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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２８年１２月１２日（月曜日） 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 諸般の報告について 

日程第 ３ 行政報告について 

日程第 ４ 報告第７号 総務常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 報告第８号 経済常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ６ 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６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 

  ５番   千  葉     薫  君    ６番   立  野  広  志  君 

  ７番   小  松     晃  君    ８番   沼  田  松  夫  君 

  ９番   板  垣  正  人  君   １０番   七  戸  輝  彦  君 

 １１番   篠  原     功  君   １２番   大  西     智  君 

 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 

 

森     寿  浩  君 

総務部長

兼 

総務課長 

伊  藤  里  志  君 

 

経済部長 

 

澤  登  勝  義  君 

洞爺総合

支 所 長 
大  西  康  典  君 

企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 
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税務財政

課 長 
佐  藤  久  志  君 住宅課長 山  本     隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
原     信  也  君 

観光振興

課 長 

兼洞爺湖

温泉支所長 

佐 々 木  清  志  君 
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 

庶務課長 山  崎  貞  博  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 
片  岸  昭  弘  君 

教 育 長 遠  藤  秀  男  君 

管理課長

兼学校給

食ｾﾝﾀｰ長 

天  野  英  樹  君 

社会教育

課 長 
永  井  宗  雄  君 

代 表 

監査委員 
宮  崎  秀  雄  君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 毛  利  敏  夫 

庶務係長

兼 議 事 

係 長 

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） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会平成28年12月会議を開会いたします。 

  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、12番、大西議員、13番、下道議員

を指名いたします。 

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

    ◎諸般の報告について 

〇議長（佐々木良一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  小松委員長。 

○議会運営委員会委員長（小松 晃君） おはようございます。 

  読み上げて報告します。 

  所管事務調査報告書。平成28年12月12日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。議会運営委員

会委員長小松晃。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成28年12月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成28年12月５日、月曜日。 

  ３、出席委員、私、岡崎副委員長、越前谷委員、五十嵐委員、七戸委員、大西委員。 

  ４、委員外として、佐々木議長、下道副議長に出席をいただいております。 

  ５、説明員は、森副町長です。 

  ６、結果、洞爺湖町議会の会期等に関する条例第２条第１項に基づく洞爺湖町議会平成28

年12月会議について、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、その結果は

次のとおりであります。 

  会議期間について、12月12日から12月14日まで。 

  審議日程については、裏面のとおり、本会議ということで、後ほど、お目通しを願いま

す。 
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  以上でございます。 

〇議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  本会議の会議期間については、本日から14日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願い申し上げます。 

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

    ◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成28年12月12日、洞爺湖町議会、平成28年12月会議における町の行

政報告を申し上げます。 

  まず一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うようありが

たく受納いたしました。 

  １番目に金員の寄附でございまして、個人、匿名含む、466件、金額で737万円でございま

す。 

  ２番目として、土地の寄附でございます。 

  道路用地として、神戸市中央区明石町32番地、明治海運株式会社でございます。代表取締

役内田和也様。月浦29番51、公衆用道路１万3,577平方メートル、月浦29番153、公衆用道路

4,260平方メートルでございます。次に、月浦29番154、公衆用道路3,205平方メートルでご

ざいます。次に、月浦29番156、公衆用道路1,604平方メートルでございます。次に、月浦29

番157、公衆用道路4,951平方メートルでございます。次に、月浦29番159、公衆用道路6,683

平方メートルでございます。次に、月浦94番130、公衆用道路3,041平方メートルでございま

す。次に、月浦94番403、原野229平方メートルでございます。 

  この公衆用道路のところは、国道230号線、ちょうど「しずく」さんのところから上のほ

うに上がっていく道路でございます。花和６号線、ちょうどレークヒル・ファームさんのほ

うから、ウィンザーホテルのほうに通る道路でございますが、その間といいましょうか。

230号線のほうから上がって、ちょうど花和６号線に接するところまでの道路でございま

す。 

  二つ目に、課税限度額改正に係る国民健康保険運営協議会答申についてでございます。 

  本年10月に諮問しておりました国民健康保険税課税限度額の改正につきまして、洞爺湖町

国民健康保険運営協議会から11月10日に答申をいただきました。 

  答申は、一般会計から多額の基準外繰り入れを受け、国民健康保険財政を運営している現

状や医療保険制度の持続可能性を考える上で、将来にわたり安定的な財政運営が求められる

こと、さらには、平成30年度から始まる国保保険者の広域化に当たっては、保険税の限度額



－5－ 

が法定限度額を基本とすることが見込まれることなどを考慮し、町からの諮問に沿った答申

となっております。 

  内容といたしましては、医療分と後期高齢者支援金分を平成28年度の国の基準である法定

限度額に平成29年度から引き上げるものであります。 

  なお、本会議に洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正案を提案しておりますので、よろ

しくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

  三つ目に、火葬場の共同整備についてでございます。 

  西胆振１市３町首長連絡会議において検討を進めておりました、火葬場の共同整備の経過

についてご報告申し上げます。 

  火葬場の共同整備について、平成27年12月、西胆振１市３町、伊達市、壮瞥町、豊浦町、

洞爺湖町の伊達市より３町に対し、提案があり、その後、各町において、距離的な問題や現

有火葬場の状況、整備に係る財政負担及び伊達市火葬場の町民の利用状況等について検討を

行ったところですが、洞爺湖町と豊浦町においては、それぞれが現有する施設の延命が図ら

れることから、当初から、参画は難しい旨の協議をしておりました。 

  本年８月の火葬場共同整備に係る首長連絡会議において、整備費については、建設時に伊

達市が全額を負担し、当初から一部事務組合に参画する場合は、各町の整備費の負担はない

との方向性が示されました。 

  11月24日の火葬場共同整備に係る首長連絡会議において、当町からも、伊達市において葬

儀並びに火葬場を利用されている住民が多い状況を考慮させていただき、当初から一部事務

組合に参画することが得策であると判断したところであります。 

  また、建設費については、伊達市が全額を負担し、現在の伊達市火葬場敷地内に整備を図

る予定となっております。 

  なお、虻田火葬場については、今後も適切に管理運営を行ってまいります。 

  四つ目に、西いぶり広域連合における廃棄物広域処理施設整備比較検討結果についてでご

ざいます。 

  西いぶり広域連合より、今年度実施した西胆振地域廃棄物広域処理施設整備比較検討報告

書（案）の提示があり、既存施設の延命化を行う場合と、既存施設を廃止して新たな施設を

整備する場合とを比較し、延命化の目標年度となる平成49年度までのライフサイクルコスト

を含めた総合的な検討結果として、新たな施設を整備するほうが有利であるとの報告を受け

ました。 

  今後の予定といたしましては、来年１月に開催予定の事務担当課長会議、副市町長会議及

び市町協議会において、施設整備比較検討報告書の説明が行われ、各市町長の承認を受けた

後、２月13日に開催予定の西いぶり広域連合議会総務常任委員会において同報告書の説明が

行われ、最終決定される見込みとなっております。 

  五つ目に、公共施設等における煙突用断熱材の石綿含有状況の再確認についてでございま

す。 
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  本年10月に札幌市内の小中学校等において、給食調理用の煙突から断熱材が損傷、劣化等

により落下していることが判明し、石綿含有の調査や対策工事などから、通常の給食の提供

ができない状態となりました。 

  このことにより、公共施設等における煙突用石綿断熱材の使用状況の再確認を実施したと

ころ、その結果が出ましたので報告いたします。 

  小中学校は、全５校において、使用されていないことが確認されました。 

  給食センターについては、洞爺給食センターは、使用されていませんでしたが、虻田給食

センターは、煙突用石綿断熱材が使用されているものと思われ、その他、再確認調査により

洞爺湖文化センター及びあぶた体育館においても同様の使用が判明しました。 

  目視調査により、これらの施設煙突内は煙道がタールで覆われ、劣化や損傷等はなく、ま

た、飛散も見受けられなかったことから、通常どおりの業務を行うこととしております。 

  しかしながら、煙突用石綿断熱材が使用されているものと思われるとの結果を踏まえ、定

期的な点検を行いながら、早い段階での対策を講じてまいります。 

  六つ目に、洞爺湖町地熱利用検討協議会の地熱発電等先進地事例調査についてでございま

す。 

  西山地区における地熱の有効活用を図るため、11月28日から30日までの３日間、地熱発電

の先進地である大分県及び熊本県にある四つの地熱発電所の視察を行いました。 

  このたびの視察は、経済産業省の地熱開発理解促進関連事業支援補助金を活用して、将来

的な地熱資源開発を進めるために、洞爺湖町商工会、とうや湖農業協同組合、洞爺湖温泉利

用協同組合、農業者及び洞爺湖町で組織する洞爺湖町地熱利用検討協議会とそのアドバイザ

ー機関である北海道立総合研究機構地質研究所の総勢16名での視察となりました。 

  別府湯山地熱発電所や小国まつや地熱発電所などの各発電所では、地熱発電施設の仕組み

や課題、発電後の熱水利用などについて、有意義な情報収集を行うことができました。 

  また、参加している協議会委員及び地質研究所の職員の方々と、地熱資源を活用した地域

振興策について、意見交換を行うことができました。 

  今後も引き続き、地熱資源開発に関する情報収集等を行い、将来的な事業計画の検討を進

めるとともに、地熱資源開発に関する住民理解の促進に努めてまいりたいと考えています。 

  七つ目に各種事務事業の取り組み状況についてでございます。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取り組み状況について、次のとおり報告いたしま

す。 

  なお、朗読については、省略させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育長の行政報告を許します。 

  遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 教育委員会の行政報告を申し上げます。 
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  １点目でございます。 

  洞爺湖町総合文化祭の開催について。 

  平成28年度洞爺湖町総合文化祭が、虻田ふれ合いセンターで実施したステージ部門、10月

22日、23日を皮切りとして、あぶた体育館での展示部門、10月29日から31日や、虻田吹奏楽

団演奏会など、関連事業を11月12日まで実施し、洞爺地区においては、洞爺総合センターを

会場として、展示部門、11月３日から５日と、ステージ部門、11月23日が行われました。 

  両地区の文化祭会場では、洞爺湖文化団体協議会並びにとうや文化協会の会員の皆様が、

日ごろより創作活動に励んでこられた個性あふれる作品が発表され、また、ステージ部門で

は両文協から相互交流の出演も行われるなど、華やかで迫力ある演目で訪れた多くの方々を

魅了しておりました。 

  ２点目、各種事務事業の取り組み状況についてでございます。 

  １件ございますが、説明は省略させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で行政報告を終わります。 

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

    ◎報告第７号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第７号総務常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  総務常任委員会から報告の申し出があります。 

  本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、総務常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  総務常任委員長の発言を許します。 

  五十嵐委員長。 

○総務常任委員会委員長（五十嵐篤雄君） 読み上げて報告とさせていただきます。 

  今回は、３件の調査報告をさせていただきます。 

  報告第７号。 

  所管事務調査報告書。平成28年12月12日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。総務常任委員

会委員長五十嵐篤雄。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  所管事務調査その１。 

  １、調査事項、町内霊園の現況について。 
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  ２、調査日、平成28年10月12日、水曜日。 

  ３、出席委員、私、七戸副委員長、岡崎委員、越前谷委員、高臣委員、立野委員。 

  ４、説明員等、住民課、山本課長、木村主任、庶務課、山崎課長。 

  ５、調査内容。 

  洞爺湖町には、３カ所の霊園と４カ所の共同墓地が設置されている。高齢化や人口流出が

進む現代、霊園のあり方について、共同墓地の導入、墓地の移動、専門業者による管理等が

進められてきている。 

  この地域に生き、そして貢献された先人が供養されている霊園や墓地が、それぞれどこに

あり、どう管理されているのか、つい見過ごされやすい施設であることから調査を実施し

た。 

  ６、調査結果。 

  本町地区に三豊霊園、温泉地区に洞爺湖温泉霊園、洞爺地区に観湖台霊園と洞爺、香川、

成香、岩屋の共同墓地が設置されている。 

  ３カ所の霊園については、区画数、霊園使用料、管理手数料、空き区画、維持経費は別紙

のとおりとなっている。後ほど別紙を参照いただきたいと思います。 

  霊園３カ所については、条例に基づく一定の管理がなされており、大きな問題はないと思

われるが、駐車スペース、坂道の手すり、参拝用のおけとひしゃくの設置等に考慮された

い。 

  洞爺地区の４カ所の共同墓地については、何代にも及ぶ先祖の聖地として存続しており、

整備の必要性を感じながらも、その荘厳さに、かえってそっとすべきではと感じたところで

ある。また、どこから手をつけたらよいのか悩むところだと思われる。関係する方々の意見

を聞きながら、今後のあり方について時間をかけて検討することが必要と思われる。 

  霊園、墓地について、全体的には、現状施設の維持管理に努めることが大切であるが、将

来に向けては、墓地の形態や管理方法等の協議を始めるべきと考える。また、行政の管理外

ではあるが、町内寺院の敷地内にも墓地があることも指摘しておきたい。 

  所管事務調査その２。 

  １、調査事項、洞爺湖芸術館の現況について。 

  ２、調査日、平成28年11月15日、火曜日。 

  ３、出席委員、私、七戸副委員長、岡崎委員、越前谷委員、高臣委員、立野委員。 

  ４、説明員等、庶務課、山崎課長、佐々木主任、洞爺湖芸術館、三島館長。 

  ５、調査内容。 

  洞爺湖芸術館は旧洞爺村役場庁舎を改築し、芸術文化による地域振興を目的に開設され

た。洞爺村時代に開催されていた洞爺村国際彫刻ビエンナーレの入賞作品や写真家並河万里

氏による洞爺村写真、砂澤ビッキ作品、初版本、限定本などの所蔵品を常時展示しているほ

か、指定管理者の企画による特別展を開催している。指定管理も２期目に入っており、管理

状況や企画展の内容等について調査を実施した。 
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  ６、調査結果。 

  本年度も11月30日で閉館することになっているが、本年度も3,000人を超す入館者を確保

できる見通しとなっている。芸術館としての運営管理を充実するために、地域おこし協力隊

員を１名増員し、５名体制で業務を遂行している。企画展の状況については、特別企画展４

回、コンサート企画２回、町民ギャラリー３回、コレクション企画展２回、ワークショップ

等イベント９回と、短期的に多くの催事を行っている。内容についても、少ない予算で努力

と工夫により中身の濃いものとなっている。 

  今後は、洞爺湖町の芸術の拠点と位置づけ、資金面など強力な支援が必要と思われる。ま

た、現在休止中の彫刻展についても、地方芸術館の将来を大きく左右する可能性があること

から、開催ができる環境づくりに努力していただきたい。 

  所管事務調査その３。 

  １、調査事項、小学校・中学校の現況について。 

  ２、調査日、平成28年11月15日、火曜日、30日、水曜日、12月１日、木曜日。 

  ３、出席委員、私、七戸副委員長、岡崎委員、越前谷委員、高臣委員、立野委員。 

  ４、説明員等、とうや小学校、山下校長、廣田教頭、洞爺中学校、大年校長、内山教頭、

洞爺湖温泉小学校、冨田校長、工藤教頭、虻田中学校、久保校長、能登教頭、虻田小学校、

登坂校長、横山教頭。 

  ５、調査内容。 

  町内小中学校の現況について昨年に続き、調査を実施した。事前に通知した７項目の質問

事項の回答を中心に意見交換を実施した。 

  （１）就学援助制度に関する教職員の理解促進と児童生徒の家庭に向けた周知方法につい

て。 

  （２）不登校児童生徒の割合とケアや支援の対応状況、いじめの認知方法と件数、これま

での対処内容について。 

  （３）学ぶ意欲を高め、学習習慣を定着させるためにどのような取り組みがされています

か。「全国学力・学習状況調査」の結果が各学校の学力向上対策にどのように生かされてい

ますか。 

  （４）地域の豊かな学習資源（自然、文化財、芸術）を活用した学習としてどのようなこ

とを行っていますか。 

  （５）学校教育施設や備品など、教育環境の改善や整備の教育委員会への要望状況とこれ

までの対応状況について。 

  （６）登下校の安全確保について。 

  危険箇所の把握と周知対策について。 

  通学路の歩道、踏切、横断歩道に課題は。 

  （７）進路指導の実施状況として、進路の相談や情報の収集、提供のためにどのように対

応されていますか（中学校のみ）。 



－10－ 

  ６、調査結果。 

  （１）について。 

  事務職員が対応している学校が多く見られる。新学期の初めに文書等で通知をしている。

担任の理解対応にばらつきが見られることから、再度、教職員に徹底されることが必要と思

われる。 

  （２）について。 

  不登校なしの学校もあるが、２名から７名ほどの不登校が発生している。 

  家庭との連携、別メニューの授業、カウンセラーの活用など、各学校で対応されている。

小学校時の状態がそのまま中学校に反映するため、小学校のうちに解決が求められる。 

  また、学校の廃校で違う学校環境になじめないことに起因しているケースもあり、きめ細

かいケアが必要と思われる。また、いじめについては、定期的なアンケートの実施などで実

態を早期に把握して対応しているため、以前よりは減少傾向にあるが、いじめゼロを目指し

て努力願いたい。 

  （３）について。 

  個々の学力の把握に役立つことはあるが、町内の学校の学力評価には、小規模校であった

り、限定した学年のみの実施であることから、判断しづらいと思われる。各学校ごとに工夫

して、学力向上に取り組んでいる。 

  （４）について。 

  地域やＰＴＡの協力を得ながら、総合学習の時間などを活用して、特色のある学習を行っ

ている。 

  （５）について。 

  各学校とも必要に応じて要望をしており、優先度の高いものから順次対応されている。校

舎の老朽化が進んでおり、毎年修理、修繕が必要となっている。児童生徒の安全確保を第一

優先として今後も対応していただきたい。 

  （６）について。 

  スクールバスの利用がふえているが、徒歩による登下校もあることから、防犯、交通安全

には、命にかかわることからも十分な配慮が必要である。防犯マップの作成、通学路の指

定、地域の協力など行われているが、一層の強化が必要と思われる。 

  （７）について。 

  通常どおりの進路指導、相談、情報提供が行われており、特に問題はない。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思います

