというのは、実際に１回出している通知もきちんと読

み込まれて、そのとおり実施されていないからこそ、国会でもたびたび取り上げられ、改め

て総務省が全国の自治体に通知をしているわけです。その中身を最低限遵守するということ

が必要なのだと思うのです。その中では、今、言われたように、機械的に手当の支給はしな

いということではないのだよと。そして、時間外手当や通勤費も含めて、あるいは年休や育

休、あるいは介護休暇などについても、その状況に応じて取得できるようにする。このこと

がこの通知の中に示されているだけに、やっぱり、そういう方向でまず考えていただきたい

のです。 

  もう一つは、先ほど町長が補助的職員なのだというふうな説明を盛んにされているから、

その分、賃金が安くてもやむを得ないのだということを言わんとしていると思うのですが、

もともと正規職員に比べて待遇が極めて希薄な雇用条件で、常に再雇用の不安を抱いて、民
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間と違い、毎年繰り返し雇用されても正規職員にはなれない。将来を見通した生活設計が困

難な立場に置かれているというのが今の非正規職員の状況です。さきにも述べたように、週

当たりの勤務時間が正規職員の４分の３以上で、非常勤職員の７割が年間200万円以下とい

う賃金です。年間200万円という収入は、今や困窮世帯の代名詞とも言える金額です。賃金

水準を引き上げて、非正規職員の生活基盤を守る、公務労働者としての誇りと責任を持った

仕事が継続してできるようにすること、そのことが自治法に照らして行政が努めなければな

らない義務ではないかというふうに思うわけであります。 

  そして、その中で特に仕事内容が正規職員よりも軽微だという認識でありますけれども、

必ずしも補助的ではないと。例えば、技能を必要とする業務を担う者もありますし、かつて

は正職員が行っていた仕事を担当している者もいます。ただ、賃金水準は専門的な業務に従

事する者も含めて総じて低いのです。第１に、主要な臨時職員の日額はいずれも１万円に満

たない。第２に、嘱託・非常勤職員の職種別賃金表を整理してみますと、16万円以上は２割

に満たない。正職員よりも勤務時間が短いとはいえ、件数ベースで最多という状況です。そ

して、非正規職員の多くが女性であって、女性だから被扶養者だからという理由でその賃金

水準の低さが不問にされているところもありますけれども、そもそも問われているのは、家

計支持者であるかどうかということではなくて、仕事の内容や経験、勤続が評価されていな

い。何年働いても昇給がない。こういう支給基準が妥当なのかどうか、非常に非合理性では

ないかということです。 

  これらのことを改めて見直して待遇の改善を図っていただきたいというふうに思うわけで

す。その点について、改めてお伺いします。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） ただいま質問がございました賃金の関係でございます。平成28年

度の賃金単価でございますけれども、昨年度の人事院勧告に準拠いたしまして、平均で

1.5％の改定を行っているところでございます。また、賃金単価につきましては、職種及び

資格の有無によって８段階に格付を行っているところでございまして、今すぐに見直す考え

はないところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 先ほど来、町長が補助的業務と盛んに強調されていたので、私はもう

一回言いますけれども、例えば、先月の２月10日に洞爺湖町嘱託職員等の募集についてとい

うものが回覧で入りました。ここを見ても、例えば、大型自動車免許あるいは大型特殊免許

を所有する者、車両系建設機械の教習済み者とか、教員免許、保健師の免許を有する者と

か、採用の資格要件の中に、免許を取得している者を採用すると。こういう人たちは、例え

ば学習支援にしてもそうですが、本当に補助的かといえば、そうではないです。資格を持っ

て、それなりに仕事に精通している、そういう人たちもついているわけですから、私は今、

町長が補助的な業務だと言うのは、働いている人たちに大変失礼なことを言っているのでは
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ないかというふうに思うのです。誰もができるわけではなくて、資格を持ち、経験年数も

持って、むしろ一般職よりも精通して仕事をしている方も多いのです。そういう人たちがな

ぜきちんとした待遇で見られないのか、このことを改めて町長に伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 一般職員は、試験を受けた定数内職員として、今、働いていただいて

おります。その中で、その職員を補佐する、または補助業務として臨時あるいは嘱託職員を

当町は雇っているという状況でございまして、それが必要なものであれば、正規の職員とし

て町が採用すると。当然、試験もあるでしょうし、面接もあります。そういう過程を踏んで

正規の職員にしていくということです。ただ、そこまで至らない補助的業務ということで、

今、嘱託・臨時職員を採用しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そこまで至らないからではなくて、そこまで至らないようにしている

のですよね。定数条例もあるし、そういう点で職員を余りふやせないということは、国のほ

うの基準もありますからそうなのですけれども、それならば、なおのこと、非常勤・臨時職

員の待遇をもっと引き上げるという努力をして、その仕事に見合う賃金を支給していくべき

ではないかと思います。この人たちも家庭を持ち、家族もいて、子供たちも養っていかなけ

ればいけないのです。先ほど子供の貧困問題でお話ししたときに、担当の課長から、子供の

貧困がなぜ生まれるかという話の中に、経済的な困窮ということも言われました。そして、

その中には非正規職員がふえてきているというお話もありました。本当にそうだと思うので

す。その非正規職員を行政自身が一生懸命採用しているわけです。その非正規職員の賃金額

が、結局、今の子供の貧困にもつながっていくということになってくれば、行政としては、

もっと待遇を改善し、子供の貧困も含めて改善するという姿勢があっていいのではないで

しょうか。そういう意味で、改めてこの問題について真剣に取り組んでいただきたいと思い

ますが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、教員の特別支援関係等々についても、私どものほうは、今、募集

をかけたのは、そんなに若い方を募集しているつもりはなかったと思います。ある程度の年

数を踏んで、社会経験があってということで、ある程度の収入が以前からキープされていた

上で、今回、私どもの補助員、支援員になっていただけないかというところの募集だったと

思います。それで生計を維持していくという者を最初から募集していたのではないというふ

うに思っておりますし、今後とも、そういう考え方でやっていきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 時間が終了でございますので、これで、６番、立野議員の質問を終

わります。 

  次に、３番、五十嵐議員の質問を許します。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ３番、五十嵐でございます。 
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  ３月会議は、電算処理の今後についてという１項目について伺ってまいります。中身の細

かい質問については６項目に分けてございまして、そのうちの１項目から４項目について

は、現状の電算処理の仕組みといいますか、現行の状況について伺っているものでございま

して、５番、６番については、ここが一番大事なところだと私も認識しておりますけれど

も、今後、費用を含めた考えの中でどのような電算処理を今後考えていくのかという方向性

をぜひ示していただきたいということで質問をしてまいりたいと思います。 

  私は、西いぶり広域連合の議員として、議会からも下道副議長と２人で室蘭の議会に参画

をさせていただいております。そんな中で、ごみ処理は皆さんご存じのとおりですけれど

も、当町は、電算処理に関しては共同化がされておりません。これも、合併当時といいます

か、電算処理そのものが契約の更新をしたばかりということも当時はありまして、たしか共

同電算の加入は見送っていたというふうに思っておりました。 

  そうは言うものの、広域連合議会の中でいろいろな補正などの案件が出てまいりまして、

その中に電算処理の補正も出てくるのですが、議員の一人ですので、その案件については

しっかり対応しなければいけませんけれども、当町はどうして電算加入にもっと早く踏み切

らないのかとかねがね思っていたということもありまして、この質問に至ったわけです。 

  私は町長の執行方針を見るのが遅かったのですけれども、本当の最後の最後の行に、平成

29年12月に更新になっているので、この電算処理の件について、費用面、業務の中身を含め

て検討したいという一文がありましたので、質問をするに至ったということでございます。 

  そこで、まず１番目でございますが、多くの事務処理は電算処理が欠かせないと言っても

いいと思います。ほとんどの処理が電算なくして語れないぐらい行われております。事務の

効率であるとか正確性、これは電算が持つ要素なのですけれども、電算処理がなくてはなら

ないものになっているということです。そこで、共同化に加入しなかった現在の電算処理で

業者さんと委託の契約をされておると思いますけれども、その内容と年間の処理にどのぐら

いの費用がかかっているのか、まず最初にお伺いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 当町の現在の電算システムの状況についてご説明をいたします。 

  まず、当町の電算システムは、大きく分けまして二つのシステムの形態がございます。一

つ目が基幹系システムと呼ばれているものでございますけれども、これにつきましては、住

民記録、税、国民健康保険、介護保険や選挙など、住民情報を基本としているシステムでご

ざいます。もう一つは、情報系システムと呼ばれているものでございまして、電子メールや

ホームページ、文書管理や財務会計などのシステムです。それから、このシステムを洞爺総

合支所や温泉支所と各施設をつなぐための機器やケーブルなどのネットワークの管理もあわ

せて行っている状態でございます。 

  そこで、電算処理にかかわる委託内容につきましては大きく三つに分けられますけれど

も、まず一つ目としましては、システムの保守委託です。これは、電算システムの機器の保

守や地域ネットワークの機器の保守などでございます。これにつきましては、年間約1,600
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万円ほどかかっております。それから、システムの更新でございます。これは、ホームペー

ジやメールサーバーの更新などでございまして、１回限りでございますけれども、大体700

万円がかかっております。また、委託ではございませんけれども、先ほど説明いたしました

基幹系のシステムにつきましては、サーバーという保存の機械がございますけれども、サー

バーやシステムを町で保有しておりませんので、民間が所有いたしまして、ネットワークを

通じて利用する方式、通称ＳａａＳと呼ばれておりますけれども、現在はそういう方式で運

用しております。そのシステムの使用料としまして、年間で約2,800万円ほどかかっており

ます。合計で年間約5,100万円の費用を電算の管理にかかわる経費として支出をしている状

況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 契約されている業者というのは、１社なのか、何社かあるのです