が、ございますか。 

  沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） まず、１点は三豊の霊園のことなのですが、別紙を見ますと、平成25

年には側溝グレーチング設置、Ｕ字溝側溝補修と、かなりのお金がかかっているわけです



－11－ 

ね。 

  実は私も三豊に持っているのですが、私も最初に買ったものですから、そのときはきれい

に側溝も整備されていたのですよ。ところが、その後、いわゆる新しく墓をつくる人が業者

を頼んでやるものですから、その業者が、かなり僕は側溝を潰していると思うのです。そう

いうことでグレーチングを入れたのだろうと思うのですが、そういう中で、ほかの霊園に

は、そういう例はなかったのでしょうかということです。私は行ったことがないので、そう

いうことと、それから、業者が壊したものであれば、業者に補償を求めるということができ

るわけですよね。また、これは保険の対象ですから、してもいいのですが、そういう例があ

るのか。 

  それから、無縁墓地のほこらの修繕業務というのがございますが、無縁墓地はどの程度、

今あるのか。三豊ばかりでなしに。これは、どんどん、どんどんふえてくると思わざるを得

ない状況になるわけです。そういうことから、その数がどの程度あって、どういう状況に

なっているのかなということをお調べになったのかどうかなと聞きたいのが一つです。 

  それから、もう一つは、３番目の学校の問題ですか。調査の内容の（２）に、いじめの認

知方法と件数と、こう言っていて、最後のほうで、報告ではいじめゼロを目指してほしいと

いうことで結んでいるのですが、どの程度いじめがあることを認識して、どの程度解決し

て、どの程度の中でいじめゼロが目指せるのか。その辺のことのお考えがあるのかどうか。

そこだけ、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐委員長。 

○総務常任委員会委員長（五十嵐篤雄君） 別紙の資料の中で、維持管理経費の収支の状況が

記載されております。今、議員の指摘のあった無縁仏の数及びＵ字溝の補修が、ほかの霊園

ではどうかという話でございますけれども、今、指摘のあった、まず無縁仏云々の三豊霊園

における状況については、ちょっと説明を受けておりませんし、私どものほうからも、質疑

として出ておりませんでしたので、数は把握してございません。後で、住民課と担当のほう

と確認をさせていただきたいと思います。 

  損傷による補償云々という話も、担当部署からは報告を受けておりませんので、現状では

起きていないものと認識しております。 

  霊園それぞれの管理方法については、何といいましょうか、草刈程度でしか管理が行われ

ていないのが現状でございます。総体的な結果の中でもお話ししたように、どういう形で今

後管理をするのかというものをしっかり、霊園ごとによっても違うかもしれませんが、検討

していただきたいということで、報告をまとめさせていただいているのが現状でございま

す。 

  次に、いじめの件でございます。 

  実は、これは各学校ごとにこの項目に基づいて一覧表にして、数なども報告すれば、より

報告として細かいものになったのかなということでございますが、余り学校ごとに表示する

のもどうかなというふうに思ったものですから、取りまとめた形で、結果について報告させ
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ていただきました。 

  確かに、いじめについては学校側の認識によっても違いがございます。報告書でアンケー

トをとっておりまして、その報告書の中で、いじめがあるという子供の答えの中には、学校

の先生方の判断でいくと、それはちょっとけんかの延長みたいな形であったりというのが

あって、学校によって、数の把握にちょっとばらつきがあるものですから、具体的な人数は

示さなかったのですが、ゼロではございません。多かれ少なかれ、発生しているということ

です。 

  総体的に、やはりこれは、あってはならないことでございますので、ゼロを目指して努力

していただきたいということで報告をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） 三豊霊園のことについては、ほかの霊園についても、またほかのとき

に伺うとしまして、いじめの問題は、新聞報道で、各地で起きているものしか見ておりませ

んけれども、ここは大事なところだと思うのですよ。それは、先生と子供とのいじめの認識

が違うのですね。それが大きな問題をつくってしまうということがあるので。ですから、先

ほど、どんな認知方法をしているのかと、それで件数はどうかということがここに書いてご

ざいましたので、その辺をもう少し深くやられたかなと聞きたかったところでございます。 

  あとは結構です。 

○議長（佐々木良一君） ほかにありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。ご苦労さまでした。 

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

    ◎報告第８号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、報告第８号経済常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  経済常任委員会からの報告の申し出があります。 

  本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、経済常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  経済常任委員長の発言を許します。 

  大西委員長。 

○経済常任委員会委員長（大西 智君） それでは、読み上げて報告をさせていただきたいと

思います。 

  報告第８号。 
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  所管事務調査報告書。平成28年12月12日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。経済常任委員

会委員長大西智。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  所管事務調査その１。 

  １、調査事項、ＮＰＯ法人洞爺まちづくり観光協会の現況と課題について。 

  ２、調査日、平成28年11月10日、木曜日、22日、火曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、板垣委員、篠原委員、下道委

員。 

  ４、説明員等、岡崎会長、大西副会長、吉川事務局長、洞爺総合支所、大西支所長、庶務

課、山崎課長。 

  ５、調査結果。 

  平成28年度も観光事業、宣伝事業、洞爺夏まつりなど各種事業を企画、開催した中で、入

館者の入り込み増に努力されている。入館者数は４月から10月まで約９万8,000人で、昨年

の入館者数を下回っており、キャンプ場等においても利用客が減少している。水上オートバ

イについては利用者がふえている中で、経済効果も大きい状況となっている。 

  とうや水の駅の入館者数は減ったが、特産物販売額は昨年度比約16％増で、今後の売り上

げも期待できるところである。今年度キャンプ、水上オートバイの利用料を値上げしたた

め、昨年度比約11％増の収入となっている。 

  昨年度の所管事務調査での課題、問題点などが改善されていなく、今後の協議、改善が必

要と思われる。特に水槽の撤去、施設全体の暖房装置の改善、野菜直売所の冷蔵設備などの

課題に早急に取り組むべきである。 

  水の駅の施設においては、建設から年数が経過しており、補修を必要とする箇所が見受け

られるが、施設全体を長期的、計画的に維持管理するよう努めるべきである。 

  裏面を見ていただきたいと思います。 

  また、抜本的な改修も視野に入れて検討する時期に来ていることも協議する必要がある。 

  所管事務調査その２。 

  １、調査事項、ＪＡとうや湖の現況と課題について。 

  ２、調査日、平成28年11月10日、木曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、板垣委員、篠原委員、下道委員。 

  ４、説明員等、宮田組合長、大内参事、橋堀営農販売部長、黄金崎青果指導販売課長、農

業振興課、杉上課長。 

  ５、調査結果。 

  平成27年のＪＡとうや湖の全体販売高における洞爺湖町の販売高は、青果指導販売課で

73.3％、農産指導販売課で59.8％、畜産指導販売課で13.7％となっている。 



－14－ 

  平成28年の農作物の生育及び収穫状況については、水稲が平年並みで品質は天候不順、台

風での倒伏などで低下した。豆類全般においても台風での倒伏などの影響により不良、品質

も低下した。バレイショは不良、根菜類も不良からやや不良、葉物はやや不良から平年並み

となっている。畜産に関しては、和牛枝肉単価、生体販売単価が上昇傾向となっている。生

乳生産量においては、おおむね前年並みを推移している。 

  ８月の台風の被害状況は当初報告があった数字よりふえており、農業者への影響などが心

配されるところだが、被害状況を考慮し、営農資金の利子補給事業、ハウスリース事業など

で、現在ＪＡとうや湖で対応を考えている。 

  水稲、畑作、施設野菜においては、台風の被害がかなり見受けられる。また、春の天候不

順などによる収量減、品質の低下など、全般的に自然環境がよくない年と思える。 

  クリーン農業については、多くの農家が生産物の安心・安全な提供に取り組んでおり、第

三者認証（ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ認証農家143戸、エコファーマー認定者数56名）を取得し、

その取り組みを拡大している。 

  農産物の品質向上、収量増などから、多目的貯蔵庫が現状、足りない状況である。優位な

販売、産地形成を進める上で新たな施設の建設（強い農業づくり事業）を考えている。若手

後継者など、今後の担い手が多数農業経営をしていることから、ＪＡとうや湖と連携を図

り、多目的施設の建設に取り組む必要があると思われる。また、クリーン農業の推進に取り

組んでいく上で、町による廃プラ対策への補助等の支援が必要となっている。継続的な取り

組みとして町としても検討されたい。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思います

が、ございますか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ご苦労さまです。 

  ２点ほど、中身についてもうちょっと、もし検討されていればお聞きしたいのですが、最

初の所管事務調査その１で、この水の駅にかかわって、まちづくり観光協会のことについて

調査されたということなのですが、この報告書の中には、いわゆる水の駅の施設の関係につ

いても言及されております。水槽の撤去であるとか、あるいは施設全体の暖房装置の改善で

あるとか、野菜直売所の冷房設備などの課題に早急に取り組むべきであるというふうに書い

てあるのですね。これは、本来は指定管理者として受けたＮＰＯ法人のやるべきことなのか

どうかね。これはちょっと行政側が本来やらなければならないものではないのかなというふ

うに思うのですが、この観光協会の視察の中でそういう指摘になっているものですから、

ちょっとここら辺はどういう認識で見られたのかなということです。 

  それから、同じように２階には調理場があったり、あるいは奥のほうには催事場があるの

ですよね。あそこの活用というか利用が余り進んでいないような気がしまして、結局、全体

としては、この水の駅はどうするのだという話になるのだと思うのですよ。 
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  その辺のことをまちづくり観光協会への指定管理のいわゆる責任範囲と、行政が本来きち

んとやっていかなければならない部分と、何かはっきりと分けながら、行政に対して言うべ

きところは言う必要があるのかなと思うのですが、その点、どんなふうな調査だったのかな

と、ちょっと伺っておきたいと思います。 

  それから、所管事務調査の２番目のＪＡとうや湖の現況、課題ということで、大変詳しく

お書きになっていてわかりやすかったのですが、例えば、やはり心配なのは８月の台風被害

の状況で、今まで出されていた被害状況をさらに上回る被害が出ているというような指摘が

ありました。 

  この辺については、私どもは所管の委員会ではないものですから、詳しくはわかりません

けれども、実際にはこれまでの被害よりも何がどのように大きかったのか。もしわかるよう

でしたら説明いただきたいのと、それから、一番やっぱり今、農業者にとって大きな関心と

なっているＴＰＰの問題。この辺のことについては、農協あたりでは何か懸念されるような

ことが発言されたのかどうか。このことについて、ちょっと関連してお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 大西委員長。 

○経済常任委員会委員長（大西 智君） 今、議員がご質問されたことに、私の知り得るとい

うか、経済常任委員会で行われた中での回答をさせていただきたいと思います。 

  まず初めに、所管事務調査その１のＮＰＯ法人洞爺まちづくり観光協会の施設の関係で

す。 

  まず１点目は、今年度の所管事務調査を行った中で、昨年度またはその前から、ＮＰＯ法

人のほうからこういう課題がありますということで毎年出されてきていた課題でございま

す。あくまでも、あの施設におきましては、町側の施設ということで、本来であれば町側で

その施設に対してしっかりと改善していくところだと私は思っております。 

  ただ、その改善がなされていない中で、やはり、この部分は早急に取り組むべきというこ

とで３点ほど、今回課題の中でこれはやるべきだという判断で、経済常任委員会の中で報告

させていただいておりますし、多くの課題がまだまだございます。 

  もし必要であれば、我々が経済常任委員会所管事務調査をしたときの、その課題等々の資

料を配付したいかなと思っておりますし、認識としては、あくまでも建物自体のことに関し

ては行政のものですから、行政で、町でやはりやっていただきたいという思いでございま

す。 

  それと、２階の部分に関しての施設の利活用だったのですが、今、商工会が、たしか一部

入っているかなと思って見ております。あとは会議室等があった中で、調理場という部分も

あるのでしょうけれども、その辺に関しては、今回、所管事務調査をした中でのいろいろな

問題点等々は出てきておりません。 

  続きまして、所管事務調査その２のＪＡとうや湖の関係でございます。 

  まず初めに、台風の被害ということで、今回、別紙で載せればよかったのかなと今ちょっ
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と思っていたのですが、農協側のほうから、前回、議員皆様方に示された被害状況とまた

違った形で被害状況が出てきております。 

  これに関しましては、私もこの所管事務調査を終えた後に、農協のほうに、再度町に被害

状況として、こういう形で変わったので提出してほしいという旨は伝えております。また、

農業振興課のほうにも、ぜひこういったことがあるので調べていただいた中で、各議員のほ

うに報告したほうがいいのではないかといったような旨も、私のほうからちょっと話をさせ

ていただいた経緯があります。 

  いずれにしても、前回と違って、大きな被害がまた新たに出てきている部分もございます

ので、この資料も含めて、また皆様方に資料として提出できるのであればしていきたいな

と、このように考えております。 

  あともう一点、ＴＰＰの関係なのですが、これは昨年度の所管事務調査の中では、議題と

した中で、いろいろ出てきたかなとは思っておりますけれども、今回、所管事務調査をやっ

た中では、農協側のほうからＴＰＰに関することに、どうこうということは出てきていない

のが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ほかにありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

  ご苦労さまでした。 

  次に、一般質問に入りますが、ここで10分間、休憩をしたいと思います。 

  再開を11時５分からといたします。 

（午前１０時５７分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時０５分） 

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

    ◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、一般質問を行います。 

  本日は、10番、七戸議員から４番、髙臣議員までの４名を予定しています。 

  初めに、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。 

  ただいまより、通告順に従いまして、一般質問をさせていただきたいと思います。 

  私のほうから、きょうは３件の質問を用意しております。なるべく午前中に終わりたいと

思いますので、答弁のほう、よろしくお願いいたします。 

  10月17日から４日間の日程で、洞爺湖町の友好都市である香川県三豊市を訪問いたしまし
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た。近辺を含めて、私の所属している総務委員会では、４カ所ほど視察をしてきたところで

あります。 

  所属の総務委員会で綿密な計画を立てて、四国まで足を延ばしました。受け入れていただ

いた三豊市を初め、訪問先の自治体、団体に深く感謝しているところです。 

  せっかくあちこちで視察させていただいたのですから、この一般質問でも、あのまちはこ

うだったから見習うべきだとか、こうすべきだなどというふうに、町に対して質問すればい

いのかなと思いますけれども、きょうは、そういうことは思っておりません。むしろ視察先

の学ぶべき個々の施策については、各報告書にまとめさせていただきました。 

  私が四国に行って感じてきたところは、もちろん視察先の施策にもありますけれども、一

番肌で感じてきたことは洞爺湖町と三豊市の深い関係性、そのことのほうが身にしみ入った

ところでございます。 

  以前から感じていたことなのですが、うちのかみさんの実家がある洞爺の財田地域を初

め、旧洞爺村には独特の言葉があると思います。一番わかりやすいのが、いる、いないのこ

とをおる、おらんと言ってみたり、減らすことを減すと表現したりする方もおられます。 

  讃岐からの入植者の多い地域だから当たり前と言う方もおられるかもしれませんが、地方

の言葉は文化でもありましょうから、純然と両者の間には文化の継承性があると言っても過

言ではないのかなと思っております。 

  このことにつきましては、次の質問の中でも話をさせていただきます。 

  余り前置きが長いと肝心の質問がぶれてしまいますので、質問に移りたいと思います。 

  １問目の質問は、月浦森林自然公園について伺います。 

  月浦森林自然公園について、さきに設置された年とお屋敷と呼ばれる休憩所を含め、開設

にかかったおおむねの費用を、ここでいま一度確認させていただきたい、そのように思いま

すのでお願いいたします。 

○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） 取得でございますが、平成15年３月31日に、旧虻田町で土

地を取得してございます。 

  その後、平成18年３月27日の合併時におきまして、洞爺湖町公園条例内に月浦森林自然公

園として設置されております。その後、ボランティアのお力をおかりし、整備が進められて

おります。 

  休憩施設につきましては、平成21年度森林整備加速化・林業再生事業ということでありま

して、10分の10の補助で自然観察体験コミュニティー施設として設置され、建物面積は平家

づくりで44.71平方メートル、取得価額は719万2,000円でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） わかりました。 

  結構な金額も使って建てているということでございますね。 
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  また、個々の管理状況なのですが、今、課長のほうから少しあったのですが、多くのボラ

ンティアの手伝いもいただいているというふうに記憶しています。 

  それも含めて、現在の管理状況について伺いたい、そのように思いますのでお願いいたし

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） 現在の管理状況でございますが、委託業務といたしまし

て、グリーンステイ洞爺湖に管理をお願いしてございます。 

  管理業務の内容としましては、公園内休憩施設及び遊歩道の駐車場の管理・清掃、休憩施

設の施錠・開錠、遊歩道の草刈り業務などでございまして、４月上旬より10月末日まで、委

託金額が33万4,800円でございます。 

  この開設に当たりまして、ボランティアということで町内の方及び近隣のＮＰＯ法人の

方々等によりますボランティアが行われています。 

  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） その月浦森林自然公園、ことしは10月末で冬期の閉園に入ったのか

なと思いますが、なかなか利用状況というか、そういうのがちょっと見えてこないものです

から、ことしも含めて最近の利用状況をちょっとお聞かせ願いたいなと思います。 

○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） 月浦森林自然公園の利用状況でございます。 

  近年の利用でございますが、平均しまして、事前予約ですと二百二、三十名ぐらいの予約

がございます。 

  主に伊達市ＮＰＯ法人森・水・人ネットによります自然観察会、また、地元ガイドによる

野鳥観察会などが行われ、貴重な鳥を見ることができるということで人気を得ております。 

  また、酪農学園の協力をいただきまして、パンフレットの作成や環境学習などにも利用さ

れております。ことしにおきましては、地元小学校の環境学習の場として５回ほど利用され

ております。 

  施設のオープン以来、団体申し込みを事前に受けておりまして、最大で３年前に300人ほ

どの利用がございます。ことしにつきましては、223名であり、予約のない個人等について

は、利用には集計されておりませんが、これからも積極的にＰＲに努め、利用増に努めてま

いりたいと考えております。 

  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） 私もこの公園には時々行ってみることがあります。 

  しばらく前には、議会質問でも、この公園についてはいろいろと頻繁に取り上げられてき

たという経緯もあるのですが、今の課長の答弁のように、町も今、自然観察とか野鳥観察と

か、それから環境学習に使うなど、そういう面を強く押し出してきたのかなと思っておりま
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す。 

  そういう中で、その目的も含めて、ボランティアの方々による活動、その目的を達成する

ための活動というのも、本当に頭が下がるところであります。 

  しかし、自然観察とか、今の環境学習とか以外に、町としてはもう一歩進んで考える必要

があるのかなというような気がしています。 

  さきの議会でも明らかになったように、月浦地区では人工芝公園の利用が始まる、その供

用開始が来年の４月１日ということです。来年の話をすればという話もありますが、もう３

カ月ちょっとぐらいの時間しかないわけです。 

  運動公園の供用が開始されれば、当然、月浦地区を訪れる人というのも多くなるかと思う

のです。せっかくできている施設でもありますし、ぜひ月浦森林自然公園にも、来られた方

にお立ち寄りいただく、そういうような流れもつくっていただきたいなと思うのです。 

  例えば、自然に恵まれた場所でありますから、来られた方がお弁当を広げてもいいし、そ

れから森林の中のきれいな空気に触れてもらうのもいいと思います。 

  今までは、目的のある団体が申し込みをして、その人たちが目的を果たしに来たと。どち

らかというと、ピクニック感覚ではないような気がするのです。だから、ぜひそういう場所

に使っていただけるようにしたらいいのではないかなと思うのです。 

  そういうような役割をいま一度付加していくという必要があると思いますが、その辺はど

うお考えでしょうか。 

○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） ただいまの質問でございますが、月浦の人工芝運動公園と

いう形の利用も促進されると私どもは思っておりまして、主に運動公園の利用者というので

すか。これにつきましては、近隣の市町及び札幌周辺の子供たち、また関係者、保護者の方

が中心になっていくものと思っております。 

  毎年春と秋に、財田キャンプ場におきまして、洞爺湖町長杯コンサドーレ札幌の大会等を

開催してございますけれども、これは単にサッカー大会を開催しているだけではございませ

ん。サッカーチームにおかれましては、時間の合間に、昨年ですと西山火口散策路、ビジタ

ーセンター、ジオパーク展示など、空き時間にサッカー以外の地域の学習を推奨しておりま

して、結構活用しているところでございます。 

  これらにつきましても、私たち観光課としましては積極的に各チームにお願いしていると

ころでございます。 

  今回、月浦森林公園につきましては、これらの昨年来、使用しているものと違いまして、

移動時間が少ないという形でございまして、今、議員がおっしゃいました子供たちの新たな

環境学習の場として利用できるのではないかと考えてございます。 

  公園内には既存の在来種という動植物も存在しますけれども、一方、最近ふえてございま

す外来種という植物も生えてきてございます。これらを見る、または駆除する。こういうも

のについても、環境学習の場となる新たな取り組みになるものと思っております。 
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  また、それらの子供たちに対しまして、酪農学園で整備しておりますパンフレットがある

のですが、これらは小学生向きでございまして、大変有効に使われているというものでござ

います。 

  積極的に保護者や町民の方にも、今後とも利用されるよう洞爺湖町の憩いの場となるよう

に努めてまいりたい。 

  また、お屋敷自体の面積は大変狭くて、十五、六名ぐらい入るといっぱいになるのです

が、その前庭等もございますので、そこでお弁当を広げて食べるのも一ついいのではないか

というふうに考えてございます。 

  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） そのためには、やっぱり少し整備も必要かなと思うのですね。 

  ボランティアの方々がご苦労をされて、大変、清掃とか整備などをしていただいているの

ですが、やっぱり見てくると、ことしの台風による倒木ですか。あれが、非常にあるように

感じるのです。大きな木が横たわっているのが、あちこちに見られると。 

  それで、散策路についても、初めて来た人は、やっぱりわかりにくいような気もするので

す。 

  これらを含めて、この環境整備ということについて、ちょっとお考えを伺っておきたいな

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） 現在、台風災害によります倒木処理を進めてございます。

これにつきましては、関係課等の調整を進めておるところでございます。先月末に北海道電

力の電柱等の折れているものが復旧したところでありまして、電線のたわみ、今後は、現在

ＮＴＴの回線が入ってございまして、これらのまず早急な復旧をお願いしているところでご

ざいます。 

  倒木処理に関しましては、利用者の安全確保等が最重要でございまして、町としまして

も、９月議会に災害処理の関係で補正予算を計上してございます。また、ことし、これから

でございますけれども、倒木処理に当たっていきたいと。 

  また、委託管理しておりますグリーンステイ洞爺湖に対しましても、来年春、４月からの

サッカー場オープン等もございますので、処理、遊歩道の整備等につきましては、４月以前

に早急にできないか相談して、４月１日に間に合うように対応をお願いしていきたいという

ふうに考えております。 

  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） 細かい話をいろいろして申しわけないのですが、町のホームページ

を見ると、移住者のためにというホームページがありまして、いろいろな行事とか施設など

が細かく案内されていて、ああ、すごく見たら楽しいだろうなと、私もよそのまちに遊びに
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行くときに、ああいうようなページがあったら、すごくわかりやすくていいなと、そのよう

に思うのです。 

  それはそれとしていいのですが、今の冬期間の閉鎖中、看板にシートをかけているという

この感覚が、実は一番わからないのです。雪によって、多分看板が傷むからと思って、月浦

森林自然公園、この大きな看板にまでシートをかけていると。多分、私の思っているとおり

の理由ではないかなと思うのです。 

  これは、民間的にすると、まるっきりまずい措置でありまして、春先からオープンだとい

うことはわかっているわけですから、そういうような人たちが、何かのときにその前を通っ

たときに、月浦森林自然公園って何だろうという、この意識づけがされれば、看板の意味と

いうのは、まるっきりないわけですよね。それが冬期間にその看板にふたをしているという

ことになると、冬期間にそこを通る人たちに意識づけするチャンスというのは失うわけで

す。 

  前に運動公園のときにもお話ししたのですが、民間だったら運動公園をつくり始める前に

宣伝を始めますよと。そこに、予定地だという看板も立てますよと。ひょっとすると、でき

上がる前のパースなんかもつけて、こんなのができ上がりますよと。これを知らしめるに

は、新聞に載せるよりも何に載せるよりも、その場所にできるということが一番先にわかる

わけです。 

  だから、前回はビジネスホテルの例をとって話をしたのですが、ビジネスホテルができた

ときにオープンと言って、それも確かにテレビで流れるのでしょうけれども、私たちが国道

沿線を通っていて、何か建物を建てているなと、そこにいつごろオープン予定と書いてある

からわかるわけです。 

  だから、せっかくの機会を失ってしまうことになる。ちょっと細かくて申しわけないので

すが、やっぱり散策路の略図だとか看板というのは、年がら年中、見えるようにしておくの

が大事なのかなと思います。 

  お屋敷と散策路はわかるように、道路側の目立つところに看板がなければそうはならない

わけでして、駐車場の引っ込んだところに看板を置いても何もならない、こういうことにな

ります。 

  ちょっと早い時期に、少し看板について、ブルーシートを外してしまう、そういう考え方

が必要なのではないかなと思うのです。 

  本当に細かいところで申しわけないのですが、民間と役所の感覚のずれかなと思いますの

で、お伺いしたいと思います。 

○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） 今、議員がおっしゃったように、看板は全て木製でござい

まして、防水処理がされていないというのが要因で、冬期はブルーシートで養生してござい

ます。 

  また、大きな看板が駐車場にあるのですが、そのほか解説板等につきましても手づくりな
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ものですから、文字が消えないように養生してございます。 

  ただ、これらにつきまして、今現在、冬期間ですが、大きな池があったりするものですか

ら、使用期間等の明示も必要でございます。冬期間にお客様が入って、池に落ちただとか行

方不明になったとか、こういうこともゼロではございませんので、ちょっと注意喚起等も含

めまして、看板をつければいいというほかに、お金もかかることでございますので、関係課

と検討させていただいて、今あるものについては早急に春先に使えるようにしていきたいと

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。 

○１０番（七戸輝彦君） 実は、ここから先が本題になります。 

  月浦森林自然公園の役割について、もう一度、ちょっと話をしたいと思うのですが、この

役割というのは、先ほど言った休憩所とか自然観察だとか自然環境とか、そういうものにば

かり目を奪われがちだったのですが、そうではなくて、まちの歴史を知る場所としても大き

な役割があるように、私はこのごろ思います。 

  それは、四国に行かせていただいたから、そちらで勉強したからということも多くありま

すし、そちらの地方のほうに造詣の深い方々、地域の方々とか、それから議員の中にも非常

に詳しい方がおられるものですから、そちらを通しながらとか、あちこちでお話を聞きなが

ら勉強してきたところであります。 

  先ほど洞爺の話をしましたが、月浦地区もまた香川県からの入植者が非常に多い地域と、

そのように聞いています。 

  また、明治時代から地域を治めていた加藤泰秋子爵も四国は大洲藩の藩主であり、現在の

月浦森林自然公園となっている場所に加藤子爵の別邸と事務所があったと、このように聞い

ているところです。 

  今はある意味、ちょっと差別用語に近いかもしれませんけれども、明治41年発行の殖民公

報という道関係の広報紙にはこのように書かれているのです。 

  一部表記がちょっとわからないところもあるのですが、短い文章ですので、公報をちょっ

と読ませていただきます。 

  加藤農場は胆振国虻田村ポロナイにあり、讃岐国大洲の旧藩主、子爵加藤泰秋の経営する

ところにて（中略）小作人数十戸、その多くは讃岐国より移住せるものにて、大豆、小豆、

亜麻等を耕作す。後ろに山を負い、前に奇景なる洞爺湖及び有珠山を臨み、風景極めて佳な

り。 

  こういうことでございます。 

  当時から、やっぱり洞爺湖というその風景に引かれてあの場所につくったのだということ

のようであります。 

  また、このことに詳しい方に聞いた話では、第２次世界大戦後の農地改革より10年前の昭

和十二、三年ころには、農地を当時の小作の方に分け与えられたといいます。 
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  これは、加藤子爵がおのずから行ったことでありまして、これゆえに地域の人望があるの

だと、このように聞いております。 

  当時、加藤子爵別邸は回廊がある立派なものでありまして、これが2000年ころに取り壊さ

れたということはありますが、残念ながら後から建てた休憩所というのは、忠実な再建とは

なりませんでした。しかし、歴史を想像させるには非常に似ていて、想像としては十分にで

きるのではないかなと、そのように思うわけです。 

  当時、私も既にもう議員をしておりまして、この休憩所を建設するときには、ちょっと懐

古主義に走り過ぎではないかなというような懐疑的な部分もあったのですが、四国を訪問し

てから、建設の意味が少しやっぱりわかってきたような気もいたします。 

  ただし、休憩所に飾られている写真も、私の手元にある写真も、建物周辺というのは本当

にきれいに整備されております。 

  催しの際の学習では利用されていたと聞きますが、これは町の歴史の場所、歴史を勉強す

る場所としても最適ではないかなと、そういうふうにしてこの建物を使っていくべき、利用

されるべきと思っていますが、この点についてはいかがでありましょうか。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 月浦森林自然公園の利用につきましては、社会教育事業とい

たしまして、自然観察会あるいは史跡めぐり、ウオークラリーなどの実施のほか、学校での

生活科の授業、あるいは近隣市町から自然愛好団体等が、散策を通して地域の自然や文化財

を知り、学ぶ機会として実施しているところでございます。 

  また、利用者に向けましては、園内に文化財の解説板を設置して、四国大洲藩藩主であり

ました加藤子爵の屋敷跡に建てられた休憩所内にも、当時の別邸の写真、それと地域に多大

な貢献をされた加藤子爵の功績について史料を掲示しているところでございます。 

  地域の方々には、広大な農場経営で月浦開拓の礎を築き、また、月浦地区の教育の場の基

礎を築かれた加藤子爵に対する思いも大変深く、これらの多大な功績等を伝えていくため

に、学芸員などによる学習の機会を提供してまいりますとともに、地域の教育資源を活用し

ながら、子供から大人までが、まちの歴史、文化財などを楽しく学べる事業に取り組んでま

いります。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） そういうことで、よろしくお願いいたします。 