か、それだけを教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） この基幹系システムにつきましては、１社になっております。そ

れから、ネットワークにつきましては、また別な会社と委託をしているような状況でござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） わかりました。総務課、住民課、健康福祉課が所管する処理が大半

なのかなというふうに思っておりました。大体5,100万円ということでございまして、いろ

いろな帳票類があると思いますが、その辺の費用はこの中に入っているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 用紙の部分でございますけれども、例えば納付書などにつきまし

ては、これと別でございます。帳票類につきましては、共同で、一括で購入をしているよう

な状況でございますけれども、この費用とはまた別でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 金額はわかりますか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 金額はちょっと記憶がございませんので、後ほどお答えさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 後のことにも関係するので伺ったのですけれども、意外と電算処理

としてはそんなにかかっていないのかなという数字だったものですから、質問をさせていた

だきました。 

  次の質問に移ってまいります。いわゆる電算処理は、ノーマルといいますか、通常の処理

であれば、そのまま機械を動かしておけば問題ないのですが、行政のシステムというのは、
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国の施策とか道の施策等によって制度変更が余儀なくされるということがよくあります。そ

のたびに、電算システムは、更新といいますか、変更を余儀なくされているわけでございま

す。 

  ちなみに、平成27年度、今年度はもう終わろうとしていますけれども、システムの変更と

いうのはどんなものがあったか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 先ほどの用紙の部分でございますけれども、年間約370万円ほど

かかっております。 

  今のシステムの関係でございますが、まず、マイナンバー制度にかかわるシステムの変更

につきましては、平成26年度から実施しております。その内容につきましては３点ほどござ

いまして、まず、総務省分と言われる住民基本台帳システムや地方税システムの改修、それ

から、厚生労働省分と言われておりますけれども、障がい者福祉システムや国民健康保険・

介護保険・国民年金システムの改修の二つでございます。それから、中間サーバーというも

のがございまして、その整備となっておりまして、その３点の変更となっております。 

  平成27年度につきましては、総務省分については、そのシステムの連携の設定、厚生労働

省分につきましても、システムの連携の設定を行っております。それから、中間サーバーの

整備、保守にかかわる費用と27年度のシステムの変更につきましては、人事給与システムと

財務会計システムの改修を行っております。それから、日本年金機構の情報の漏えいにより

まして、情報セキュリティー対策の強化ということで国からの要請がございまして、昨年９

月議会におきまして、基幹系システムのセキュリティーの強化にかかわる対策といたしまし

て補正をさせていただいております。また、本議会につきましても、情報セキュリティーの

強靱化対策ということで、新たに国からの要請がございまして、今回も補正予算を計上させ

ていただいているところでございます。 

  費用につきましては、平成26年度につきまして、総事業費1,990万円でございます。その

うち、補助金といたしまして1,550万円、それと特別交付税の対象といたしまして、440万円

が対象となっております。 

  平成27年度につきましては、当初予算で約2,000万円、９月の補正で650万円、３月補正で

1,650万円、計4,300万円の事業費となっておりまして、補助金といたしましては2,300万

円、交付税の対象といたしましては500万円、起債の対象といたしまして690万円というふう

になっております。 

  それで、一番最初にご説明いたしておりますけれども、電算システム全体では、先ほど

5,100万円の年間の費用がかかっておりまして、今回、27年度は、マイナンバー制度で別に

4,300万円という費用がかかっているような状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） マイナンバーというのは大きな変更でして、恐らく、コンピュータ

ーというのはコードで全て管理されていますので、それを核にする、キーにするコードで変
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わりますと、システムは全部変わりますから、これは大きなシステム変更が生じます。これ

は、国の施策での変更ですから、そういった意味での交付税措置なり補助金が入ってきたの

だと思いますが、町独自の変更の場合には自費で直さなければいけません。大体は国の施策

や道の施策で変わることが多いから、自費でというのは少ないのかもしれませんけれども、

こういう制度の変更のごとに処理費用がかかるというのは現実だということをまず押さえて

おきたいと思います。 

  そこで、次の質問に移ってまいります。 

  ちょっと小さいことかもしれませんが、制度変更によって、システムも当然変えることに

なりますけれども、それ以外にも、用紙そのもののレイアウトや帳票類もひょっとしたら変

えてしまわなければいけないなんてこともひょっとしたら起こり得るのかなということが考

えられます。きっと、うまく管理はされているのだと思いますので、余分に在庫したりはし

ないと思いますけれども、この帳票類等の発注、在庫の管理ということだけをお伺いしてお

きます。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 帳票類の発注や在庫の管理でございます。 

  基本的に、法改正など制度の改正に伴いまして、帳票類のレイアウトにつきましては、そ

の都度、変更することといたしております。 

  また、帳票類の発注及び在庫の管理につきましては、集中管理で行うこととしておりまし

て、経費の削減を図っております。発注に当たりましても、各担当課より必要数を確認いた

しまして、在庫数の確認のもと、発注を行っている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） これは仮にの話になりますけれども、この辺の管理も既に一元管理

を庁舎内でやっているということでございますが、仮に共同化になるにすれば、この業務も

電算処理の本部といいますか、センターで一括管理をしていただけるようなことにもなりま

す。これは５番以降のことになりますけれども、その辺の在庫管理、発注等の業務が軽減さ

れることになるのかなと捉えておるところでございます。 

  午前中の最後に４番まで進めておきたいと思います。これも住民情報、住基ネットになる

のでしょうか、転入・転出等があれば、情報として機械登録をしておかなければ、その人に

対する電算処理ができないことになります。多分、窓口で受け付けた段階で処理されている

のかとは思いますけれども、その状況について、機械処理をするために登録は必要であって

されていると思いますけれども、どんなタイミングで行われているのか、４番目の質問でご

ざいますけれども、伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） システムにつきましては前段で説明がありましたので、事務取

り扱いについてお答えしたいと思います。 
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  現在、転入・転出届け出につきましては、窓口のほうに来ていただきまして、住民異動用

紙に記入いただくということをまず最初に行っていただきまして、その場でシステムのほう

に登録処理を行うという状況でございます。また、その日のうちに住民票を発行できます。

物によりますけれども、申請と合わせて、その場で発行も可能という体制を整えている状況

でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 今、転入・転出のことをお伺いしましたけれども、家を取得したり

土地を取得したり、あとは出産等々のいろいろな手だてや税の関係がありますので、そう

いった新しい情報については逐次登録していくというふうに思いますが、最後に１点だけ確

認の意味でお伺いしておきたいと思います。 

  契約をしている電算処理業者の持つ機械で処理をしてもらって紙だけをもらうようなもの

と、庁舎内に住基で住民票を出すものなどは庁舎内に備えつけされている機器を使って処理

しているのだと思います。あとは、ひょっとして、それぞれお持ちになっているパソコンの

中にソフトだけ入れておいて、ソフト料だけを払って、あとは職員がそのソフトを使って処

理をしていくというようなことがあるのかなと思うのです。私は、その辺がちょっとわから

ないので、もしわかれば説明していただけますか。これで午前中の質問を最後にしたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） まず、転入・転出の窓口のお客様についてですけれども、先ほ

ど住民異動届ということでお答えしましたけれども、その中には、国民年金の関係の有無、

国民健康保険または社会保険なのか、後期高齢、介護、児童、教育委員会関係というよう

に、来られたお客様の状況に合わせてまず記入をしていただきまして、関係する部署のほう

に後日なりその場でご案内をしながら、必要な諸手続も処理していくというような流れに

なってございます。あとの電算のほうに登録処理をしなければならない部分については、随

時、処理をしていくような形で進めていっているということでございます。 

  私のほうからは以上です。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 基幹系システム、住民基本情報を基本としているシステムにつき

ましては、住基の情報がそのまま反映されるような形になっております。ただ、単独で持っ

ています水道のシステムはまた別に入力をしなくてはいけない形になると思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） それでは、ここで休憩いたします。 

  再開を午後１時からといたします。 

（午後１２時０３分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 午前に引き続きまして、当町の電算処理の今後について質問を続け

させていただきたいと思います。 

  ５番目の質問でございますが、西いぶり広域連合でごみ処理のほかに電算処理も共同化さ

れています。これも冒頭に申し上げましたけれども、当町は、電算システムを独自に更新し

ていたために、今までずっと参画はせずに現在に至っているということでございます。仮に

加入した場合、費用はどれぐらいかかるのか試算ができるかどうか、現行と比較したらどう

かという質問でございます。 

  平成28年度、当町の予算の総務費で、情報管理事業で、庁舎内各種情報システム管理で

5,900万円が予算計上されておりますし、戸籍住民基本台帳管理事業の戸籍総合システム保

守ということで、1,170万円ほど予算がとられておりますけれども、この辺も加味しながら

のことになろうかと思います。まず、実際に入るということではないので、大ざっぱな計算

しかできないのかもしれませんけれども、加入した場合の費用について現行と比較した数字

がもしある程度算出できていれば、お教え願いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 広域連合の加入をする場合の経費ということのご質問でございま