  実は、まちの中の何人かに聞いたら、半分ぐらいの人が、この月浦森林自然公園がどこに

あるか、こちらの本町側の人は半分ぐらいわからないのですよね。加藤子爵のことについて

も、わからない人がほとんどという現在の状況であります。 

  私は自主的に農地を解放したということを、想像しか、今、現代の中ではできないのです

が、それはやっぱり当時としては大変なことだったのではないかなと思います。ですから、

その功績も含め、学芸員さんのお手伝いで話をしていっていただければな、町民の方の勉強

会などを開いていただければなと、そのように思います。 
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  次の質問に移ります。 

  ２番目の質問です。 

  今、明治とか大正の話をしたのですが、平成28年の現代に戻ります。公共のトイレの話に

移らせていただきたいと思います。 

  トイレの話を始めると、七戸さん、またかよという声が聞こえてきそうですが、今までオ

ストメイト用のトイレの設置だとか、公共トイレの洋式化だとか、学校のトイレの話だと

か、何度も話をさせていただきました。 

  時々トイレの話をするというのは、時代とともに、世の中のトイレと、それから人の習慣

というのはどんどん、どんどん変わってきているものですから、話をさせていただいている

わけです。 

  例えば、30年ほど前というのは、家を新築するときには、トイレは水洗にするのか、くみ

取りにするかと論議がまだあったぐらいでありまして、和式のトイレにする方もいたわけで

す。 

  25年ぐらい前は、和式の選択がほとんどなくなって、新しくつけるときは、だんだん洋式

になってきました。 

  その後、暖房便座、20年ほど前からは、洗浄便座というのが新築家屋の主流になってきた

ように思います。 

  私の議会質問についても、洋式化を進めるものでしたし、真屋町政になってからも積極的

に公共トイレの洋式化というのは、進めてきたように思います。 

  おおむねで結構ですから、公共施設のトイレの洋式化率というのを確認しておきたいな

と、そのように思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 町の公共施設のトイレの現状でございます。 

  役場庁舎、公衆トイレ、学校施設、集会所など、全部で67施設のトイレ総数につきまして

は、476個でございまして、そのうち和式が143個、洋式が297個、多目的トイレが36個と

なっており、男女とも和式のみの施設は現在も４カ所ございます。 

  また、本年度におきましては、洞爺湖文化センターのトイレの洋式化の改修を進めている

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） よくわかりました。 

  個数を見ると、随分、洋式化が進んできているなと、ほかのまちと比較したことはないの

ですが、多分進んでいるほうなのではないかなと、そのように評価しているところです。 

  ただ、先ほどもお話ししましたように、時代とともに家庭でのトイレのあり方というのも

変化しています。 

  近年、体の形、体形が欧米化してきたせいでしょうか、畳に座る習慣が少なくなったから

でしょうか、和式のトイレというのは、ほとんど好まれなくなってきています。ほとんどの
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家庭というのは洋式になってきているように思います。 

  特に私もそうなのですが、膝の悪い方が和式を使うことは不可能に近く、例えば、公共施

設に入って、大のほうがしたくなった。それで、公共施設のトイレに入ると、その中で、例

えば、３カ所のうち２カ所が和式で、１カ所が洋式だった。これは、考え方としては、その

施設は洋式化が進んでいるという考え方もできるのですが、それは１カ所しかトイレがない

のと実は同じだと、そういうことにもなりかねないのですね。 

  また、子供のころから洋式に慣れているということがありまして、和式トイレの使い方も

わからないという子供もいるようです。 

  そのように和式トイレを使わないで、何基かあるうちの洋式トイレの前にだけ行列をつ

くっている、そういう姿というのはちょっと残念なような気がします。 

  確かに、先ほど言ったように、洋式化がこのまちでは進んでいますけれども、まだまだそ

のスピードを上げる必要があるのではないかなと、そのように思いますが、考えはいかがで

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 公共施設のトイレの洋式化でございます。 

  高齢者や障がいをお持ちの方、または観光でこちらのほうに来られる方々が、どなたでも

円滑に利用できるよう配慮する必要があるというふうには思っております。 

  ただ、未整備のトイレの整備でございますが、財政状況を勘案する必要もございます。 

  今後は、利用度の高い施設やトイレの改修が必要となったところから順に、清潔で利便性

または快適性が高まり、より人に優しく、使いやすいトイレの改善を進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 今の答弁でスピードも期待できるのではないかなと、そのように解

釈しました。 

  次に、具体的に、町全体の話ではなくて、駅の交流センターと駅前の駐車場の２カ所のト

イレについて伺いたいと思います。 

  年配の女性から苦情をいただいたり、外国暮らしの長かった人から苦情をいただいたりし

ております。 

  高齢の女性なのですが、函館に汽車で向かうために駅に来まして、出発前に用を足そうと

交流センターのトイレに向かうと、洋式がそこは使用中でありましたという、先ほど言った

ような話です。 

  さらに何人か待っている方もいたため、時間もないので、やむを得なく和式で用を足した

のですが、足腰が悪いということで、そこにはつかまる棒もないわけですから、立ち上がる

ことができなかったということです。そのうちに何分かしたので足が鬱血してきたというこ

とがありまして、それからちょっとして改札のアナウンスが入り、もうどうしようもなく

て、女性がそのまま大声を出して助けを呼んだと、そういうようなことがあります。 
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  ちょっと考えると、あそこには多目的トイレがあるではないかということになるのです。

駅前の広場のほうには多目的トイレがあるではないかということになりますし、こちらにも

あるではないか、あちらにもあるではないかということになるのですが、年配の方は多目的

トイレというのが高齢の方は使えないと思っている人も結構いるのです。 

  あれは昔ながらの身障者の方のためのトイレという解釈をされる方も相当いるようです。

そういうことがあって、その方はそこを選んだのだそうです。交流センターの建物は立派な

のに便器は昔のままだと、このような話をされるわけです。 

  あの２カ所のトイレというのは、できてからそんなに古いわけではないのです。当然、私

もそれをやるときには、議員をやらせていただいていましたから。ただ、当時としては、和

式のトイレはまだ抵抗がなかったのですね、公共施設のままでは。 

  トイレというのは、どんどん、どんどん、どんどん進化してきていますから、とても今は

時代に合わないような気がすると。 

  洞爺駅というのは洞爺湖町の顔であり、外国人の方もこのインバウンドの景気であのトイ

レを相当使われるということですね。 

  そういうこともありまして、何とか早く、あのトイレというのは全て洋式にしていただき

たい、そのように思うのです。 

  洋式とともに、今、洗浄機能というのもごく標準になってきていますので、これもつけて

いただいたほうがいいのではないかなと、私自身は考えています。 

  理事者の答弁を求めます。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ただいま、ご質問のございました２カ所のトイレのうち、駅前の

トイレにつきましては、環境課のほうで維持管理をしてございます。 

  駅前のトイレの洋式化についてでございますが、これにつきましては、昨今のインバウン

ドの増加や一般家庭におけるトイレの洋式化が一般的となってきている現状を踏まえまし

て、町としても公共施設におけるトイレの洋式化の必要性については認識しており、計画的

に整備を進めてございます。 

  現在、駅前トイレにつきましては、男子トイレに和式が一つ、女子トイレに和式と洋式が

各一つずつあるほか、洋式の多目的トイレ一つを設置してございます。 

  和式トイレといたしましては、男女合わせて合計二つある状況となってございますが、こ

れら二つの洋式トイレへの改修につきましては、今後、計画的に進めてまいりたいと考えて

ございます。 

  以上でございます。 

○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） もう一つの駅交流センターのトイレについてでございます。 

  これにつきましては、交流センターとともに産業振興課のほうで管理しております。 

  現在、男子トイレにつきましては、和式が一つ、女子トイレにつきましては、和式が一つ
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と洋式が一つ、それから、多目的トイレについては、洋式が一つということになっておりま

す。 

  それから、議員からもお話がございましたように、先日、女子のトイレで和式を使用して

いた方が体勢を崩して立ち上がることができず、助けてもらったというご報告がありまし

た。 

  このため、手すりをつけて支えられるよう手配をしておったところなのですが、手すりを

つけてしまうと、トイレ内が狭いものですから、和式から洋式への改修ができなくなってし

まうということから、現在、その手すりの設置についてはストップをさせているというとこ

ろでございます。応急的な対応ではなくて、あくまでも和式から洋式に改修することが望ま

しいというふうにも考えてございますので、まだ、洞爺湖町全体でも未改修のトイレは残っ

ておりますけれども、優先順位など、計画を立てて、早急に取り組みたいというふうに考え

てございます。 

  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） そのようにお願いしたいと思います。 

  これは、いろいろな国から来られた方々がこのトイレを使うということでありますので、

最大公約数的に考えると、やっぱり洋式が最も適切だなと思うのです。 

  実は、洗浄便座の話もよくするのですが、洗浄便座をなるべくつけていただきたいという

のは、入るときの値段というのは少し高めではあるのですが、便座自体の価格を考えると、

後から取りつけるものでも、二、三万円のものというのがあるのです。 

  先ほども話をしたように、どんどん、どんどん、トイレも進んでいく。日本人の生活も進

んでいく。外国人の方も来られるようになる。だから、トイレだけが、やっぱり、今現在あ

ればいいというようなものではなく、将来にもやっぱり耐え得るものをつくっておかなけれ

ばならないのかなというのが、この和式のトイレをつくったときの私の反省点でもありま

す。 

  そういう意味では、ぜひ洗浄便座をつけていただきたいのですよね。便座にこだわるとい

うのは、当然こだわりたいと思うのですが、役場で、職員とか議員とか、来たお客さんが使

う役場のトイレは洗浄便座がついています。道の駅も洗浄便座がついています。あぷたのほ

うですね。とうやのほうはちょっと記憶がないのですが、そういうふうにして、標準的に、

今建てられる施設については、本当に洗浄便座というのが普通になってきています。 

  ただ、お金が高いなどというのは、確かに若干高いのですが、ランニングコストについて

はそう変わらないのですよね。 

  よく電気代とか水代という話をするのですが、機械のほうは、私のほうが専門家でしょう

からお話ししますけれども、水については、せいぜい１回に使う量というのは100cc程度で

す。トイレにジャバーッと流すというのは、大のほうで７リットルから８リットル流れるの

で、それから比べたら、本当に水代はかかっていないようなものです。 
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  電気代がかかるだろう、そのように言われます。便座自体にかかる電気代と、それから洗

浄機能がついたものというのは、あれは貯湯式、電気で沸かしたものを常にためているわけ

ではないのです。貯湯式ではないので、ヒーターを通過するだけのものですから、これは簡

単に言うと、暖房便座から比べて、はるかに電気代がかからないものなのです。 

  だから、そういうようなことを考えると、将来、後から便座だけを取りかえるようなまね

はしないで、ぜひ今からつけていっていただきたいなと思うのですが、ちょっとその辺は研

究していただきたいと思います。 

  研究していただくことについて、答弁いただきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 未改修のトイレも多い状況でございます。その辺、議員のおっ

しゃった部分も、今後、新年度の予算編成を迎える中で研究をさせていただいて、できれば

そういう形がよろしいのでしょうけれども、そういうふうに未整備のトイレの整備等、含め

た中で、今後、検討させていただきたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） このまちの表の顔ですから、ぜひそこには進めていただきたいと思

います。 

  それで、何回も申しますが、こういう声もやっぱりあるのですよね。 

  役場に来てトイレを借りたら、職員の使うやつは洗浄機能がついているの、道の駅にもつ

いているのにと。あちらのはない、こちらのはないと言うと、やっぱり優先順位としては、

まちの中の顔のほうについているほうが、私は先だと思っているのです。 

  これは答弁はいらないです。 

  もう一つ、トイレの中の看板について伺っておきたいと思うのです。 

  私も気がつかなかったのですが、これから東京のオリパラもありますし、統一されたマー

クというのはあちこちにあるのでしょうけれども、駅前の交流センターのほうからトイレに

向かってきたときに、上のほうに看板がある。 

  何を言っているか、私はわからなかったのです。外国暮らしのずっと長い方です。だか

ら、上のほうと言うから、その看板どおりに階段を上がってトイレを探しに行ったというこ

とです。これが結構、階段の上でうろうろしている人がいます。トイレの位置がわからなく

て、真っすぐ行って階段を上がってしまうと。 

  こういうことがあるものですから、標準の、ごくごく標準のマークを右と左に普通に張っ

ていただきたいなと、そのように思うのですが、また、外国の方に言わせたら、まちじゅう

の看板というのは表記がわからないということもあります。ですから、外国暮らしの長い方

とか、造詣の深い方々に聞かれて、英語の表記なんかもまずいところは直したらいいのでは

ないかな、そのように思います。 

  この辺だけ、少しだけ答弁をお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 
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○産業振興課長（佐藤孝之君） 交流センターのトイレでございます。 

  これにつきましては、交流センターについて、そのマークが外国人の方にはちょっとわか

りづらいというようなお話でございます。 

  交流センターのトイレについては、トイレの構造が男女同じ入り口ということで、現在、

入り口上部に手づくりの男女のマークを入れているのですけれども、これは中に入れば男女

それぞれのマークはあるのですが、この入り口がわかりづらいということですので、これに

つきましては、わかりやすいように、今後、検討して変えていき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） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） それでは、次の質問に移ります。 

  そうですね、先ほどの話なのですが、やっぱりオリパラが近いものですから、外国の方も

わかりやすい対応というのは必要だと思います。 

  次に国民年金のことについて伺いたいと思います。 

  このことについては、実は町の直接の事務ではないこともありますので、確認程度にさせ

ていただきたいなと、そのように思っております。 

  本年11月16日に改正年金強化法、いわゆる無年金者救済法というのが確立いたしました。

これは、年金の加入期間が25年なければ、支給されなかったのですが、10年間以上の加入で

あれば、応分の年金が支給されると、そのように制度が変わるものです。 

  与党公明党の強い後押しというのもありまして、成立を見たものだと考えているところで

す。 

  まだ、成立して間もない法制でありますので、決まっていないことも多いとは思います

が、おおむねの制度、スケジュールがわかれば教えていただきたいと、そのように思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 改正年金機能強化法の成立に伴う年金支給までのスケジュールと

のご質問でございます。 

  このたびの法律改正に伴う業務につきましては、議員の先ほどの質問の中にもありました

とおり、主に日本年金機構が直接対応する業務でありますことから、役場としましては、年

金事務所に確認をとらせていただきました内容をもとに、ご答弁させていただきたいと思い

ますので、ご了解をお願いいたします。 

  まず、このたびの法律の改正内容でございますが、年金の受給資格を得るために必要な保

険料の納付期間を25年から10年に短縮することとしました。 

  平成24年公布の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等

の一部を改正する法律の施行期日を平成29年８月１日に改正するものでございます。 

  ご質問の年金支給までのスケジュールでございます。年金事務所に問い合わせた内容でご
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ざいますが、支給対象者抽出などの事務作業に約２カ月程度を要し、その後、対象者に対す

る申請手続書類等の発送を年明け２月下旬から７月上旬にかけて行い、平成29年９月からの

支給分につきましては、平成29年10月15日に支給を開始したいとのことでございます。 

  なお、受給権発生日の８月１日以降に手続関係書類が届いた方等につきましては、10月支

給に間に合わない可能性もありますことから、その場合は支給月をさかのぼって支給すると

伺ってございます。 

  また、その後の年金支給につきましては、２カ月に１度、偶数月の支給を予定していると

のことでございます。 

  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） この制度の改革によりまして、全国で64万人の方が新たな受給者に