すけれども、まず、今回、当町の電算システムのこれまでの経緯について簡単にご説明をし

ていきたいと思います。当町につきましては、平成18年３月の合併に合わせまして、先ほど

説明いたしました基幹系システム及び情報系システムを新たに導入しております。それで、

平成18年度に広域連合のほうから平成20年１月に共同電算事業への参加についての協議がご

ざいまして、当町といたしましては、導入して２年しか経過していないため、不参加の決定

を行ったという経緯でございます。 

  その後、前回の更新時期であります平成24年度にでございますけれども、単独導入方式、

それと広域連合への移行、それとＳａａＳ方式というものがございまして、現在の方式でご

ざいますけれども、サーバーやシステムを町で所有せず、ネットワークを通じて利用するシ

ステムでございますけれども、その更新の検討を行ったところでございます。費用の比較や

自治体電算業務の将来の方向性などを勘案した結果、現在のシステムでございますＳａａＳ

方式により行うこととしたものでございます。 

  平成29年12月末で現契約が満了に当たりまして、広域連合の移行や現方式の更新も含めた

中で運用経費、セキュリティーの面や事務の効率化など、総合的に勘案、検討を行い、早急

に結論を出さなくてはならないものと考えているところでございます。 

  また、国におきましても、自治体クラウドと言われるものでございますけれども、システ
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ムのデータやサーバーを自庁舎で保有、保管、管理せず、外部のデータセンターなどにおい

て運用管理し、ネットワーク経由で利用する取り組みなど、電子自治体の推進を行っている

ところでございまして、データ移行経費やコンサルなどの経費にかかわる財源措置も国のほ

うでは行っているところでございます。 

  先ほどの質問でございますけれども、費用につきましては、現在、本当の概算でございま

すけれども、広域連合に移行した場合につきましては、初期経費がどうしても必要になって

きますけれども、保守経費、これが毎年かかってくるものでございますけれども、今の保守

経費の約半分ぐらいでおさまるのではないかという試算でございます。それで、トータルで

見ると10年後でございますけれども、現システムよりも安くなるという見込みでございま

す。細かい数字につきましては、まだ試算の段階でございますので、ちょっと公表はできな

い状態でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 私も広域連合の平成28年度の電算に関する予算の中で、共同電算で

６億3,000万円ほどの予算を見ていまして、これは室蘭、登別、伊達、壮瞥の３市１町でご

ざいますけれども、それぞれ議会費、総務費、情報処理費、交際費、職員費という項目で電

算の総体的な費用が見込まれていますが、その中で情報処理費だけでもシステム整備で２億

円、システム運用で３億7,000万円、ごみ処理場の道路を挟んだ前にデータセンターという

電算処理専用の建物がありまして、そちらの管理で1,700万円と見込まれています。そし

て、多分間違いないと思いますが、ごみ処理のように、それぞれ各自治体で負担する割合が

決まっておりまして、均等割りが５割で人口割りが95％ということなので、一生懸命試算を

試みたのですが、結局、これをベースにしても、仮に当町が加わるとしたら、この額自体、

基礎となる額が変わるはずなのです。当町が加わることによってふえる予算も当然あるわけ

ですから、それを加味して上乗せした上で均等割り、人口割りをしないと正確な費用は出て

こないだろうということで、ひょっとしたらそこまで計算をしてくれているかなと思って聞

いてみたのです。仮の話なので数字までは要求いたしませんけれども、数字が確定はしてい

ないものの、将来的な形を考えたときに、共同化に一歩踏み出したほうが財政的に有利なの

ではないかという考えが、今、ちらっと聞こえてまいりましたので、それをベースにして、

次の質問に移ってまいりたいと思います。 

  制度変更がたくさんあったりしますと総体的な費用もかかってきますので、何とも言えな

い部分もございますけれども、やはり、今、毛利課長の答弁があったように、年によって、

最初の導入時期は初期費用はかかりますから、ひょっとしたら現行よりも高くつくかもしれ

ませんが、これは毎年行われる処理ですので、大きな制度変更がない限りは、規模のメリッ

トと言うのでしょうか、小さな自治体が大きな機能を持たずに、ある程度、共同体で、まと

まった形で一つの処理に対して費用をそれぞれ負担していくと。これは広域連合の趣旨なの

でしょうけれども、そういう形に加わることによって、将来的に財政面での対応が可能に
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なってくるということかと思います。 

  そこで、６番目の質問ですが、今、お答えみたいなことになりましたけれども、私の提言

になりますが、共同処理に参加すべきだろうと思っておりますし、もし参加するとしたら、

平成29年12月で切れるということもありますので、それがちょうどいいタイミングなのかな

という気はいたしますけれども、その辺の見解についてお尋ねいたします。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 更新の時期をいつごろと考えているのかというご質問でございま

す。 

  現システムにつきましては、平成29年12月末で終了となります。例えば、これを延長する

というふうになりますと、また費用がかかってくるという問題も出てきます。それで平成30

年１月に切れた後にすぐの切りかえがベストではないかと考えているところでございます。 

  そうなってきますと、スケジュール的にいろいろな問題が出てきますけれども、多分、デ

ータ移行に約１年間という日数が必要になってきます。それでいくと、29年１月にはもうデ

ータ移行も進めていかなければならないのではないかとなってきます。 

  例えば、広域連合に加入するとなりますと、今度は広域連合の規約の改正も必要になって

きます。それについては、平成28年度の６月または９月ごろの議会で規約の変更が必要に

なってくると考えております。また、広域連合としましても、洞爺湖町が加入する場合につ

きましては、補正予算も必要になってくるのではないかと思います。 

  そういうふうに考えていきますと、例えば平成30年１月から更新をしていくにしても、28

年度の早々には方向を定めて準備を進めていかないと、もう間に合わなくなってくるという

ふうに考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 町長の執行方針で、最後のほうに共同電算化に言及されておりまし

たのも、ことし、今、毛利課長が答弁されたように、いきなり導入できませんので、恐らく

更新時を考えたときに、平成28年度から取り組んでいかなければ共同電算化には乗れないだ

ろうということもありましてちょっと質問させていただきました。今、共同電算をやってお

ります広域連合では68の業務システムが動いております。その全部に入り込むかどうかの精

査も町としてしていかなければならないと思いますし、先ほど申し上げました、今、蓄積で

きているデータをそっくり移管しなければいけません。あとは、マスターと言っていますけ

れども、それぞれ住民情報等も移管する手続もあるでしょう。洞爺湖町が入ることによって

処理量がふえますので、広域連合のデータセンターとしても、機器の更新とか、もっと性能

のいいものとか、容量とか、回線スピードとか、いろいろなことの見直しがされるので、私

どもだけの都合ではなくて、広域連合全体の都合の中で歩調を合わせながら導入をしていか

なければならないということもあろうかと思います。その辺も考慮しながら進めていってい

ただきたいと思いますけれども、町長もきっとお考えがあろうかと思いますので、町長か

ら、この電算化加入に向けた考え方といいますか、方向性をもう一度お示しいただければと
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思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 当町の電算事務事業でございますが、ただいま議員からご指摘のよう

な共同電算化も大きな検討材料の一つだなということで、現在、総務課において検討をして

いただいております。まずは、加入したときのメリット、デメリットとしてどういうものが

想定されるのか。そして、一番大きなものは、やはり費用の問題等々もございますけれど

も、先ほど総務課長が述べておりましたように、初期投資部分があって、約10年間ぐらいは

恐らく今とそんなに変わりはないだろう。しかし、10年後には、恐らく今、年間5,600万円

ぐらいかかっているものが恐らくその半額になるのではないだろうかと、大まかな数値では

ございますけれども、試算をしているところでございます。また、メリットの分として、現

在、広域連合のほうでは町村として壮瞥町が加入しております。私どもと対する豊浦町のこ

ともありまして、今、豊浦町ともその辺は慎重に論議を交わしながら、どうするかという話

し合いを今させていただいているところでございます。私どものほうといたしましても、壮

瞥町の電算業務、これは町村電算業務ですから、登別市、室蘭市、伊達市とはちょっと違っ

た部分があります。そういう面から比べると、問題として残るようなチェック機能が十分に

働き得るのではないだろうかということが想定されます。現在は、私どもは民間の会社のほ

うに委託をしているわけでございまして、その会社も全道の市町村数から言ったら、まだま

だ数少ない体系で会社自体の運営がなされているということで、過去において何回か事故も

あったということも鑑みますと、今、広域連合に加入する方法がベターなのかなということ

で、今、内部整理をしているところでございます。これが本当に広域連合に加入の方向性を

示すということになりますと、やはり早急に結論を広域連合とも、あるいは対近隣町村とも

話し合いを深めていかなければならないということもございます。その前段では、これから

議会と十分議論をさせていただいて方向性を出していきたいなというふうに考えておりま

す。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 町長もそういう気持ちでおられるということで、私も、広域連合の

議会に出ている立場としても、私の力でできる分については協力をしていきたいなというふ

うにも思っています。 

  町長も所信の中で、財政再建団体を脱したとはいえ、大変厳しい予算の中で、基金の取り

崩し等をしながら対応しているということをおっしゃいました。私も、12月の会議で、ふる

さと納税の自己財源を何とか確保するのだということと、目的をしっかり定めて寄附をお願

いすることによって、なかなか大きなことはできませんが、小回りのきいた事業展開ができ

るというメリットを持っているのではないかと思います。 

  最近では、インターネットを使ったクラウドファンディングということで、胆振振興局で

も取り組まれているようです。小さいことかもしれませんが、そんなことをしながらでも、

いろいろな人に財源の協力を求めていくようなこともございます。大きな税収や交付税措置
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がなかなか期待できない中にあっては、収入を確保する、「集める・もらう」ということ、

逆に、今回、電算という一面ではありますが、費用を縮減する、「見直す・減らす」という

守りの財源確保と言うのでしょうか、攻めることと守ることによって地方自治の財源をうま

くコントロールしていくということがますます大切になってくるのだろうと思います。 

  ここまで述べるのもどうかと思いますけれども、システムの共同化はこれから検討すると

いう段階でありますが、それと同時に、システムをしっかり管理できる担当職員を置いて、

データセンターとしっかりやりとりをしていくと。このことは、ただ連絡をするということ

だけではなくて、電算処理というのは、ただ数字を機械が処理するということだけではなく

て、大きな目的は、恐らく事務処理の仕組みにまで考えが及ぶということではないかと考え

ております。 

  とにかく、先ほど申し上げましたように、電算の共同化によってコストの削減が図られ、

かつ、この庁舎における事務が行政改革等の観点からも見直しが行われて、本当の意味での

システム的な機能が発揮できるということが最終的には住民サービスにつながっていくのだ

ろうと考えますので、順次、協議をしながら進めていっていただきたいということをお願い

しまして、私の質問を終わりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、３番、五十嵐議員の質問を終わります。 