なる、そのように報道されているところなのですが、まだ、今、人数の整理の最中だという

こと、確認の最中だということでもありますけれども、わかればで結構なのですが、新たな

受給者というのは、洞爺湖町内ではどれぐらいになるかというのはまだ、どうでしょう、わ

かれば教えていただきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 済みません。こちらも年金事務所に問い合わせてはみたのです

が、現在のところ、やっぱり確認作業をこれからという形になるということで、北海道内に

おける年金対象者についても依然不明だというご回答をいただいてございます。 

  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） わかりました。 

  これは全部、これからのことなのですが、資格者には一人も漏れなく年金を支給すること

というのは必要だと思いますので、そのことについては、町は何らかの施策というのは、

やっぱり打っていかなければならないなと思うのです。 

  大分先のことですので、話もしにくいのでしょうけれども、決意といいますか、町のかか

わり合いといいますか、この辺の、もし考えられていることがあれば、伺っておきたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 町といたしましても、町民の老後の生活安定や、障がいを負い、

収入を得ることができなくなった場合の保障として、年金は非常に重要なものと認識してご

ざいます。 

  年金事務所のほうとも連携をさせていただき、支給要件などの詳細がわかった時点で、申

請漏れ等がないよう広報紙やホームページなど、また、窓口において説明するなど、実施し

てまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 
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○議長（佐々木良一君） 10番、七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） できれば、年金相談会のように、また、きっとそういうことになる

かなと思うのですが、相談会のように事務所のほうから来ていただいて相談に乗っていただ

くというシーンも必要になるかなと思いますけれども、そのことについては最後にお願いし

ます。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） その辺につきましては、年金事務所と相談させていただいて、開

設できるような方向に持っていきたいと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） 七戸議員。 

○１０番（七戸輝彦君） 以上で終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） これで、10番、七戸議員の質問を終わります。 

  ここで、昼食休憩に入ります。 

  再開を午後１時からといたします。 

（午前１１時５６分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（佐々木良一君） 次に、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） ６番、立野広志でございます。 

  それでは、これから一般質問を行います。 

  今回の一般質問は、私は大きくは１件だけであります。 

  特に、ことしに入って２回にわたって取り上げてきた課題でありますので、ぜひ町として

も、今どういう検討状況になっているのかということを明確にお答えいただきたい、こうい

うふうに思います。 

  子供の貧困をなくし、安心して子育てできるまちを目指してと、経済的支援と困難な家庭

を見逃さない、子供の貧困対策ということで、質問をさせていただきます。 

  初めに、子供の貧困対策についてですが、育ち盛りの子供に対しておなかいっぱい食べさ

せてやることができない。今、子供の６人に１人が貧困状態にあるといいます。 

  中でも、ひとり親の世帯では５割以上という、先進国の中でも最悪の水準になっているの

がこの日本の現状です。 

  生まれ育った環境で子供の将来が左右されないことを目指す、子供の貧困対策法が一昨年

の１月に施行され、同年８月には、対策大綱が閣議決定されました。 

  この中では、貧困率の目標を設定しないとか、あるいは、対策は従来型であるとか、いろ
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いろな問題がありますけれども、国を挙げて子供の貧困対策に一歩踏み出したということ

は、やはりこれは大事なことだというふうに思っております。 

  そこで、子供の貧困対策は、教育や生活、それらを支援すること、あるいは保護者の就労

支援、それから経済的な支援、町においては実態把握、さらに大綱に沿った施策の推進な

ど、これは多岐にわたってまいります。 

  子供の貧困が深刻化している中で、この貧困対策について繰り返し取り上げてまいりまし

たが、同時に、これは町の少子化対策や過疎対策で、住民増を促すための対策でもあるとい

うふうに思いますし、その後の対応についてただしたいと思います。 

  そこで、３月の議会答弁で町長は、まだ実態調査もやっていないということは情けない

と、それはしっかり今後、対応していきますと、そしてまた、就学援助もしっかり検証しま

すと、このように答弁されました。 

  ６月の議会答弁のときには、実態調査については、現在、調査項目について協議、検討を

重ねている最中だというふうにもお答えになっています。定期的な実態調査を実施し、庁内

横断的な組織としてのプロジェクトチームを構成するということも言われています。 

  そういう中で、しっかり検討するというふうに答えているわけですが、同時に貧困対策推

進計画の策定、これも急がれています。 

  しかし、６月の段階では、まだ何ひとつ決まっていない、こんなような状況だったのでは

ないかというふうに思います。 

  私は、その際に貧困対策には職の保障、学習や進学権の保障、経済的な保障のこの三つの

対策が重要であることを述べました。直ちに取り組むべき対策としても、給付型の奨学金の

創設、就学援助支給基準を管内の、せめてですね、管内市町並みの1.3倍に緩和すること、

これらを求めました。 

  これらについての答弁では、就学援助基準の見直しは財政なども見きわめ、貧困対策全体

の中で検討する、このように答えるにとどまっておったわけであります。 

  そこで伺うわけですが、まず、子供の貧困の実態把握というのをこれまで行ってきたとい

う話を伺ってきておりますけれども、その手法。どのような方法で、これを行ってきたの

か、そして、その回答結果はどうなっているのかということについて伺いたいと思います。 

  調査の手法であったり、調査の対象、あるいは就学以下の子供のいる家庭がどのぐらいあ

るのかとか、調査票の回収状況であるとか、または、この回収の中で、その結果に対する評

価ですね。これをどのようにお考えになっているのかというあたりを、できればお答えいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 実態把握の手法といたしましては、三つの方法により実態把

握を行いました。 

  一つ目は、ゼロ歳から15歳までの子供のいる保護者の世帯、479世帯を対象に、郵送によ

り、子供の健康、生活実態調査といたしまして、アンケート調査票を送付し、就学前児童の
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いる世帯、89世帯には、保健師や役場、幼稚園、保育所へ回答書を提出いただく方法で回答

をいただきました。就学児童のいる世帯には、学校の協力をいただきまして、回答書を学校

に提出する方法でご回答いただきました。 

  二つ目の方法でございます。 

  町内の小中学校及び町内の保育所の各先生方から、ヒアリングによる聞き取り調査を実施

いたしました。 

  三つ目の手法です。 

  民生委員、児童委員を対象に、日ごろ活動している中で知り得ている情報をもとにアンケ

ート調査票を送付し、役場に回答書を送付していただく方法で回答をいただきました。 

  回収状況でございますが、ゼロ歳から15歳までの子供のいる保護者の世帯からのアンケー

ト調査回収件数は202世帯で、回収率42.1％でありました。 

  なお、回収率42.1％につきまして、当初の回収率は38％と回収率が低かったことから、再

度、調査票提出の協力のお願いを調査対象全世帯に郵送で行ったところの回収率でございま

すことを加えさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今伺いましたら、まず、15歳までの子供のいる世帯についてのアンケ

ート調査、直接、郵送によってアンケートを送付したということや、学校などや保育所を通

じてヒアリングを行った聞き取り調査、それから民生委員、そういう三つの方法で行ったと

いうことなので、それなりに幅広く努力されてきたのだろうなと思います。 

  ただ、いかんせん、これは回収率を見ますと42.1％と。努力はされてきているのでしょう

けれども、202世帯の42.1％ということですから、これだけで全体を把握するというのは難

しいのかもしれませんが、調査の結果から、この回答をいただいた方々の結果を見て、今、

町内の子供の実態がどのようになっていると受けとめているのか、この点についてお答えい

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） まず、子供の貧困を数値的に認知、比較する場合、国では、

経済協力開発機構の策定基準に基づいて算出した相対的貧困率により、比較してございま

す。 

  国では、この基準によりまして、議員がおっしゃっていましたとおり、子供６人に１人の

割合で貧困であるというふうなデータが出ておるところでございますが、当町におきまして

は、この貧困率を策定するためには多くの情報量を必要とすることから、現在も調査中でご

ざいまして、わかり次第、ご報告をさせていただくことにしているところでございます。 

  次に、貧困と思われる家庭の特徴でございます。 

  アンケート調査から見えたことは、保護者がパートや臨時などの非正規職員の家庭が多

く、加えて収入が少ないことが世帯の貧困を引き起こしている、貧困状態の脱出が難しい原
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因ではないかと感じているところでございます。また、保護者が忙しいなどの理由で子供と

遊ぶ時間がとれない、勉強を見ることができない、子供だけで留守番をすることが多いな

ど、子供と触れ合う時間が少ないことも伺えました。一概には言えませんが、保護者が長時

間労働ゆえの傾向があることも貧困の要因ではないかと推測されるところでございます。 

  次に、教育に関しまして、就学援助につきましては、貧困と思われる家庭でございます

が、60％以上の子供が受けている、または受けたことはあると回答されておりました。一般

家庭の同比率、24％と比較しますと、高い比率であるということがわかったところでござい

ます。 

  さらに、無料や安価の学習塾をつくってほしいと回答された方は39％前後ございました。

貧困の連鎖をとめるためには、安心して教育を受けられる環境が必要と思われますが、当町

では、昨年度より塾に通わせることのできない子供にも、学習の機会提供の一つといたしま

して、小中学生向けの放課後学習教室、地域みらい塾を開講してございます。受講児童も増

加しており、今後も増加するものと予想されることから、継続した事業の実施が必要である

と考えております。 

  なお、貧困とは、まさにお金がなくて、自分が希望する進路が選べない、パソコンが買え

ないなど、ごく普通の平均的な家庭ができることが、できないことだと思います。しかし、

相対的貧困の子供は見分けがつきません。このたびの学校でのヒアリング調査でも、貧困で

あると思われる児童生徒はおりますかとの問いでは、いないと回答されておりました。親が

貧困であることを周りに隠してしまう。無理をしてでも、できる限り周りの子供と同じよう

に見劣りしない生活をさせて、親は我慢をする。そうすることにより、周りには普通に見え

てしまうと思います。 

  個人情報などにより、なかなか家庭に立ち入ることが難しい時代となっておりますが、貧

困はその家庭のことを細かなところまで観察しないと、なかなかわからないものだと感じた

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） 大変詳しく説明いただきましたが、今、説明された中身というのは、

いわばその貧困と認知される方々の状況ですね。そして、そういう家庭の特徴について、ま

た、そういった家庭の中でも、なかなか複雑にその状況があらわれているというようなこと

についてお話しいただいたわけですが、前、私が３月の議会の質問のときに、洞爺湖町民の

所得水準についてお話ししたことがあると思います。 

  この北海道の中で、179市町村のうち、洞爺湖町は165位、洞爺湖町民の所得水準です。こ

れが下から数えたほうが早いぐらい、165位です。全国の市町村1,741に対して、洞爺湖町の

所得水準は1,422位。これも下のほうですよね、かなりね。 

  そういう中で国は今、平均的に子供の貧困というのは、６人に１人が貧困状態にあるとい

うふうに分析しております。これは、国が勝手に決めたわけではなくて、ＯＥＣＤの、経済
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協力開発機構の作成基準に基づいて出した数値です。 

  ですから、洞爺湖町が今回、回収した数はまだ半分ぐらいでありますけれども、そういう

中で、何をもって貧困と見るのかというあたりが、とにかく生活できれば、貧困ではないの

ではないかというような昔の考え方ではなくて、今、課長がお答えになったように、実は同

じ子供で同じことができない。そういう、地域の中でやっぱり同じように学校に通い、ある

いは同じように、例えば、今ではスマホをやったり、ゲーム機を買ってもらったり、塾に

通ったり、そういうようなことができない家庭。そういう家庭のことを言うのだそうです。 

  特に相対的貧困率というのは、当町の場合はこれから出すのでしょうけれども、国民生活

基礎調査における相対的貧困率というのは、先ほど言われたように大変複雑な計算式がある

ということです。一定基準、これは貧困線と言うらしいのですが、国民の平均的な所得をあ

らわしたもので、この貧困線を下回る等価可処分所得しか得ていない者の割合を貧困率とい

うふうに示しているそうです。 

  ですから、貧困線とは、また、この等価可処分所得、世帯の可処分所得、例えば収入から

税金とか社会保険料などを引いたいわゆる手取りの収入ですね。手取りの収入を世帯の人員

で割るのです。そして、その中央値の半分の額をいわゆる貧困線として定めているのだそう

です。そういう計算をしなくてはいけないということになっているので、今回のアンケート

の調査票を見せていただくと、経済状況についての質問はあるのですが、ここには、家族全

員の収入の合計額は税込みで幾らですかと。こういう聞き方をしていますから、当然、可処

分所得を聞いているわけではありません。 

  そういった点で言うと、ここからは単純に貧困率を出すわけにはいかないのでしょうけれ

ども、それにしてもやはり、当町の場合は、全国の平均から比べても、むしろ下回るような

状況になっているのではないか。それが非常に、やっぱり心配なところであるわけです。 

  そんなこともありまして、経済的な逼迫がそのままの姿であらわれるとは限らないし、貧

困のあらわれ方は複雑につながっているというようなこともぜひ考えながら、このまちの貧

困対策について取り組んでいただきたいと思うのですが、まず、その点でのお考えをお聞き

したいと思います。 

○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） 今後もより正確な情報、これをやはり把握しなければ次の対

策等にはなっていかないのかなというところでございます。 

  継続した調査をする予定としてございますが、次回の実態調査のときには、質問項目や回

収率向上対策等についてしっかりと研究いたしまして、少しでも貧困状態の把握の精度を上

げるよう努めてまいり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） 先ほど課長から貧困と認知される家庭の特徴についてお答えいただき

ました。その中でも、一概には言えませんがということで前置きしながら、保護者が長時間

労働ゆえの傾向があることも貧困の要因ではないかというようなことや、あるいは非正規職
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員の家庭が多いと。加えて収入が少ないことなどが、世帯の貧困を引き起こしているのでは

ないかと、こういうふうな分析もされております。 

  私も、確かにその点が大きいのではないかというふうに思っています。特に子供の貧困の

根本的な要因を考えたときに、この構造改革という中で、これは政治的につくられてきた要

因でもあるというふうに思うのです。 

  格差と貧困の広がりは、この不況のせいでも、国民の努力が足りなかったわけでもありま

せん。構造改革と新自由主義の中で、政策的につくられてきたのだというふうにも考えられ

ます。一つは、働くルールを壊して低賃金の非正規労働者をふやしたこと。そして、社会保

障や福祉制度を切り縮めてきたこと。これらが、子供や若者を直撃して、今、非常に厳しい

貧困状態を生み出している。 

  このことをしっかりと、やっぱり受けとめながら、行政として、この実態をつかみ、貧困

のある家庭の生活を守る、子供を守るということが大事なのではないかというふうに思いま

す。 

  それで次に、二つ目のことについて伺いたいと思います。 

  就学援助制度の拡充のことについてお聞きします。 

  これも、せめて近隣の市や町並みに就学援助の収入基準を緩和すべきであることを繰り返

して求めてまいりました。町長は、検討すると、このように答えていましたが、今どのよう

に行われているのかということを伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 就学援助の収入基準の緩和に関しまして、現在は平成25年７月改

正前の生活保護基準の1.1倍としているところでございますが、平成29年度、来年度からは

平成27年４月の生活保護基準、収入の1.3倍として、就学援助基準の緩和をして実施してい

くことで準備を進めることとしたものでございます。 

  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） 新年度から生活保護基準額の1.3倍の範囲まで支給対象を拡大する、

こういうふうにお答えいただいたのだと思います。 

  そこで、ちょっと伺いたいのですが、収入基準には生活保護費の第２類及び教育扶助費あ

るいは住宅扶助費も加算されているのかどうかということについて伺っておきたいと思いま

す。 

  実は2015年の４月１日から生活保護の法が改正されまして、世帯人員がふえるほど、10％

以内で支給額が引き下げられると、こうなったわけです。 

  当町は、生活保護費の支給額は、洞爺湖町の場合は３級地―２ということで、生活扶助１

類と生活扶助２類、そして冬期加算などの加算、それから住宅扶助、その他の扶助や教育扶

助、これらを合算した額が、実は生活保護の最低生活費というふうになっているわけであり

ます。 
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  生活扶助の第２類は、世帯の人員によって、何名の方がその世帯におられるかということ

によって、１人の場合は３万2,970円から、表は６人までしか出ていませんが、６万670円ま

でというふうに加算されるようになっております。また、冬期加算で言うと、期間がちょっ

と短縮されましたが、１万8,800円から３万8,280円というふうになっています。 

  いずれにしても、今答えられたように、生活保護基準額の1.3倍まで範囲を拡大するとい

う大変前向きなお答えをいただいたのですが、では、その生活保護基準というのは何を見て

いるのかというところを、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） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 生活保護基準の基準額算定根拠ということで何々が入っているの

かというご質問でございます。 

  議員がおっしゃられたとおり、生活扶助のまず１類、２類、それから期末扶助、住宅扶

助、障害者加算、冬期加算、教育扶助、それからその他、その他につきましては給食費でご

ざいます。その実費ということで、これらが入っているものでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、とりあえず全部入っているわけですね。安心しました。 

  ただ、実は最近の新聞に、ちょうど今開かれている12月の議会で室蘭市でも同じように

1.3倍に、これはことしから実施されているという報道もありましたが、もともと生活保護

の３級地―２というのは、室蘭とか登別とは違うのですよね。市の場合は、もっと基準額が

高いわけです。 

  ですから、同じ1.3倍と言っても、結局３級地―２が市よりも若干少ない金額になってし

まう。生活していく上では交通機関も十分発達していない。どこに行くにしたってやっぱり

お金もかかる。病院だってそうですけれどもね。買い物に行くのも。そういう点では、非常

に矛盾しているなと思うのですが、生活保護の基準額をあくまでも算定の基準にしていると

いうような話でございます。 

  これは国の制度上のこともありますので、ここでとやかくは言えませんが、ただ、どのく

らいの比率でもって、その基準にするかというのは、それぞれの市町村ごとに決められるよ

うになっているのです。ですから、市などと同じように考えると、例えばそれが1.3ではな

くて1.35ぐらいにするとか、そういったことは町としても十分考えていけることだと思うの

です。そんなことは、おいおいまた求めていきたいと思います。 

  今お聞きしたいのは、新たにこの倍率が上がって、逆に就学援助を受けられる子供たちが

ふえていくということになるわけですが、新たに就学援助を受けられる対象人員というの

は、これによって、どのくらいふえるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） これらの改正に係る試算でございますけれども、現行より３世帯

で、小学校で７名、中学校で２名というような試算になってございます。 

○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） 本当にわずかしかふえないのですね。 

  実際に先ほどの子供の貧困率、そして貧困状態を考えたときに、やはり、この基準そのも

のが、生活保護の基準が下がっているというのがあるのですけれどもね、本当に困窮してい

る世帯の子供たちの生活を支えていく、そういった意味で言うと、やはり、町としては、積

極的にこの基準額の引き上げを考えていくべきではないのかなというふうに思います。 

  ただ、それにしても、もう一つはやっぱり、実際にこの就学援助を受ける資格がありなが

ら、就学援助を申請していないという人たちも、中にはおられるというふうに私は思うので

す。保護者に対する就学援助に関する書類の配付とか、この制度の趣旨あるいは申請手続の

周知徹底を図るということが大事だと思うのです。 

  先ほど課長が答えられた、学校現場での貧困についての回答では、子供の貧困はありませ

んという回答があったと。そういうふうにお答えになった学校があるそうですが、実はこの

間、私の所属している総務常任委員会で学校訪問調査を実施させてもらいました。 

  その事前の質問項目に教職員の就学援助に対する理解の促進を図ることを入れさせていた

だきました。訪問の際にも、そのことについてお話しさせていただきました。 

  就学援助に関して教職員が、制度の内容や、そして所得の基準、そして何が支給されるの

か、そして申請のためにどういう手続、方法が必要なのか、そういう理解をしっかりやっぱ

り持ってもらいたいと。また、最も児童生徒の家庭状況について把握している担任の先生な

どによる援助申請の声かけなどにも努めることを、実は、私自身はその場でお話をさせてい

ただきました。 

  その中で返ってくる答えとして、多くの学校長からは、就学援助制度の周知は、事務を通

じて、年度初めや年度途中の２回程度、児童生徒を通じて各家庭にプリントを配付している

と。こういう説明でありました。これでは、教職員はどの程度の所得の世帯で対象になる

か、どのような品目の援助が受けられるのかというのは、詳しく理解できていないと思うの

です。 

  そのことをお考えになって、事務などから、一度説明を聞く機会を設けたいというふうに

答えられた学校長などもおられるわけですけれども、そこでちょっとお聞きしたいのです

が、転勤を繰り返す教員については、そのまち、そのまちで就学援助の支給基準額や内容に

差異があるわけですね。教育委員会としても意識的に、この制度の周知とか取り扱い、ある

いは保護者へのかかわり方について理解を促すことが必要ではないかと思うのですが、その

点についてはいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 初めに、就学援助にかかわる周知の状況でございます。 

  新入学児童保護者へは、１月から２月上旬に、各小学校で実施されます一日入学時に、周

知文を配付しているところでございます。在校生には、２月上旬から中旬に、全児童生徒に

配付して、各家庭に届くようにしているところでございます。 

  なお、周知文とあわせて申請書を配付しているのは、一部の学校となっているところでご
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ざいます。 

  今後におきましては、申請書を周知文にあわせ、全校で配付を徹底するなど、保護者への

制度周知の改善を図ってまいりたいと考えてございます。ご質問の先生方への制度周知につ

きましては、先ほど申し上げた児童生徒への配付文にあわせて、教職員への周知文の配付な

どによりまして、制度の理解促進を、今後図っ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） ありがとうございます。 

  子供の家庭の背景を捉えること、そして、それを学校現場だけではなくて、行政の福祉な

どにつないでいく仕組みが十分必要だというふうに思うのです。 

  学校では、例えば視力、肥満の検査などもやりますし、あるいは、朝食をとっているか、

とっていないかなどというようなことも、よく子供たちに尋ねているようでありますが、子

供たちが見せるそういう事象に気づくことが、現場としては大事なのだと思うのです。それ

と、やはりスクールソーシャルワーカーなどとの協力で、そうした家庭に対する支援や連携

というのが大事だというふうに思うわけです。 

  今、管理課長がお答えになりましたけれども、もう言う必要はないのかもしれませんが、

道教委がことしの９月30日に、全道の市町村教育長宛てに就学援助事業を充実するためにと

の通知を出しました。その別紙の第２項について、どのように記載されているのか、ちょっ

と読み上げていただきたいなと思うのですが、どうでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 議員がおっしゃられています、その北海道の通知の別紙の２とい

うことで、五つほどございますので読み上げさせていただきます。 

  ２項につきまして、認定、支給時期等は適切ですかということでございます。 

  一つ目でございます。 

  就学援助の対象となる者の認定に当たっては、その者の経済的状況を適切に把握して行

い、認定を全て学校に任せてしまうことや、保護者の申請の有無のみによって認定すること

のないようにしましょう。 

  二つ目でございます。 

  要保護者については、生活保護法第６条第２項に規定する要保護者、現に保護を受けてい

るといった、いないにかかわらず、保護を必要とする状態にある者とすることとされてお

り、国の要保護児童生徒援助費補助金の対象になっています。特に要保護者と準要保護の援

助内容が異なる市町村にあっては、市町村長部局と連携を図って、保護者の経済状況を適切

に把握し、要保護の認定に遺漏のないよう実施する必要があります。 

  ３点目でございます。 

  児童生徒が援助を必要とする時期、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費等に速やかに支

給することができるよう十分配慮する必要があります。 
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  ４点目でございます。 

  援助が必要と認められる者に対しては、年度の途中においても必要な援助を行うなど、柔

軟な対応をお願いします。 

  五つ目でございます。 

  学用品費等については、居住している市町村の区域外の小学校、中学校、義務教育学校ま

たは中等教育学校の前期課程に在籍する者についても、居住している市町村において就学援

助の対象とすることになります。 

  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） 実は道教委が、ことし９月30日に全道の市町村の教育長に就学援助事

業を充実するためにという通知を出しまして、このように具体的に就学援助の取り扱いにつ

いて通知をしたわけです。 

  通知は、保護者に対して就学援助に関する書類を配付すること、制度の趣旨と申請手続の

周知徹底を図るよう呼びかけたものになっています。 

  これは、９月の道議会で共産党の真下道議が取り上げた無料低額診療事業の周知を初め、

利用の拡大を促す質問に対して答えた内容となっております。通知では、さらに2013年８月

の生活扶助基準の見直しについても、特に影響が及ばないように対策を講ずるようにという

ことで、市町村の適切な判断と実施を求めています。 

  このように保護者への通知の中に、単に就学援助という制度があります、あるいは、収入

がこのぐらいなら受けられますよというモデル的な世帯を取り上げて、それをプリントで各

家庭に配付するだけではなくて、申請書そのものを児童生徒の家庭に配付すると。申請する

かどうかは、その家庭の判断に任せるけれども、申請書そのものを送るわけですね。ですか

ら、そこまで促すわけです。 

  そして、それぞれの家庭で、申請しても対象になるのだろうか、それとも対象にならない

のだろうかという迷いといいますか、申請しにくい状況、申請をちゅうちょさせるような要

因を排除して、もっと就学援助を利用しやすいものにしていくという考え方なのです。そう

いうような形で、実は全児童世帯に配付することまで、道教委がこれを率先してやりなさい

よということで進めているわけです。 

  そして、さらに学校の歯科検診の結果、治療の必要があることを知らせるとともに、就学

援助を活用した治療が受けられますよということもお知らせしなさいということも、あわせ

て一緒に書いてあります。 

  当町の場合、中学卒業までは医療費の助成を行っていますので、とりあえず中学校までは

いいのですが、中学を出た後、高校生などになったときに、まだ18歳未満の場合に、これが

該当してきますので、取り組んでいく必要があるのかなというふうに思います。 

  そんなことで、今回の道教委の通知に対して、町としては、どのように、今後さらに改

善、拡充する考えなのか、お考えをいただきたいと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 初めに、認定要件の緩和としまして、最初にお答えしたとおりの

繰り返しになりますが、まず現在は、平成25年７月改正前の生活保護基準の1.1倍としてお

りますけれども、平成29年度からは平成27年４月の生活保護基準、収入の1.3倍とするもの

でございます。 

  次に、周知・申請方法でございますが、これにつきましても先ほどお答えしたとおり、周

知文とあわせて申請書を配付しているのが一部の学校となっていることから、今後におきま

しては、申請書を周知文にあわせて全校で配付を徹底することや、これまでも行っています

が、前年度の受給者で申請のない方へ電話での申請を促すなど、保護者への制度周知を図っ

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） 対応としては、かなり前向きに取り組んでいただくことになると思う

のですが、ぜひそのように努力していただきたいと思います。 

  給付の対象については、これも国の基準が改正されて、クラブ活動費あるいは生徒会費、

ＰＴＡ会費なども就学援助の対象になったわけです。 

  当町としても、これを実施しているということでお話を以前に伺っておりますが、そのほ

かの給付の内容について検討はされているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 今、議員がご質問のとおり、給付内容につきましては、簡単に先

に説明させていただきますが、現在12種類ございます。 

  一つ目、学用品費、二つ目、新入学時学用品費、三つ目、通学用品費、四つ目、給食費、

五つ目、通学費、六つ目、修学旅行費、七つ目、校外活動費、八つ目、体育実技用品、これ

はスキーでございます。九つ目が医療費、10番目がＰＴＡ会費、11番目、生徒会費、12番

目、クラブ活動費となっており、ＰＴＡ会費、生徒会費、クラブ活動費につきましては、平

成24年４月から、新たに給付項目として加えて、今は12項目で実施しているという状況でご

ざいます。 

  それで、これ以外に何か検討しているかという状況でございます。 

  従前、議員からもご質問がございましたアルバム代等、まずアルバム代につきましては道

東の１町で、一つの町で実施しているようでございます。町内の学校に確認したところによ

りますと、購入を希望しない方もおられるということで、これは経済的な理由ではなくて、

その他の個人的な理由とのことでありますので、今回につきましては、就学援助による支援

をしないということでの検討結果となっています。 

  また、そのほか、眼鏡等についても、従前、ご質問があったかと思います。眼鏡、コンタ

クトレンズなどは道外の市町村の一部で実施されているようでございますが、これにつきま

しては、学校だけでなく日常生活で使用することが必要であることから、使われることと考

えられ、この就学援助のみで対象とするということは、なかなかこの制度から言って、制度
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になじみにくいという判断から、今回は対象としないということで判断したものでございま

す。 

  その他、水着代だとか自転車用ヘルメットも、同様の考え方により、なかなかこの制度に

なじみにくいということで、今回は対象としないということで考えているところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、説明をいただきましたけれども、結局、国が就学援助の対象品目

として示した12品目、これについて、当町としてもそれを踏襲して実施すると、町独自に新

たに追加ということは今のところ考えていないと、このようなお話だったと思います。引き

続き、このことについては、私は求めていきたいと思います。 

  次に、入学準備金の入学前支給の関係についてお伺いしたいと思います。 

  まず、入学準備金の給付の時期なのですが、何度か議会でも取り上げさせていただいて、

町としても、できるだけ早く支給するように努力しますということで、随分努力していただ

いているのだと思うのです。思うのですが、やはり何といっても入学準備金ですから、入学

の前にこの資金がなければ、なかなか本当に、活用が十分できないという状況もあって、実

は全国的にも、入学準備金の入学前支給、つまり、入学は４月ですが、３月あるいは２月ご

ろにこれを支給するという取り組みが、今進んできています。 

  新潟とか福岡、青森、八王子などという大きいところもありますが、新聞報道によれば、

苫小牧、そして、ついせんだっては室蘭が、入学準備金として３月にこれを支給するという

ふうに報道されました。 

  どこの地域でも、やはり入学のためには制服も必要、運動着も必要、学用品も必要だとい

うようなことで、お金はどんどん、どんどん、かかります。そういうときに、入学式にみん

なと同じような格好で、学校で入学式を迎えられるようにしたいというのは、どの親御さん

も同じだと思うのです。そういう思いをくんで、入学準備金を新年度前に支給するというこ

とにしています。 

  そういう点で、町としても努力するというふうな話を繰り返し言われてきたのですが、こ

の入学準備金の支給時期をどのように検討されたのか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 入学準備金の支給につきましては、これまで、できるだけ早い年

度内の４月支給として実施してきてございますけれども、保護者の負担を考え、入学準備金

をこれまでの４月支給から３月支給にすることといたします。 

  よって、平成29年度対象者におきましては、平成29年１月末までに申請をいただいて、平

成29年３月に支給することとして、準備を進めているところでございますが、この３月支給

は、仮の収入基準によって算定して支給することとなりますので、後の正式算定によっては

返還していただくこともあるということでございます。 

  なお、周知や申請方法など、詳細につきましては、他市町で実施されているものを参考に
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しながら、早急に進めていくことと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） ３月に支給するというふうにお答えいただきました。３月のいつごろ

に支給するのかということなのですね。新入学の直前では、制服のサイズを決めたりして、

手に入れるまでには１週間、２週間かかりますよね。 

  そういうことを考えると、例えば、実際にやっているまちの状況を見ますと、３月１日に

支給しているというところもあるそうですが、これはいつごろ支給する予定ですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 現在のところ、３月ということしかお答えできません。なるべく

早くと、３月ということで前倒しすることまでは頑張るということですが、相当な事務の負

担だとか、仮算定ということで、本来の支給にならないというようなこと、それから、この

申請書を送るということは、結局、12月に送るということで、相当な事務負担でございま

す。正直申し上げまして。そういう中で、何とか３月に支給したいということでございま

す。 

  議員がおっしゃるとおり、他の市町では１日などというお話もございますが、その辺は、

なかなか簡単に今お答えできる状況ではないので、３月中に支給するというようなことで、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 一番、期間がかかるのは多分、制服なのだと思うのです。うちの子供