  次に、10番、七戸議員の質問を許します。 

  10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 10番、七戸です。 

  一般質問をさせていただきます。 

  きのう、町長、教育長のほうから、それぞれ平成28年度の執行方針がありました。いろい

ろな部分でわからないところもあるのですが、予算審議のときにまた伺う機会もあると思い

ますので、今回の一般質問では３件について簡単に伺っておきたいと思います。 

  通告順の最初の項目について伺いたいと思います。 

  2000年の噴火以降、町内に新しい公営住宅がたくさんできました。記憶では200戸前後が

建てられたのかなと思います。私が言うまでもなく、有珠山災害により失った町営住宅の再

建という位置づけ、または被災された方も入っていくという位置づけで建てられたのだと思

います。そのために、道や国の肝いりで、当時の公営住宅にかなう最高のものだったと聞い

ております。それから十数年が経過いたしまして、少しずつ傷みが見えてきています。その

中で、ちょっと話がもとに戻るのですが、雪かきと草刈りについて住民が行っているという

状況が見えるのですけれども、住民の高齢化でなかなか大変な状態になっているというとこ

ろもはたで見えるわけです。今、雪解けが進みましたので、除雪についてはちょっと置いて

おくといたしまして、これからあっという間に季節が春になると思いますので、草刈りにつ

いてお伺いしたいと思います。 

  きょうは、大変細かい話をいっぱいしますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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  草刈りについては、草刈り機、刈り払い機等を貸し出しているということをしているよう

ですが、この貸し出しの実績は大体どれぐらいになっているのか、先に伺っておきたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 刈り払い機等の貸し出しの実績の関係でございます。 

  まず初めに、概要をちょっと説明させていただきますと、町営住宅の草刈りの状況でござ

いますが、町営住宅の敷地内の公園につきましては年に３回、のり面については２回ほど、

町が高齢者事業団に委託して実施してございます。町営住宅内の敷地につきましては、今、

お話がございましたが、入居者の方々のご協力をいただきながら草刈りを行っていただいて

いる状況でございます。草刈り機等の貸し出しの関係でございますが、管理人を通しまして

希望の機種を聞きまして、肩かけ式または自走式等々をうちのほうで用意してございますの

で、その貸し出しの受け付けを行って、希望の期日において各団地に私どもが燃料とともに

運んで実施していただいている状況でございます。 

  昨年までの実績といたしましては、平成26年度で24件、27年度で29件の貸し出しを行って

いる状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） よくわかりました。ちょっと回ったところで心配されている方もお

られましたので、何回か刈り払いも高齢者事業団のほうでしてくれているということでござ

います。具体的に言いますとコスモス団地なのですけれども、特に避難ばしごがおりてくる

部分といいますか、真っすぐ下のほうにおりてきますね。その部分がほとんど花畑とか畑に

なっているわけです。そうすると、大分高いところまで草が伸びていて、万が一に火災など

があったときに、そのはしごでおりてきても、前のほうに逃げてくることができないのでは

ないかなという心配をされている方がおられたものですから、高齢者事業団が入ったとき

に、何とか１人分だけでも歩けるだけのスペースをちょっと刈ってもらえないかなと思うの

です。いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） コスモス団地の避難するところのはしごの下ということでしょ

うか、私もちょっと確認できていないのですが、そういうことであれば、私どもは、草刈り

だけではなく、結構見回りをさせていただきますので、その時点で気がついたら、管理人さ

んにお話をしてやっていただけるか、もしくはそういう避難に関係するところには、場合に

よってはですけれども、私どもも、草刈りについて、公園は年に３回とお話ししましたけれ

ども、よく使われる団地は、私どもは直接行って草刈りをしたりということがあるものです

から、そこは弾力的に対応させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 
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○１０番（七戸輝彦君） 次も団地のメンテナンスに関する質問なのですけれども、洞爺湖町

内にある数多くの団地ですね。細かな問題として、さまざまなことを耳にするわけですけれ

ども、その耳にしたことは、一応、目で確かめてくるようにしています。その中でも、10年

以上前から言われていてなかなか直らないという深刻なものと感じているものがあるので

す。それは、高砂団地の廊下の部分からの、天井からの雨漏りのようなものです。何回か建

設課のほうにもお話をしまして、これは雨漏りではないという見解もあるようなので、雨漏

りのようなものというふうに表現させてもらいます。数年前から起き始めて、特に冬から春

にかけてひどいようです。場所によっては、この季節とは別に風雨がひどいときに漏るとこ

ろもあるようです。 

  毎年のように担当の建設課のほうにしつこく申し上げてきたのですけれども、改善されな

い部分も大分あります。担当課のほうでも努力されているということは私もよく知っている

のですが、例えば、これが結露ですと結論づけるところまでに行く間が違うのではないかと

いう気がするのです。果たして原因が何であるかは私にもわからないところです。 

  毎年のように居住されている方から指摘されて、何年も直すことができないとなれば、例

えば民間の住宅であれば、このクラスで毎年続いているものだったら、もう家賃の減額です

ね。公営住宅の場合は、そういう規定がないというだけで減額されないのでしょうけれど

も、民間だったら間違いなく言われます。大家さん、この状態だったら高いんじゃないかと

言われるのが当然のことぐらいです。建ててから何年もしないうちから、天井から雨水のよ

うなものが漏る。一棟一棟、ケースごとには後から伺いますけれども、高砂団地のこの問題

がいまだに解決されないことについて、この高砂団地１棟から３棟までの総体的な考え方を

伺っておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 高砂団地についてでございます。高砂団地につきましては、平

成13年から15年までに建設されたものでございまして、議員もご承知だと思いますけれど

も、３棟で81戸あります。私どもは、正月明けに議員からお話があったので、何度か足を運

んでいるのですが、団地の廊下の結露については、特に壁と窓に水滴が多く発生しまして大

変ご迷惑をかけていることを私も確認させていただきました。実は、その足でほかの団地も

見てきたのですが、やはり、議員がご指摘のように高砂団地で結露等が多く発生しておりま

す。 

  なぜ結露かといいますと、私も、その後、天井等を剝がしてみたり、いろいろしてみまし

たら、クラックがあったり、コーキングが剝がれていたような形跡がなく、中で発生してい

る結露が大部分ではないかと私どもも考えてございます。また、私が管理人さんにも直接聞

いてみましたら、10年前からもあったらしいのですけれども、この三、四年前からひどく

なったというお話を個々に聞いてきたところでございます。 

  これにつきましては、後で個々の問題を話させていただきますので細かくは言いません

が、原因を突きとめ、早急に解消したいというふうには考えているところでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 申しわけないですけれども、まだ原因の重立ったところまでいって

いないような気がするのです。どういう方が団地のことを教えてくれるか、居住者の方から

はしょっちゅう電話がかかってきたり、会ったときにこの話をされるのですけれども、毎

日、新聞を配達されている方で、ほぼこの団地の１号棟から３号棟まで、上から下まで行く

人がいるのです。２月14日の朝に、余りにもひどい状態だと私も聞きまして、実は、その方

と一緒にぐるっと回ってきたのです。 

  まず１号棟から行きたいと思います。一つ一つ細かい話で申しわけないのですけれども、

私が素人なりに考えますと、何か原因が違うような気がするのです。１号棟の場合は、１階

から５階のエレベーター前です。だから、１階から５階までの天井を通すように、全ての場

所で床に水がたまっているのです。ポチポチ、ポチポチと落ちているのです。一つの階とか

違う場所でそうなるのだったら結露のような気もするのですけれども、全ての階で同じ場所

となると、上から下まで通しているのではないかなという気がしました。要するに、全ての

階の同じ場所に水がたまっているということです。また、５階に限ってみれば、２号室の前

の天井とか壁にも水が滴り落ちているような状況でした。また、それを受けるためにバケツ

とかバスタオルも置いてありました。 

  私も、この町の議員として何か情けないような気がしてきました。１号棟ではまだまだあ

るのです。例えば、４階から５階にかけての階段室です。ここもやっぱり水が滴り落ちてい

まして、雑巾というかバスタオルみたいなものも置いてありまして、もう壁には黒カビが発

生しているような状況です。 

  今の議会は中継されていますので、恥のような気がするので、余り言いたくない話なので

すけれども、これが現実でありますので、明らかにして、原因と対策があれば、１号棟につ

いてお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） まず、１号棟でございますが、原因としては、今、議員が言わ

れているエレベーター前の４号室前が各階ということでお話しいただきまして、私も図面を

広げるなりしていろいろ検討してみました。そこのエレベーターの前のところが、部屋のと

ころに部屋のロスナイ、室内の換気扇ですけれども、その給気管が走っていて、ちょっと曲

がって入ってきているところがあるのですが、そこがほかのところよりもちょっと曲がりく

ねって室内に入っているのです。ちょうどその真下で起きているということから、確定では

ないのですけれども、一つは、外気が中に入ってきて、そこで飽和状態になって管の周りで

結露を起こしているのではないかと考えております。そこは、きちっと天井をもう一度剝が

すなりして確認をした上で、保温工事をもう一度きちっとやるべきではないかということも

含めて考えていきたいと思っています。 

  また、502号室も同じような考え方をしています。もう一点は、今、４階から５階の階段
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室という話で、黒カビのような水滴があったという話だと思います。これは、特に最上階で