もそうでしたが。サイズを決めて、そして今度、それを実際に予約してから手に入れるま

で、一定の期間がかかっておりました。 

  そういった点を言うと、やはり、とにかく入学式には全てのものがそろえられるようにす

るということが、この前倒し支給の目的であるわけですから。事務が大変だとかということ

は確かにあるかもしれません。しかし、それは子供の事情ではなくて、むしろ行政側の事情

ですよね。そのことを考えて、やっぱり子供のことをまず前面に置いて、この支給時期も、

できるだけ早くできるようにしていただきたいというふうに思います。 

  そこで、この就学援助のことについては、やっぱり国による財政保障というのも欠かせな

い問題です。 

  就学援助を充実したものにしていくためには、国による財政保障が欠かせないということ

ですが、実はもともと、小泉内閣による三位一体改革というので2005年度に準要保護に対す

る国庫補助が廃止されて、一般財源化されました。これによって、国庫補助金が要保護も含

めて144億円もあったのですが、これが６億円まで大きく削減されてしまったのですね。 

  国は、準要保護に対する国庫補助金を廃止しても、これは地方交付税を算定する際の基準

財政需要額に算入しているから大丈夫だというふうに言っていたわけですね。準要保護者に

対する就学援助事業については、適切に実施しなさいというふうに市町村に通知していたわ

けです。ところが、この三位一体改革後、一般財源化された後の2007年度の実態を見ると、
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国の財政措置分というのが、国庫補助を含めても、市町村が給付した就学援助額のわずか

31.4％に過ぎないということがわかりました。こんなような状況が今日まで続いていると。 

  ですから、今は本当にこのまちの子供たち、先ほど貧困問題も取り上げました。そういう

中で、子供の教育権を守るということを含めて、この就学援助制度の充実というのを求めて

きているわけですけれども、根本的にはやはり、国がきちんとした財政の裏づけをしていか

なければならないわけですね。ところが、この市町村の財政を逆に圧迫するようなことにも

なっていると。 

  ですから、もっと就学援助制度を拡充するためには、この準要保護への国庫補助を復活さ

せる、そして、就学援助の認定状況に合わせた国庫補助予算の額を大幅に増額させる、地方

交付税の積算単価を引き上げさせるということもあわせて、行政の長として国にやっぱり強

く要請していかなければならないのではないかと思うのですが、その点について町長、どう

いうふうにお考えですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 子供の教育あるいは就学援助の関係でございますが、今の日本国憲法

の中におきましても、教育を受ける権利、あるいは教育を受けさせる義務を初めとする教育

基本法など、他の法律の規制から鑑みましても、就学援助制度は本来、私も、国の責任にお

いて、全国一律に、子供たちが一人一人、同じ種類で同じ金額の給付が受けられるのが原則

だというふうに思っております。 

  今、議員がおっしゃられたとおり、財政的にはやはり国の国庫補助制度、そして地方交付

税にそれを転嫁していると言われておりますが、正直言って私ども、私どもの財政職員にも

優秀な職員がおりますけれども、なかなか見づらい、その整理がなかなか難しいということ

をお聞きしております。 

  そんなことから、最終的には、地方交付税ではなく、国庫補助、これに戻してもらいた

い。これが私どもの今の認識でございまして、このことはやはり、強く国のほうにも町村会

等々を通じながら、全国町村会等々を通じながら要望してまいり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） 今、町長が述べられたように、日本国憲法や教育基本法あるいは学校

教育法、そして、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律

というのがありまして、そこにも国の責任まで明確にうたわれているのですよね。 

  しかし、実態としては、それを守っていないのが今の政府の状況だということで、これは

やはり地方自治体としても強く要請していく必要があるというふうに思います。 

  それでは、次の質問に移りたいと思います。 

  無料低額診療事業の周知、そして、この事業についての内容などについてお伺いしたいと

思います。まず、無料低額診療事業とはどういうものか。このことの説明からいただけませ

んか。 
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○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） それでは、無料低額診療事業の内容につきまして、簡単にご説明

を申し上げたいと思います。 

  無料低額診療につきましては、社会福祉法第２条第３項第９号の規定に基づき、生活困窮

者が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう無料また

は低額な料金で診療を行う事業となってございます。 

  対象者は、低所得者、要保護者、ホームレス、ＤＶ被害者、人身取引被害者等の生計困難

者等でございます。町内におきましては洞爺協会病院が認定基準を設け、無料低額診療事業

による診療を行ってございます。また、実施する医療機関につきましては、税制上の優遇措

置を受けられるという制度でございます。 

  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） 今、説明いただいたように、この無料低額診療制度は意外と昔からあ

るのですが、知られていない面がありまして、この事業は、今、説明がありましたように、

経済的に困窮している方であれば、誰もが受けられる制度となっています。 

  ですから、子供の貧困対策だけではなくて、大人になってからも、あるいは、ここで言え

ば、15歳までは一応医療費は助成されますからいいのですが、それ以降になった場合、窓口

の負担が伴います。そういう世帯、それ以上の世帯でも対象となるものです。 

  行政側も年に１回ぐらいは、たしかそういうのを広報などに載せていたことがあったかと

も思うのですが、多くの方は、余り知らないのではないかという気がします。 

  実施機関によっては、受診の際の収入証明書等の提示が必要な場合もあるようですが、緊

急の場合は、そうした必要な書類は事後でもいいということになっております。 

  今言われたように、町内では洞爺協会病院が実施しておりますし、私の調べたところによ

りますと、伊達赤十字病院も内規でこの無料低額診療制度を利用できるというふうになって

いるそうで、町としても積極的に周知する必要があるのではないかというふうに思うのです

が、その点はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 無料低額診療事業の周知についてでございます。 

  先ほど、議員がおっしゃいましたように、町としても、ちょっと前になるのですが、広報

によって、周知を行ってきたところでございます。 

  その後につきましては、窓口等に相談に来られた方等には、この制度をご紹介させていた

だいて、また、医療機関をご紹介するというような対応をとらせていただいてございます。 

  洞爺湖町内におきましては、洞爺協会病院が無料低額診療による診療を行っておりますこ

とから、医療機関との調整もさせていただきながら、本制度について、今後もまた広報紙等

を活用し、ご紹介してまいりたいと考えてございます。 

○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） 今回、事前に通告もさせていただいて、この無料低額診療事業がある

ことをもっと多くの町民に知らせることが必要なのではないかということで、出させていた

だいたのですが、具体的にはそうすると、この後どういう計画があるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 具体的な部分については、広報紙等でこれからお知らせするよう

な形、また、文面等も工夫しながらお知らせしたいとは思いますけれども、実施に当たって

は、協会病院さんともよく打ち合わせをさせていただいて実施したいということです。今の

ところ、具体的なものについては、詳細は持ち合わせてございませんので、その辺、ちょっ

とお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） これまで以上に周知に力を入れたいという思いなのでしょうけれど

も、結局、広報などのページを使って、それに記事を載せて周知する。そういうような程度

では、なかなか利用は促せないのではないかなと。中には、広報そのものをよく見ていない

方もいるようですし。どういうふうにしたら一番わかりいいのかなというのもありますが、

まず、例えばこういう制度があることを知っていても、では、どうしたら受けられるのだろ

うと。実際にそのまま病院に行けばいいのだろうか。どうなのだろう、どこに連絡したらい

いのだろう。そのようなことが何となく湧いてくるのですが、連絡先もよくわからないし、

役場だったら、どこに聞いたらいいのかなとかね。 

  本当に、これは重要な制度なのです。洞爺協会病院も、医療相談室の担当の職員の方に聞

きましたら、大いに宣伝してくださいというふうにお話ししていました。病院としても、小

さな何かリーフレットを一つ、つくっているみたいなのですが、それも実は置いているだけ

で、それを手にとって持っていく方はそんなに多くないみたいですね。そういう制度そのも

のがあることを知らないわけですよ。何でもとにかくお金がかかると思っているわけです。

ですから、例えば、そういった知らせる機会をいろいろな場面でつくっていく必要があるの

かなという気がするのです。 

  ぜひ、この制度があることを周知していただきたいし、特に生活に困窮する方、医療費が

かかって、実は我慢しながら重篤化していくなんていうことが決してあってはならないわけ

です。こういうことのないように、せめて、身近にそういう医療機関があるわけですから、

それを大いにやっぱり利用できるようにしていただきたいと思うのですが、改めてちょっと

これは町長、どうですか。もう少し周知の方法を工夫していっていただきたいと思うのです

が、どんなお考えでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どものまちは、協会病院さんがその任に当たってくださっているよ

うでございますけれども、町内でも数少ない病院が、そういうふうな制度にのっとってやっ

ている。先ほど議員がおっしゃられたように、伊達の日赤病院は内規で何か定めておられる

ようです。室蘭の勤医協病院、こちらのほうは通年でやっていただいているようでございま
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すが。 

  一般の町民の方あるいは住民の方も、この制度そのものを余りよく理解されていないとい

う部分は、確かにあろうかなというふうに思っております。 

  私もこの一般質問が出てきてから、初めて勉強させてもらった一人でございますが、やは

り、もっともっと、皆さんに周知をきちっとできるような、しかもわかりやすい形での周知

を検討していきたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 何とか前進できるように期待したいというふうに思います。 

  それでは、次に学校給食が教育の一環であるという姿勢で、特に低所得世帯の児童生徒に

限らず、給食費補助制度の実施を進めていく考えはないかということについて質問させてい

ただきます。 

  どの子にも温かい食事を保障しているのが学校給食です。学校給食の無償化というのは、

義務教育は無料という憲法の原則からも、子供の健やかな成長を保障するためにも、そし

て、子供の貧困予防対策としても、大きな意義があるというふうに思います。 

  全日本教職員組合という団体が行った全国の自治体に対するアンケート調査では、教育費

支援の現状調査ということで、これは2015年、昨年ですね、行った調査なのですが、回答が

1,032自治体から寄せられたということです。 

  そのうち、給食費を全額補助している自治体というのが全国で45あると。それから半額以

上の補助を含めると、さらにふえまして64自治体。一部だけれども、給食費の補助をしてい

る、例えば消費税の増税分とか食材費の増加分、こういうものを補助しているというのが

199市町村に上るというふうになっています。 

  実は、せんだって四国の徳島のほうで総務常任委員会が行政視察を行った際、そこの神山

町というところでも、全小中学生の給食費について、１食当たり30円、これは１食当たりの

大体１割ぐらいなのですが、30円を補助していると。これだけではないのですよね、このま

ちは。いろいろなことをやっています。 

  そういうふうにして、今、給食費を一部でも補助しながら、このいわゆる学校給食の無償

化のために取り組んでいる。こういう自治体が今は少しずつふえてきています。それは、逆

に子供の貧困がますます深刻化しているということのあらわれなのだと思うのですね。自治

体として補助を考えざるを得ない。こんなような状況になってきていることをあらわしてい

ると思うのです。 

  同時に、これは町にとっても、この少子化対策とか過疎対策で住民流出を抑制する、青年

層の転入や定住を促す、子育てしやすいまちを目指していくと。こういう取り組みの一つと

しても捉えることができるというふうに思うのです。ですから、町としても、この給食費の

一部負担実施を考えるべきではないかというふうに思います。 

  中には、世帯の中で３人目の子供については無料にすると、あるいは２人目から半額にす

ると。こういうふうに全生徒・児童ではなくて、そういう形で補助をしているところもある
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そうです。 

  子育てしやすいまち、それだけではなくて、子供さんが多くて、なかなかやはりいろいろ

な意味で負担が大きい、費用がかかるというところも支援しようということで、こういう工

夫もされている。だから、いろいろなやり方はあると思うのですね。 

  ぜひ私はこれを町としても検討いただけないかというふうに思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 給食費につきましては、就学援助制度により支給対象者に支給さ

れているということは議員もご承知のことと存じます。 

  貧困予防対策として、給食費補助制度の実施をとのことでございますけれども、平成27年

度における給食に係る収入実績でございますが、虻田給食センターでは約2,735万4,000円、

洞爺給食センターでは800万9,000円で、合計3,536万3,000円となっているところでございま

す。 

  給食費の補助につきましては、子育て支援全体の枠組みの中で考えていくべきものと思わ

れますが、人口が減っていく中でどうあるべきなのか、全庁的な検討が必要かと思います。

いずれにしても大きな検討課題の一つと認識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、初めて言ったから、すぐできるという話ではないとは思ってはい

ますが、考え方としては、こういうことも含めて、やっぱり子育てしやすいまちをつくろう

と。いや、実はふえてきているのも事実ですし、この管内でも、そういう課題が既に取り上

げられて、今、検討が始められてきているのです。 

  当町はいつも、財政的に厳しいということもありますが、なかなか、その取り組み、子育

て支援というのが後追い的になっている部分というのはあるわけです。そういう点で言う

と、どこもやっぱり子育て支援のために、あるいは子育てしやすいまちをつくるために、就

労も、そして子育ての環境もということで努力をしてきておりますから、そういう取り組み

状況から考えても、やっぱり何か目玉といいますかね。うちのまちは、こういう子育て応援

をしていますよということがなければ、なかなか子育て世帯が移住し、あるいは、定住する

という環境を整え切れないのではないかなという気がします。 

  いずれにしても、この給食費、もともとは、学校給食にかかわる費用の負担については学

校給食法の運営にかかわる経費という点で設置者が負担する、その他の経費は保護者が負担

するというふうにも定められておりまして、学校給食法施行令によりますと、設置者の負担

すべき運営に係る経費というのは、学校給食の調理員などの人件費、施設・設備にかかわる

費用となっているのです。これらの規定によって、保護者負担となっている主なものが食材

費なのです。食材費のみ、いわば子供たちあるいはその世帯が負担すると。 

  ところが、実際には、当町がどうなっているかお聞きしたかったのですが、調理に必要な

光熱水費や給食の搬送費、輸送費ですね、などが保護者負担となっているまちもあると言わ
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れています。そしてまた、給食センターでつくられる給食は、必ず何食かつくって保管をし

なければいけない。そのいわば生徒が食べる分以外の分についてまで、実は給食費として

払っていると。こんなような状況のようです。 

  ですから、本来のあり方からすれば、食材費以外の経費については、設置者が負担すべき

なのですが、その点、どうなっていますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 今、議員が法律のご説明をされたとおり、食材以外の費用は保護

者からいただいていません。 

  ただし、今、一部言われたとおり、給食をつくる中で、結局、何かあったときのために、

配った以外のものを一定程度、保管するという、その１食程度、２食程度のものについて、

ここまで今現在、小中学校で529名おりますが、それを何銭と、冷蔵庫で保管する分まで計

算できませんので、正確に言えばそうかもしれませんが、先ほど言ったような輸送費である

とか、人件費であるとか、施設・設備費は全て町で負担して、基本的には、食材以外は保護

者からいただいていないというのが実態でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 問題は、厳密にというか、基本をちゃんと捉えているかどうかという

問題なのですよね。本来、児童生徒が負担しなくてもいいものまで負担させられていると。

わずかな金額ですよ、それはね。１食何百円という。 

  しかし、そういうものは、では入れてしまえというような感じで、入れてもいいのかとい

うのは、これは余り、それをどうこう大きな問題にする必要はないのかもしれませんが、少

なくとも、本来、子供たちが食べる食材費に対して給食費として負担をいただくと。そうい

う考え方からすると、保健所等の関係があって、つくった分の１食ないし２食を保冷庫に保

存しておくというのは、子供たちが食べる分のためではないのです、実はね。行政上、行政

側の都合といいますか、制度的にそれをやらなくてはいけないということですから、そこは

やっぱり厳密にちゃんと考えるべきだと。 

  わずかな金額だからというのではなくて、むしろ給食に対する食材費の考え方、子供たち

の負担というものは、どこに求めるのかということを、きちんとやっぱり考えた上で進める

べきものではないのかなというふうに思います。 

  いずれにしても、学校給食の一部あるいは全額補助を含めて、これから、町としてぜひ検

討していただきたいと思うのですね。これからも繰り返し、さまざまな角度から、この問題

について取り上げていきたいというふうに思います。 

  次に、町独自の奨学金返済支援制度と、給付型奨学金の創設という問題について伺いたい

と思います。 

  奨学金の返済に苦しむ若者といいますか、これが非常にふえておりまして、聞くところに

よれば、大学まで行くと大体500万円、あるいは、時には1,000万円近い借金を抱えた状態で

社会に飛び出ていく、それを今度は働きながら返済していく、こういうような状況になる
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方々が、実は今、大変ふえてきているということです。 