多く見られるのですが、階段室も下に行けばかなり冷たい空気が入っているので、そういう

ものが発生しにくいのですが、中のいろいろなドアが開けたりして、その暖かい空気が全て

上に上がっていく性格がありまして、そこで空気がよどんでしまって、どうしても逃げ道が

なく、そこで滞留したことによっての空気のよどみから発生したものではないかと考えてお

ります。これにつきましては、湿度が高くなれば動くような換気扇がございますので、それ

をつけるなどして、これは実験的ですが、そういう方向で私なり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（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） よくわかりました。 

  次に２号棟ですけれども、ここは余りなかったのです。今の課長の答弁でわかりました。

４階と５階の踊り場に同じように水がたまっていた。それは納得できるのです。ただ、１階

の特定の部屋の前に雨が吹きつけたときに窓が漏るということで、モップが逆さまに立てか

けてあるという状況もあります。２号棟については、よくわかりましたので、いいです。 

  今度は３号棟です。この棟のひどいところは、最上階です。３号棟だけは４階までしかあ

りませんので、最上階４階の廊下の天井に雨漏りが集中しているのですね。建設課のほうで

気合いを入れて見てくれるということで、天井のジプトーンを何枚も外してありました。試

験のためか、10センチのパイプファンが取りつけてありましたけれども、少し小さいような

気もしました。たまたまですけれども、このジプトーンが外したところから天井裏を見る

と、どうも黒いものがカビなのかなと思っています。担当職員の方が一所懸命やってきたの

もわからないではないのですけれども、これは何年も直らないというのは、何か構造上の問

題と考えざるを得ないのです。今までのように、悪い表現をしますと、ばんそうこうを張っ

たような工事ではとまらないような気がします。今後は、手当てのような工事だけではなく

て、やっぱり改善策をきちんと考えて、大々的にもっと調べていただいて、直すところはき

ちっと直すという手段をとっていただけないかと思って一般質問をしているのです。 

  ３号棟のことも含めて、これからの高砂団地の対策についてお伺いしたいと思います。何

せ、災害のときに建ててもらって、本当に立派なものを道のほうの協力もあって建てて、多

くの住宅を建てるためには、職員の方も体を壊しながら200戸当たり建てたと聞いておりま

すし、第一には町民の財産でもありますので、きちっと手入れをしていただきたいと思うの

です。大々的に直すということに対して答弁をいただきたいのですが、よろしくお願いしま

す。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） まず、３号棟のことを説明させていただきますと、３号棟は、

今、議員からお話がありましたように、私も年明けにこういう話をいただいたものですか

ら、この二、三年はなかなか進んでいないということもありまして、天井を剝がさせていた
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だいて、きちっと調査しなさいという指示をして、今、調査をさせているところでございま

す。やはり、３号棟の結露しているところが天井を剝がしてみると黒カビのようなのが発生

したというのは、そこに給気管がございまして、給気管の周りに水滴がついて、これは１年

でできたものではないと思います。何年も、水滴が何度か繰り返されて黒カビのようなもの

が天井に発生しているのではないかと思っています。 

  対処方法としては、やはり、保温工事の取りかえとセットで換気を強化するという方法が

いいのかなと思っています。 

  もう一つ言いますと、私は何度か行っていろいろな角度から見てみたのですけれども、一

つ、明らかに違うところは、この高砂団地だけは廊下に換気口がついています。廊下に換気

口がついているということは、住居の中の暖かい空気が廊下に漏れてしまっているという状

況です。ほかの団地ではないのですが、なぜか高砂団地ではあるのです。しかし、それは設

計した我々の責任でございますから、それによって発生している要因も明らかにあるのだろ

うと思っています。それはそれで、我々はそれに対処しなければならないと思ってはいるの

ですが、一つだけ、入居者の皆さんと管理人さんにお話を聞くと、ロスナイのフィルターの

掃除がなかなかされていないということも、高齢者の方がいらっしゃるので、そこら辺も含

めて管理人さんとお話しさせていただいたのですけれども、できないところは役場で行きま

すので、こういうことでやらせてくださいということも一つの対策としては考えていきたい

と思っております。 

  それから、今説明させていただいた工法も含めて、施工業者、それから、それを設計した

人間といろいろな協議をして、時間をかけないで早急に対応させていただきたいと考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 室内の強制換気の換気扇の話が出たのですけれども、私も行ってボ

ランティアで時々見て掃除をしてあげるのですけれども、10軒ほど行ったところでは、ま

るっきり掃除はしていませんでした。していませんというより、ご高齢の方が多いので、脚

立に上って、天井裏もコインか何かで回さないとあかないものですから、コインを使って天

井裏をあけると。その改め口のところに二つ、そのフィルターがついていまして、それを結

構な力で引っ張らなければならないのです。多分、70代後半のご高齢の方だと、力の関係で

は無理なのかなと私は思います。説明書にもそのことは書かれているのですけれども、説明

書に書かれていること全てを居住されている方ができるかというと、やっぱりそうはいかな

いと思います。だから、ある程度の年齢の方のところには、役場の職員が力をかしてあげる

しかないのではないかと前から思っていたところです。 

  今、建設課長から話がありましたので、答弁が先になりましたけれども、そのようにお願

いしたいと思います。 

  では、次の質問に行きたいと思います。 
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  次は、町政執行方針について伺います。 

  先ほど、冒頭にお話ししましたように、予算審議のときにある程度聞くことができますの

で、今はプレミアム商品券の事業についてお伺いしたいと思います。 

  ことしの執行方針の中には入っていないのですけれども、平成27年度、国の肝いりで執行

された事業だと思います。予算から消えているのがちょっと残念な気がしますけれども、プ

レミアム商品券の事業効果等について伺っておきたいと思います。27年度分で結構です。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） プレミアム商品券の実施状況及び事業効果というご質問だと

思います。 

  国の平成26年度の経済対策補正に盛り込まれました地域住民生活等緊急支援のための交付

金を活用しまして、平成27年度におきまして、地域消費喚起生活支援としてのプレミアム付

き商品券の発売事業を実施いたしました。発行総額が１億7,820万円、発売総額が１億4,850

万円で、プレミアム率が20％でございまして、国が15％で道が５％の補助の内訳ということ

でございます。販売価格が１万円ワンセットで、セット内訳１万2,000円掛ける１万4,850

セットを商工会に委託して販売したということでございます。商品券の販売は７月１日から

行いまして、10月19日に完売いたしました。参加店が146店舗でございまして、商工会会員

以外の店舗でも取り扱いを行っていただいたところでございます。 

  プレミアム商品券の消費喚起効果の把握のため、購入された方のうちの800名に対しまし

てアンケート調査票をお渡ししまして、185名の方より回答をいただきました。それにより

ますと、商品券の使用に伴う買い物の合計は1,566万7,000円で、そのうち、新たな消費に結

びついた金額は364万3,000円との回答をいただいておりまして、その数字をもとに発行総額

から試算しますと、新たな消費に結びついた額は4,317万円と推計されまして、買い物の町

外流出も大幅に減少することができたというふうに判断しております。プレミアム付き商品

券の発行は、消費喚起につながる対策として大きな効果が得られたのではないかと評価をし

ております。 

  また、商品券の業種別利用状況につきましては、生鮮食料品、加工食品、飲料等への利用

が80％を占めておりまして、次にガソリン、灯油への利用が12％、家電製品が２％の順と

なっておりまして、ふだんの買い物に商品券の多く使用された結果となっている状況でござ

います。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 昨年度に町の単独事業でやったわけではないので、国からの支援が

ないとこれは非常に難しいということはわかります。先ほど課長から答弁がありましたよう

に住民にも非常に好評でありまして、事業所にも町外に消費が流出していかないということ

で非常に喜ばれているという状況もありました。できれば、規模を縮小するなり若干形を変

えるなりしてできればなと思うのですけれども、どうでしょうか。 
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○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 来年度についても実施できないかというご質問だと思いま

す。確かに、アンケート調査からの試算では、大きな効果が得られたとの結果が出ておりま

して、消費喚起につながる対策であると思いますが、町の単独費で実施するとなれば、大変

厳しい部分があると思います。例えば、10％のプレミアム率では消費の町外流出には余り効

果が得られませんし、最低でも20％は必要であると判断しております。今年度と同等の事業

を実施するとなれば、2,907万円の負担が必要となってくるということでございますが、も

し、今後、国においてこのような動きが出てくれば、当然、町としては実施したいと考えて

おりますが、今のところ、国で再度実施するとの情報もありませんし、大変難しいところで

はあると思いますが、今年度も実施するリフォーム支援事業とかぐるっと洞爺湖プレゼント

など、これらの事業も含めた中で、商工会の要望等も踏まえながら、今後の事業の取り組み

について検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） チャンスが到来すれば、いち早く取り組んでいただけるのかなと思

います。町の単独事業では、お金がかかるし、難しいという答弁でありましたので、次の質

問に移りたいと思います。 

  次に、町政執行方針の中から、観光施設、洞爺湖森林博物館について伺いたいと思いま

す。きのうもほかの議員から同じ施設について同様の質問がありましたけれども、特に森林

博物館は随分と老朽化している施設であることは、私もきのう質問された議員と同様の考え

方です。しかしながら、国立公園内にある施設、とりわけ、洞爺湖の中島にある施設であり

ますので、これが老朽化したという理由で、役割の違うほかの施設に建てかえるということ

になれば、行政の手続上、大きなハードルがあるということは想像にかたくないところであ

ります。それがゆえに、この中島森林博物館は、10年以上も前から、そのあり方が議会の

中、あるいはほかの団体からも問われてきたわけですけれども、単に取り壊しという結果を

招くようなことにはならないように、慎重に取り扱われてきたのだと思っております。 

  そういう意味では、決して結論は急ぐべきではないと思いますが、これまで庁舎内あるい

は委員会等で検討されてきたことを伺いたいと思います。また、この施設の最近の入り込み

数とか、いろいろな経緯とか、今後のあり方についてお答えしていただける部分があればお

答え願いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） それでは、お答えさせていただきます。 

  議員がおっしゃいましたように、森林博物館につきましては、昨日も申し上げたのですけ

れども、建設したのが昭和30年で約60年でございます。町に移管されたのが昭和47年、その

間、一度、サミット期間中に改修したことはございますけれども、全面改修という形には

至ってございません。それで、昨年度、あそこに何人入ったのかなということでございまし
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て、船に乗った数が約20万人というふうに汽船会社のほうでは言ってございます。そのう

ち、上陸者が５万8,000人で、全体の29.5％でございます。また、そのうち森林博物館に

入った数が約9,000人でございまして、16％という形でございます。この中島に上陸する５

万8,000人が多いか少ないかというと、乗っているお客様はインバウンドの方が大多数でご

ざいまして、旅行行程で、一度中島におりますと滞在時間で約40分ほどで、次の便でないと

帰ってこられないものですから時間がかかるという形で、旅行行程の関係でおりないという

お客様がインバウンドでは大多数でございます。それでも、５万8,000人がおりております

ので、現在、５万8,000人が入っています観光施設としましては、西山火口及び金比羅火口

と匹敵する方が利用しているということでございます。 

  それで、どういうことを検討してきたのかということでございます。平成26年12月に洞爺

湖町観光施設等利用活用検討委員会、これは民間の方でございますが、検討してきました。

その間、昨年の11月に４回目の委員会、ことしの先月２月の最終日で５回目の最終提言と

なってございまして、観光施設は何件かあるのですけれども、その中でも最重要の項目とし

まして、次期まちづくり総合計画の中で重点的に整備をしていただきたいという最終提言を

いただいているところでございます。 

  また、その間、観光課の事務レベルといたしましては、支笏洞爺国立公園管理計画書とい

う最新版が平成22年に改訂されてございまして、これを作成しておりますのが環境省洞爺湖

自然保護官事務所でございます。また、中島を全て所有しているのが林野庁でございまし

て、後志森林管理署、こういうところと意見交換を行ってございます。環境省を通じまして

北海道事務所の考え方や補助金の有無についての問い合わせ等も行って意見交換をしており

ます。ただ、洞爺湖町は、皆さんもご存じのとおり、環境省の施設で合併前にも旧洞爺村に

ありますビジターセンターがございまして、その後、合併後もビジターセンターという形

で、環境省の北海道事務所としましては、１町村に二つもビジターセンターがあるのは国内

でもないという意見はございますけれども、私どもは、森林博物館は森林博物館で別物とい

う考え方を持っております。 

  それから、この間、森林管理署とも意見交換をしたのですけれども、所有者は私どもであ

るのですが、予算的にはない省庁でという回答はいただいておりまして、中には人工林も多

数ございまして、使える部材も私は勝手に見ておりますけれども、何とかご意見を聞いてい

ただきたいというふうに考えております。 

  最終的には、現在、森林博物館の映像室でございますけれども、鹿の問題というか生物多

様性の問題で、酪農学園の先生方がご利用していただいております。結構老朽化をしていて

入り口にも支障を来してございますけれども、酪農学園の先生方や汽船会社、旅行関係者も

含めまして、専門家の意見を少し聞いてみて、森林博物館という名前がいいかどうかわかり

ませんし、どうあるべきかも含めまして、少し皆さんのご意見を聞く年にしていきたいと。

次期まちづくり総合計画については平成29年からでございますので、できればそこに入れて

いきたいと考えている次第でございます。 
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  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 相当の検討をされているということで、今、動きがよくわかりまし

た。今の課長の答弁のように、次期まちづくり総合計画の中にぜひ盛り込めるように、これ

からも努力していっていただきたいと思います。 

  率直に感想を言わせていただきますと、５万8,000人が中島に上陸しているうちで9,000人

が入ってくれているということは、上陸した方の割には入っていただいているのかなという

気はしないでもないのです。ただ、出てこられた後が満足しているかどうかというところを

考えると、ちょっと厳しいものはあるのではないかと思いますので、早目の検討をお願いし

たいと思います。 

  それでは、次の質問に入りたいと思います。 

  次は、伊勢志摩サミットと洞爺湖町の動きについてです。 

  2008年の北海道洞爺湖サミットから８年が経過して、本年の2016年は日本が再びサミット

の開催地、議長国となります。諸事情から今はＧ８ではなくＧ７になりましたので、我が町

で開かれた８年前のサミットというのは記念すべきサミットになったのではないかと思うと

ころです。当時を思い起こしますと、サミットで私たちは、地元ということで、どのように

対応していくかということで非常に悩んでいまして、それを勉強するために、町長あるいは

議会のほうも前開催地であります沖縄訪問をして、一生懸命、それをたたき台にして議論を

したものです。また、職員も現在の総務部次長だと思うのですけれども、１年前の開催地、

ドイツまで開催の様子を見に行くという勉強もされてきたと記憶しております。 

  当然、今回の伊勢志摩サミットについても、ご当地、三重あるいは伊勢のほうから前開催

地である洞爺湖町に来られる方も多くおられるのではないかと思います。どのような方が視

察のためにおいでになったのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 安倍首相が、平成27年６月５日、三重県志摩市の賢島を第42

回先進国首脳会議の開催地に選定すると発表されましたが、サミット開催候補地として８都

市が立候補していたところでございます。 

  伊勢志摩サミットと決定される前から、立候補されていた都市から当町へ視察に訪れてお

りますが、県知事、県議会、市長や市議会、職員、商工会など、経済団体13行政、71名の

方々が洞爺湖町に視察に訪れているところでございます。また、同行取材等によりまして、

マスコミ関係者に関しましては10件程度、洞爺湖町を訪問して取材をしている状況でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） よくわかりました。想像以上に多くの方が訪れておられるのかなと

思います。 
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  このような質問をどうしてしているかというと、私たちの開催地の前の沖縄にしても、伊

勢志摩にしても、当町にしても、いずれも我が国を代表する風光明媚な観光地でもありま

す。この関係性をどうも単発単発で終わらせてしまうのは非常にもったいないような気が私

自身はしております。 

  例えば、縄文の関係するまち同士で縄文サミットを開いていますね。そこまでいかなくて

も、名前をつけるとすれば、サミットサミットに重なってしまうのかなというような気もし

ますけれども、そのような中で、観光情報のやりとり、それから、私たちはこのまちと同じ

ようにサミットの開かれたまちですと何かアピールしていければいいのではないかなと考え

たからなのです。 

  先日、小耳に挟みましたが、町のほうにも、サミット関連で三重のほうからサミット関連

のお話でこの部分を聞きたいという質問の電話が入っていると聞きました。先ほど、三重、

伊勢志摩のほうから視察について来られたということを伺ったわけですけれども、洞爺湖町

から伊勢志摩へ伺ったことはあるでしょうか。もし行っていないとすれば、私はいずれか代

表でそちらのほうに町長などが行ってくるのはよいのではないかと思っていますが、その点

はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 伊勢志摩サミットが開催されると決定された後、当町として

は、当地を訪れてはおりません。ただ、現在の状況でありますけれども、第42回先進国首脳

会議につきましては、ことし５月26日、27日に開催されることとなっておりますが、北海道

洞爺湖サミットのときもそうでしたが、志摩市では、現在、警備体制の強化や各国の首脳を

迎え入れるため、歓迎の準備などで大変お忙しい時期かと思っているところでございます。

また、三重の関係者の方々は、洞爺湖町を訪問し、洞爺湖サミットのときの状況や住民が参

加した取り組み、また、歓迎レセプションなどを聞いてお帰りになっておりますので、今は

その状況を現地でいろいろやっているかと思っています。そうした中、今の時期の中で、洞

爺湖町が伊勢志摩のほうへ訪れるというのは時期的にどうかなと思っているところでありま

すけれども、その後、何かの機会があったときには、当地を訪れて、サミットの状況と、う

ちが行ったときの状況などを話し合う場が持てればと思っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 差し迫った話ですから、私たちもわかるのですけれども、先方もて

んやわんやという状況には変わりないのだろうと思っています。それが終わってからでも、

何かのチャンスのときに訪れて、首長同士でも話をしていただければなと思います。そうい

う関係は、これから洞爺湖町にとっても、観光地にとっても大事なことではないかと思って

います。 

  サミットのことに関係しまして、サミット記念館について伺っておきたいと思います。通

告には特別展などの開催の予定とありますけれども、きのう、ジオパーク関係の展示につい

て話がありましたので、この点について伺っておきたいと思います。また、お客様のこのご
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ろの入り込み数がどのように変化してきているか、その辺も伺っておきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 武川ジオパーク推進課長。 

○ジオパーク推進課長（武川正人君） 現在、国の交付金を活用してジオパーク、特に今回、

ネットワークが全面的に、加盟している私どものところを除いた38の地域が、平成26年から

私ども、国の過疎の交付金をいただいて少しずつ進めてきたのが、地方創生の大きな資金、

交付金をいただいたということで、今回、大きく全体のネットワークを巻き込んだ形で会場

をつくっているところでございます。 

  特に、今回は水を一つのテーマとしてございます。ご承知のとおり、もともと環境省で、

名水百選というのを昭和60年に設定していたところですけれども、平成の名水百選、これは

平成20年ですが、洞爺湖サミットを記念して環境省が設定したという縁もございます。それ

と、これも縁でありますけれども、ユネスコのプログラム化をされたということで、実は、

水は現在ユネスコが最も関心を持って活動を進めている領域の一つであるということがござ

います。こういうことから、ジオパークの豊かな資源をそのネットワークの皆さんの持って

いる物語と同時に展示すると同時に、水の洗い出しをしました。そうしたところ、ジオパー

クの非常に多くの地域が名水の採水地であるということがわかりました。どちらかというと

39のジオパークの中では中心になっている大きな都市が目立つような形でございますけれど

も、構成している小さな村を含めますと200に及ぶ自治体が加盟しております。そういう小

さいところ全て、名水と突き合わせをしまして、50種類ほどの水をピックアップしてござい

ます。現在、500ミリリットルのペットボトルでございますけれども、購入させていただけ

るものについては全て購入させていただいて、その会場で展示する。あるいは、量はそれほ

どございませんけれども、実際に試飲していただいて、この豊かな資源、洞爺カルデラ、奇

跡のカルデラと言われている水の豊かなまちというものをもう一度みんなで考えるきっかけ

にできたらなということで、今、展示を進めてございます。 

  特に、当たり前のように感じていたところですけれども、カルデラ自体は直径２キロメー

トル以上のくぼみのことを言います。洞爺湖においては、直径10キロメートルの中に満々と

した水をたたえているということで、よその地域からは奇跡の湖だというような評価をいた

だいてございます。 

  先日、前ユネスコの事務局長の松浦氏の講演をお聞きしましたけれども、この豊かな水と

いうのがジオパークの最大の資源かもしれないし、世界で起きている水戦争というものを日

本の人たちはもっと考えたほうがいいねという話を聞いて、さらに今回の展示の中で扱いを

皆さんにきちっと伝えていく必要があるだろうと考えているところでございます。 

  そういうことで、ジオパークに関係する、生活とつながる、あるいは環境サミットをやっ

たまちとしてふさわしいような展示になるように、現在、進めているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 施設の利用ということでございますが、平成21年に設置し
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ておりまして、利用者が２万2,279名、当時はもちろん有料でございます。その次の年に

8,590名と、8,000人台が続きまして、平成25年から無料化してございます。そのときに

8,100人、26年度は7,800人という数字でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） きょうは、サミット関連で、記念館のことについて本音で話したい

と思います。正直に言いまして、今までは、洞爺湖町がサミットの国内開催の最終地であり

ました。そういう意味では、ずっと主役の座にいたとも考えられるのです。しかしながら、

ことし５月に伊勢志摩でサミットが開催されれば、そこが最終地となります。おのずと、そ

こが主役の座に着いていくのだろうなと思うのです。したがって、開催そのものを検証して

きた施設のサミット記念館については、伊勢志摩サミット後のあり方はまた検討していく必

要があるのではないかと私は思っているのです。そうかといって、決して貴重な展示物を即

座に処分するということではないです。例えば、展示で皆さんに見ていただいていたわけで

すけれども、あの広い空間を利用して、もう少し使い道があるような気がするのです。そう

いう意味では、おのずと役割を変えていくという形に移行していく必要があるのではないか

と思うのですけれども、そのことについて伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） まず、サミット関連の特別展ということでは、実際、企画

はないのですけれども、ことし、新聞にも載ってございました北海道主催におきますジュニ

アサミットですか。胆振振興局でものづくりをテーマにした子供たちのサミットを洞爺湖町

の会場で開催したいという意向を聞いてございます。これは何かといいますと、ものづくり

の分野で子供たちの人材育成につなげたいということで、今ありますテーブル等を活用した

いのかと私は考えてございます。それをもって、今、議員が率直なお話をされましたけれど

も、私ども一定の成果という、８年を迎えるに当たって今後の活用を検討しなければならな

いというところでございます。 

  ただ、皆さんもご存じだと思いますけれども、実際、大統領等が使いました椅子、８脚ご

ざいまして、円形のテーブル、これは東川産でございます。そのほかに30人がけの拡大会議

用テーブルの二つがございます。これらについては、展示当初、私も携わっていたのですけ

れども、大阪の国際通訳運営会社の所有でございまして、外務省の指示のもとにここに展示

しているというふうにお聞きしてございます。あとは、貴重なものとしまして、直筆の短冊

がございまして、これについては、施錠の上、きちっと管理するように外務省から指示いた

だいているものを展示してございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） よくわかりました。 

  今後のあり方の検討という部分でお聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 佐々木観光振興課長。 

○観光振興課長（佐々木清志君） 私ども観光課の事務担当としては、できれば、あれらのも

のを町所有のものにしていただけないか、まずお話をしなければならないのかなと思いま

す。もしそれが可能であれば、次は使う方法です。誰でも彼でも使うのではなく、学校単位

で勉強するとか、そういうものには音響設備も入れまして、ある程度の会議室なり研修所、

そういうものに選別しながら使っていく方法がベストなのかなと私は思っていますけれど

も、皆様方の広い意見をお聞きして、何とか活用していきたいなと考えています。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 以上で質問を終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、七戸議員の質問を終わります。 

  ここで、２時25分まで休憩いたします。 

（午後 ２時１６分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ２時２５分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  次に、１番、岡崎議員の質問を許します。 

  １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） １番、岡崎です。 

  ３月議会、皆さん、どうもご苦労さまでございます。本日は２点の質問をいたします。 

  通告順に伺いますので、ひとつ住民目線でわかりやすく答弁をお願いしたいなと思ってお

ります。 

  それでは、１点目としまして、道道洞爺虻田線に対する町の対応ということで質問いたし

たいと思います。この線は、現在、湖水側ですね。危険防止の工事が行われているところで

ございます。この工事につきまして、地域からは大変感謝の声も上がっているところでござ

います。そういう中で、きょうは改めて、この道道につきまして質問をしたいなというよう

に思っております。 

  この線は、本庁と支所を結ぶ大変大事な道道となっていると思います。また、昨今、通勤

の方も、きのういろいろお話ししておりましたように、通勤の人もふえてきているところで

ございます。また、買い物等も行う方も通るということで、生活に大変密着した重要な道道

であると認識しております。その上、迂回道路にもなるという生活道路として大変大事な道

路だというふうに思っております。 

  その道道が月浦と曙間で、部分的ではございますけれども、側溝の整備が行われていると

ころでございます。この工事は、現在は行われておりません。この事業を継続的に行うこと
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によって、道路の幅員がさらに広がり、住民の皆さんの安全な通行が確保できるのかなと

思っております。 

  そこで、北海道への対応が必要かなと思いますけれども、その辺のお考えをまず伺いたい

と思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 道道洞爺虻田線の整備の関係でございます。 

  今、議員からお話がございましたとおり、道道洞爺虻田線につきましては、住民の通勤、

通学など、地域に密着した経済・生活路線でございます。また、洞爺湖周辺の観光ルートと

しても大変重要な路線として考えているところでございます。 

  また、今お話がありましたとおり、この路線は災害時の緊急避難道路としても重要性が高

く、地域ネットワーク道路として位置づけられているところでございます。 

  また、洞爺湖ぐるっと一周線の整備促進として、室蘭地方総合開発期成会や自民党の移動

政調会などにおいても整備の要望をしているところでございます。 

  今お話がありました工事の関係でございますが、この路線の本年度の工事といたしまして

は、コンクリートの転落防止柵を撤去しまして、ガードケーブル300メートルを設置する工

事を、今しているところと聞いてございます。事業費は約1,500万円ほどだということでご

ざいます。この工事につきましては、来年度以降も同様の工事を予定しているということで

北海道に確認してございます。 

  その中で、今、議員からお話がございました道路の側溝と待避所の拡大についての関係で

ございますが、調べますと、昨年までに６カ所の待避所が整備されております。今後も今の

お話のとおり、私どももお伝えしているところですが、既存の側溝を車両通行可能な箱型側

溝ということで更新しますと、その道路幅が拡幅されることから、大変有効な工事と私ども

も考えているところでございます。北海道にお願いしているところではございますが、北海

道ではこの工事の可能な位置を今検討しているという回答をもらっておりますので、今後も

引き続き、この整備については要望をしてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 今後とも、要望といいますか、道に向けてご足労願えれば大変ありが

たいなと思っております。今お話がありましたように、これからコンクリートのガード等、

設置等の事業を行われるようでございますけれども、年次計画ということで、継続的にこう

いう事業を続けていっていただければ大変ありがたいと思いますし、国立公園内ということ

もありましょうし、あそこの道路状況から見ますと、大幅に削って云々という場所ではない

かと思いますけれども、可能な限り、こういう事業を取り入れて、安全な交通ができるよう

に対応していただければと思っております。 

  さきに課長から待避所についてもお答えいただきましたけれども、昨今、車に加えまし

て、サイクリングとかランニングですね、走る人とか、そういうスポーツマンという感じの
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方も大変ふえてまいりました。そういう中で、本当に危険性も増しているのかなというふう

に日々感じているところでございます。そういう意味で、今お答えがありましたように、待

避所も拡大をしていただけるように、北海道のほうに運動を進めていただければ大変ありが

たいと思っています。再度、お願いします。 

○議長（佐々木良一君） 八反田建設課長。 

○建設課長（八反田 稔君） 先ほども申し上げましたとおり、引き続き工事をやっていく中

で、今お話がありましたような待避所等々を整備していきたいということで私どももお話を

しているところでございます。今、議員がおっしゃいましたとおり、ああいう地形のところ

でどういう安全管理をできるかとなると、やはり、今の敷地の中で有効活用して、できる限

り道路の拡幅等と転落防止柵をきちっとおさめて、現道の中で安全管理をしていただけるよ

うに、引き続き北海道のほうへお願いしてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 何といっても道路というのは、本当に限られた幅員の中で舗装をされ

て、長年、国道230号から道道に変わったという中で、拡幅とか道路の改良というのは、今

となってみれば時期を逸したのかなというような、時代の流れが感じられているところでご

ざいます。この道道につきましても、先ほど申し上げましたように、ひとつ継続的な事業と

して北海道のほうに申し上げていただければ大変ありがたいと思います。今後とも、大変ご

足労をかけると思いますけれども、ご期待申し上げたいと思っております。 

  それでは次に、まちづくりについて質問をいたしたいと思います。 

  町内の火葬場について伺いたいと思っております。国道37号線沿いにありまして、市街地

にも近く、利便性も大変高い立地にあるのかなと私は思っております。また、草刈りなどの

管理等もよくされている火葬場かなと思っております。そういう中で、火葬場のここ数年来

の利用状況と施設等の現況についてひとつ伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） まず、火葬場の利用状況のご質問でございます。 

  まず、葬祭場の使用状況についてでございますけれども、平成27年度からご説明申し上げ

ます。２月22日現在で85件の利用があります。利用内容につきましては、町内、町民利用が

74件、町外利用が11件です。中身としましては、大人の方が83件、改葬として１件、その他

１件となってございます。それから、去年の実績でございます。大人が88件、改葬が６件、

その他として１件の合計95件ということで、対前年で、今の時点では減っておりますけれど

も、大体100件以内ぐらいという状況になってございます。 

  次に、使用料の関係でございます。町内に住所を有する方、それから町外の利用者という

二つに分かれているところでございます。これにつきましては、町内の方については五つの

区分ということで利用いただいておりますし、町外の方については町内利用者の２倍という

状況となっているところでございます。 
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  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） この火葬場は建築されて何年ぐらいたっているのですか。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） 虻田の火葬場の設置年月日につきましては、昭和51年３月の建

設となってございまして、40年が経過しているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） メンテナンスというか、何年か前に合併してから修復されたようです

ね。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） 改修等の履歴でございますけれども、設置後、これまで７回ほ

どやっております。合併後につきましては、平成21年に内外装の改修を実施しているという

状況でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） そういう状況下であるようですけれども、次に、火葬場の共同整備と

いうことでお尋ねしたいなと思います。 

  西胆振の近隣自治体と共同で火葬場の整備というお話があるようですけれども、先般、新

聞でこの報道がございましたけれども、このことについて、一部の住民は関心があるような

ので、この件につきまして、今、どのような考えで話をされているか、その現況をひとつ伺

いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） まず、報道関係の内容といたしまして、西いぶり広域連合が室

蘭、伊達、壮瞥の枠組みということでの火葬場の共同整備を取りやめたということで、室蘭

市においては単独、伊達市については壮瞥、洞爺湖町、豊浦町３町合同での整備を検討する

方向でとの報道が昨年10月にされたところでございます。 

  この中で、伊達市のほうから、火葬場の共同整備の提案が、先般、首長会議の中で説明を

受けたという状況がございます。これにつきましては、伊達市より、新火葬場について、伊

達市内にある現火葬場敷地内での建てかえというものを基本に、整備内容とか運営方法及び

財源等について、胆振西部の３町との合同のあり方、具体の事項等について検討を進めると

いうことで、昨年の12月12日に首長会議の中で説明があったということでございます。 

  その内容につきましては、先ほど申し上げた伊達市の上館山町にある現在の伊達市火葬場

敷地内に新規の火葬場を一部事務組合方式で建設したいという提案がございました。財源的

には、総合交付金と合併特例債を活用したいということです。施工の施設の概要として火葬

炉を現在と同じ３基、待合室３室、建築面積が現在512平米になっておりますけれども、
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1,200平米程度の規模にしたいということです。整備スケジュールとしましては、平成28

年、29年で基本計画、設計、実施計画については30年から31年度に建設工事を行い、供用開

始としては平成32年４月を考えていきたいということでございます。 

  うちの町等については、現在所有している施設もあることから、延命といいますか、使用

が終了してからの参加でも可能という考え方を提案いただいております。 

  今後については、担当課長レベルでの会議等、情報交換を行いながら、検討をいただきた

いという内容の提案をいただいていたところでございます。これをもちまして、先月ですけ

れども、２月に担当の課長会議を開催して、その中で確認されたところでございますけれど

も、具体の確認事項としましては、新たなアクセス道路などのインフラ計画は現時点では考

えていないこと、それから、事務費的な経費負担は求めない予定でいるけれども、今後の協

議により決定をしていきたいということです。整備費としては、総額９億5,000万円程度の

事業規模を試算しており、耐用年数については20年程度です。それから、維持管理費として

の計算ですが、大体年間2,300万円程度で、火葬件数等については600件ということで１体当

たり３万7,000円ということで、概算ではございますけれども、こういう説明を受けている

状況でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） 現状の地元の火葬場は、40年もたって、大分先が見えているのかなと

は思いますけれども、住民の中では、できる限り近くの利便性のある火葬場がいいのではな

いかというような声もあるところでございます。そういう中ではございますけれども、維持

管理を考えると、やっぱり広域というか共同で行うことになるのかなとは思いますが、その

辺はひとつ慎重に検討していただければありがたいと思います。 

  それから、共同でする割には、年間600件というのはちょっと少ないような気もするので

す。伊達あたりでは最近ちょっとふえているのか、以前では500件ぐらいの実績があったみ

たいです。そういうものを見ると、少ないほどいいのでしょうけれども、600件の受け入れ

ではちょっと少ないのではないかというような感じがしないでもありません。 

  それから、経費がかかるということなのでしょうけれども、単価が３万7,000円ですね。

３万7,000円でも、安いとは思わないです。もうちょっと安くてもいいのかなと思いますけ

れども、いかがですか。町長が詳しいのではないですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 広域連合的に、当初は、室蘭市、登別市、伊達市、そして壮瞥町とい

うふうなこともありました。登別市はなかなか難しい意向を示していたようですが、ここに

来て、伊達市が室蘭市のほうに残念ながら一緒にできないということでリタイアをしまし

た。そして、伊達市から逆に私どものほうに声がかかってきたというのが事実であります

が、私どもの立場としては、正直に言って、今、当面は加入できないというスタンスをとっ

ております。これは、今の火葬場を何とか延命措置をしながら、私どもの場合、相手として
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豊浦町があります。大岸、礼文もある。そこから伊達市まで通うのも大変と。洞爺湖町はそ

ういう意味では、清水のところに火葬場がありまして、非常に立地条件がよく、この二つの

町だけでですけれども、非常にいい場所にある。今まで、過去に７回程度、そして大規模改

修もやってきているという部分がありますので、何とかこれを延命措置をして、当面といい

ますか、しばらくは私どもは単独でやっていきたいという考え方がございます。それには、

もちろん豊浦町も中に入ってくるということでございますけれども、豊浦町は豊浦町で、

今、単独でやっております。ただ、豊浦町で重なるときには洞爺湖町さんの力をかしてくだ

さいということで、そのときは私どもが受け入れをさせていただいているという状況でござ

いました。今、町内の方については大人２万円ということで当面は進んでいきたいなという

ふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） また、伊達市のほうでの試算の600件というものが少なくない

かということでございますけれども、現在、伊達市が、年間的に伊達市民だけではなく、う

ちの町と同じように周辺のところからの受け入れも実施してございまして、今、手元に伊達

市のほうの処理件数等の数字はございませんけれども、説明の中で500件台、新たにふえて

600件というものを一つの基準として出したところでございます。 

  それから、先ほど１体当たりの３万7,000円ということで、誤解を生む答弁内容だったと

思いますけれども、これは、あくまでも処理経費にかかわる数字の捉え方ということで、イ

コール、使用者側から徴収する金額ということではございません。今、町長が説明したよう

に、うちの場合は町内的には２万円、伊達市においては１万5,000円、これは伊達市民が利

用される場合で、豊浦町においては１万円という料金体系になってございますので、その

他、維持管理もろもろの経費を件数的に割ったときに１件当たり３万7,000円ぐらいの経費

を見ているというような数字の捉え方で理解をいただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） どうもありがとうございました。新聞報道によりますと、今、町長が

言ったように、後で計画に加わることもできるということもありますけれども、これは人間

の最期のところですので、今後、ひとつ慎重に検討していただければありがたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  それでは次に、旧洞爺の公民館について伺いたいと思います。 

  長年、洞爺公民館としまして、地域の交流の場、研修の場として、そして郷土資料館とし

て、公共の施設として住民に広く利用されてきましたが、現状を見ますと、このたび、中身

の郷土資料については引っ越すということで進んでいるようで、建物につきましては、傷み

も非常に激しい状況で、老朽化が大変進んでいるところでございますけれども、改めてその

対応をひとつお聞かせいただければと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 大西洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（大西康典君） ただいまのご質問でございますが、旧洞爺公民館でござい

ます。洞爺地区の郷土資料館として、築50年以上経過した施設でございます。本年の郷土資

料の移設に伴いまして建物を解体するということでございます。 

  その後の活用ということでございますけれども、訪れる方々の駐車場として、跡地につい

ては利用できるようにしたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） １番、岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） ただいま、駐車場ということでお答えいただきました。実は、私もそ

ういう提案をさせていただきたいと思っておりました。現在、土・日の休日、または各種イ

ベント、マラソンとかツーデーマーチとか、湖畔１周のイベントもあります。そういうイベ

ントで通る中間的な位置にあるということで、これまた立地条件が大変いいところかなと

思っております。そういう中で、駐車場が不足しているなという声が前々から多くありまし

たので、地域の人も、今後のまちづくりの中で、駐車場があればいろいろなイベントにも対

応できるし、緊急のときにも、そういう場所があれば十分利活用できるのではないかという

ことで、多目的な利用ができると思いまして、今回、質問いたしました。質問をする前に答

えをいただきましたので、ひとつそういう方向で進めていただけるように期待申し上げまし

て、終わりたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、１番、岡崎議員の質問を終わります。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ２時５８分） 
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