  奨学金の返済に苦しむ若者を町独自で応援するために、例えば高校生、専門学校生や大学

を対象に、町内の企業の人材確保と卒業後の奨学金返済支援をセットにした奨学金返済支援

制度というものを創設していく必要があるのかなというふうに思います。 

  単に返さなくていいというのではなくて、やはり卒業後にこのまちで生活する、このまち

で働き生活する、そういうことを前提とした、若者に対してやっぱり町としても奨学金の返

済の免除であるとか減額であるとか、こういったものを考えてもいいのではないかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 町独自の奨学金返還支援制度の創設ということでございますが、

奨学金にかかわる町の基金として育英資金がございます。平成27年度末現在額でございます

けれども、貸付額が1,114万3,000円、現金が3,933万5,000円の合計5,047万8,000円となって

いるところでございます。 

  これら、今、27年度末の現在高を申し上げましたけれども、今後、町の人口減少が見込ま

れる中、基金の充実がなければ実現できないものということで、将来的な課題であろうかと

いうふうに考えているところでございます。 

  また、今の町の育英資金の中で、給付型奨学金ということで、２年前から入学時給付金制

度を新たに創設して、現在多くの方に利用していただいてございますので、現在はこの制度

をしっかり運用していきたいなということ、それから、現在、国において、また新たな給付

型奨学金制度の検討をしているという報道もなされてございますので、国の動向も注視して

いきながら見ていきたいというようなことで考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） この給付型奨学金の創設については、以前からも何回か取り上げさせ

ていただきました。 

  これはうちのまちだけなくて、全国的にも何か学生が、高校生にしろ、大学あるいは専門

学校等に行く子供たちが、多額のローンを抱えて社会に出るということが、逆に言えば、

やっぱり結婚して世帯を持つことにもちゅうちょする、そういう要因にもなっています。そ

れから、何と言ってもやっぱり、生活そのものが困窮している。非正規の労働環境の中で奨

学金そのものも返済できない。こういうような状況が相次いで生まれていく中で、ようやく

国のほうも、国会でも随分取り上げられ、渋々でしょうけれども、動き始めた。しかし、い

つそれが成るかわからないというのが、実は今の状況ですよね。議論はされているようです

けれども。 

  それを待っていられないからこそ、全国のあちこちの自治体では、特に少子化対策の一つ

として、また、移住・定住対策の事業の一つとして、こういった奨学金の返済猶予であった

り、給付型の奨学金であったりということを考えるようになってきたわけです。 

  ですから、先ほど取り上げた給食費のこともそうなのですが、一つ一つどうだ、どうだと
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聞くよりも、本当なら、特にこの当町において、若い世帯がまちに定住し、そして働いてい

ける、また、子育てできる環境をつくるために、総合的にどういう支援をしたらいいのかと

いうことを、しっかりやっぱりいろいろな分野で考えていく必要があるのだと思うのです

ね。 

  個々に取り上げてやるやらないと議会で一々議論するよりも、やっぱり、そういった移

住・定住対策の取り組みとしても、あるいは子育て環境を改善するということからしても取

り組んでいくべきものではないのかなというふうに思うのですが、そういった総合的な計画

をつくっていこうという考えはないのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 総合的な計画というのは、基本はまちづくり総合計画でございま

す。子育て支援については、子ども・子育て支援事業計画といったものもあるということ

で、今、貧困の関係で、プロジェクトで会議をしている中でも、特に子供の貧困というの

は、その子育て支援の大きなカテゴリーの中で話をしようというようなことで進めていると

ころでございます。 

  そういった子育て支援計画の関係とか総合計画の関係もありますが、貧困というものも含

めて、今とりあえず来年できるものはまずやっていこうということで、就学援助とか、そう

いった話も出てきております。そういったものもある程度、体系的にまとめた形で、今後進

めていきたいというふうには考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ぜひ子育て支援計画でもいいのですが、総合的といいますか、全体的

にやっぱり事業のあり方、どんなまちをつくるのかということが、まず第一に大事なのです

よね。 

  この洞爺湖町が、洞爺湖のまちをどんなまちにしていくのか。例えば、子供たちを育て、

育んでいくためには、どんなまちにしたらいいのか。そして、働き盛りの労働者が働きやす

い環境、労働条件も含めてそういう環境をつくっていくためにどうしていくのか。そして、

高齢者の暮らしを守っていくために、また、生きがいのあるまちをつくっていくためにどう

するのか。そのようなことを、もっと真剣に、一つ一つ具体的に考えていかないとならない

のだろうと思うのです。 

  今回、議会にはまちづくり基本構想が提案されます。議会としては、この基本構想しか決

議できないというような状況ですが、実際は、やっぱりそれに基づく基本計画と具体的な個

別計画というのが、本当は大事なのですよね。そこの中に今のような計画がしっかりやっぱ

り盛り込まれていくような、そういう議論、協議というものを、これはやっぱりやるべきだ

し。やってはいると思いますよ。ただ、これは財政が大変だから無理、あれも無理、これも

無理と、削って、削っていったとしたら、本当に細い骨しかできないというふうになってし

まうので、それでは何の魅力もないまちになってしまうわけです。 

  そうではなくて、今例えば、ここの洞爺湖のまちが3,000人になるところを5,000人にする
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よということで、何とか計画を立ててやろうとしているわけでしょう。そういう中にあっ

て、特に子育てしやすいまちを、若い世代がここで住みついて働けるような、そういう環境

にするために何が必要なのかということをいろいろな角度から集めて、多少、お金はかかる

でしょう。でも、長い目で見たら、そのことが魅力となって、このまちに移り住む人たちも

ふえてくると思うのです。そういうまちをつくるために、私はぜひ計画に取り組んでいただ

きたいというふうに思うわけです。 

  そのこととあわせて、どうしてもやっぱりお金のかかる問題もあります。実は、資金確保

のことで、ちょっと伺いたいのですが、最後の質問に、資金確保にふるさと納税寄附金の活

用をということで取り上げさせていただきました。 

  自前の資金だけではなかなか大変なのだというのは、いつものお答えですし、そのため

に、うちのまちはこういう魅力あるまちをつくろうとしています、そして子育てしやすいま

ちをつくるためにこういうことを具体的にやります、だから全国の皆さん、その資金を寄せ

てくださいというような形で、例えば今ある制度、ふるさと納税寄附金制度にも取り組んで

いく必要があると思うのです。 

  そのことがあって、私はホームページを見ました。ふるさとチョイスというページなので

す。これは、全国のふるさと納税寄附金の中身について紹介しているサイトなのですが、ふ

るさと納税で地域の子育てを応援しようというサイトでした。 

  そのインターネットのサイトを見てちょっとびっくりしてしまったのですが、このサイト

の目的は、自分の納めた税金の使い道が選べる、これがふるさと納税の大きな特徴の一つで

す、具体的にどんな使い道を選ぶことができるでしょうかということで、使いみち特集・第

３弾「子育て支援」ということでまとめているのです。 

  それで、それぞれのまちを調べてみると、もう部長は見たからわかっていると思うのです

が、北海道洞爺湖町というのが出ているところを見たら、使い道はこういうふうに書いてあ

ります。洞爺湖町のまちづくりのための事業、それから育英資金事業、スポーツ観光事業、

使途は町にお任せ、こう四つに分かれているのですが、では、その中で何に使おうとしてい

るか。具体的なものが実は何もないのです。それでは、今まで寄せられたお金がどう使われ

たか、どのように活用されたかも書いていないのです。 

  ほかのまちを見ましたら、北海道の上士幌町では認定こども園の利用料を４月から10年間

無料にしますと書いてあるのです。それから、岐阜県の各務原市と言うのですか。この市内

５カ所の子ども館で楽しい子育てを応援します、おもちゃの購入、絵本の購入に活用します

というふうに書いてあるのです。山形県の三川町は、まち独自の出産祝い金を支給します、

特定不妊治療費の助成をします、幼稚園保育料の無料化、ゼロ歳から中学３年生の医療費無

料、一貫した子育て支援をしますと、うちでやっているようなことも含めて書いてあるので

す。 

  というふうに、やっぱり本当にうちのまちが、これをぜひ力を入れてやっていきたいと。

そして、そういうまちになってほしいと、この洞爺湖町出身の元町民の方、向こうで、東京
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や各方面で第一線で活躍されている方もおられると思うのですね。そういう人たちなどにも

呼びかけながら、こういった資金を少しでもやっぱりつくっていく。そういうことが大事な

のではないかなと思うのですよね。その点について、どうでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） ふるさと納税の活用でございます。 

  先ほど議員がおっしゃったとおり、私どものサイトにおきましては、四つの事業、はっき

り具体性が示されていない状況でございます。 

  これにつきましては、今後、やはり寄附される方々に町の展開している事業または事業概

要をしっかりとお知らせした中で、翌年度には、それに充当した事業をはっきりと知らせる

という仕組みづくりをしていかなければならないというふうに考えております。 

  また、平成27年度決算でございます。これは地方財政状況調査、総務省に報告する分でご

ざいますが、その中で当町も一応、少子対策については、単独、補助を合わせまして、事業

費ベースですが、３億6,400万円という数字が出ております。 

  また、28年度の当初予算におきましては、子育て支援ということで、事業種ベースで１億

9,600万円と、これもやはり予算についてもまだ、ことしから資料をつくりまして公表して

おりますが、その辺についても、さらに充実を図った中で、やはりいろいろ町がやっている

事業をお知らせしていくというふうにしていきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 町のホームページがどうこうということを最初から取り上げるつもり

はなかったのですが、実際にこのふるさと納税寄附金について見れば、ほかのまちはやは

り、本当に寄附をしてほしいという思いが伝わってくるわけですよね。 

  ですから、ただ、うちのまちを見ると、何年度は幾ら寄附金が寄せられました、歳入と歳

出みたいな形で決算書しか載っていないわけですよ。それでは味気ないですよね。ああ、こ

んなにあるのだったら逆にいらないのかなと、逆に思ってしまうぐらい。 

  だから、例えばほかのまちでは、先ほど認定こども園の話をしましたが、例えばそういう

認定こども園は、こういうものですと言って、写真を載せて、そこで遊ぶ子供たちの姿を映

しながら、このこども園に通う子供たちの保育料を無料にしますというような形なのです

よ。訴え方が全然違うのですよね。 

  ですから、やっていないわけではないのだけれども、そういうこちらからの宣伝の仕方が

本当に弱い。同時に、子育てのためにも、ぜひ支援してくださいという積極的な呼びかけを

このホームページにも反映していく必要があるのではないかというふうに思うのですが、そ

の点はいかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） やはり、議員がおっしゃるとおり、このふるさと納税ポータルサ

イトを活用して、今うちもやっております。 

  私は各市町村のサイトを見せていただいて、やはり議員のおっしゃるとおり、寄附をした
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くなるような仕組みづくりというか、その辺は今後、さらに調査・研究をさせていただい

て、それに基づいて、今後、展開を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） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 残りの時間が少なくなってきましたので、最後になりますけれども、

今まで取り上げてきました子供の貧困、特に貧困状態にある子供たちをどう見るかというこ

とが、まず大事だと思うのです。 

  調査したと。調査結果の回収率がまだ40％台でしたか。では、調査に答えていただいてい

ない方たちが全て貧困ではないのかと言えば、決してそうではないのだろうと思うのです。 

  先ほど全国的な市町村ごとの所得状況のランキングの話をしましたように、当町は平均以

下なのですよ、住民の所得状況は。平均以下の中にあって、子供がその中で普通の状態とい

うか、貧困率が低いとは決して言えないと思うのです。 

  そこをきちんとやっぱり行政が見る力を持っていく必要があるのだと思うのです。 

  まず、しっかりと貧困の状況を捉えること。そして、それに対して必要な対策をするこ

と。そのできるところから、どんどん手を打っていく。総合的な計画をできるまでというの

ではなくて、当然、個々のできるところから取り組んでいく。 

  今、きょう答えていただいた就学援助基準の1.3倍、市などから比べれば、それでもまだ

低いほうです。それをさらに引き上げることも必要でしょうし、あるいは、これまで取り組

んできた医療費の無料化。豊浦町は、高校卒業まで医療費を無料化するということで取り組

んでいます。 

  それを当町としてどうなのかということも含めて、やっぱりこれでよしとしないと。入学

の準備金にしても、先ほど言いましたように、入学に間に合うように支給することが最低限

の条件です。そのために、早めていくための手続が必要だと。 

  もう一つは、例えば、就学援助は毎年申請するのです。でも、もう前年申請している人

は、ことしは申請していなくても、きちんと手続を済ませるということを実はやっていまち

があるのです。よっぽど収入の大きな変更がない限りですね。 

  そういうことも含めて、できるだけ、例えば、先ほども言いましたように、実際の困難な

生活実態を反映したものにする。それが認定要件の緩和でありますし、周知、申請方法は、

大切なのは申請をちゅうちょさせるような要因を排除して、利用しやすいものにしていくこ

と、町の最低限の役割は、全ての家庭にわかりやすい内容で、制度を確実に伝える手だてを

講じること、こういうことが大事だと思うのです。その上で、さらに必要な対策をとってほ

しいというふうに思います。 

  そのことを最後に述べて、引き続き、またこの問題を取り上げていきたいと思いますの

で、しっかりと、行政としても取り組んでいただきたいと思います。 

  これで、一般質問を終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、６番、立野議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩いたします。 
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  再開を14時40分からといたします。 

（午後 ２時３０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４０分） 

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

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  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。 

  今回は、３件の質問をさせていただきます。 

  災害時における行政業務継続のための計画の策定、災害時の対応のマニュアル化、それか

ら財政計画の３本でございます。 

  １番目と２番目につきましては災害の関連なので、１本でもいいのかなと思いましたが、

１番目については、どちらかというと行政対応、行政がどう対応するかというのが中心でご

ざいまして、２番目につきましては、どちらかというと住民目線といいますか、住民の行動

にかかわることなので、あえて分けさせていただきました。 

  災害は忘れたころにやってくると申しますし、備えておけば憂いなしということもござい

ます。 

  ことしも残すところあとわずかになりましたが、１年間を振り返ってみますと、当町にお

ける大きな災害としては、８月に発生した台風10号が、農業、漁業、家屋等々にそれぞれ被

害をもたらしたわけでございます。そのような災害が今年度はあったかなというふうに思っ

ております。 

  また、ふだん余り考えていなかった停電ということが大きくクローズアップされた災害で

あったのかな、こんなふうにも認識しております。 

  後でちょっとこの件についても触れさせていただきたいと思いますが、まずもって、業務

継続計画、これはＢＣＰというふうに呼んでいるようでございますが、行政のみならず、民

間企業であったり、病院などにおいても、災害時にどう対応するかという計画を事前につ

くっておくという意味で、アメリカの同時多発テロ以来、このＢＣＰというのが注目されて

います。 

  実は、国でも内閣府が平成27年の５月、昨年でしょうか、強制ではないみたいですが、各

自治体に対しても作成するようにというガイドラインを示しております。 

  簡単にちょっと読み上げますと、行政みずからも被災し、人、物、情報等利用できる資源

に制約がある状況下で、優先的に実施すべき業務、非常時優先業務と呼んでいますが、を特

定するとともに、執行体制、対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定めておく

計画が業務継続計画というふうにうたっていまして、実は当町でも、そろっております。地
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域防災計画が策定してあるわけですが、ほとんどの項目が実は網羅されてはいるわけです。 

  まず災害が発生したときには、何といっても町民の生命を守ることが第一ですので、災害

発生時には、まずそういった非常時の対応というのが最初に行われるわけで、通常業務を

やっているのではなくて、まず、避難であるとか本部設定だとか、その順番が当然、出てく

るわけです。 

  その機能を十分に発揮させるために、確かにこの防災計画がなされておりますけれども、

今、私が言っている業務の継続のための計画、このことについて特に拾い出しをして、重要

と思われるもの、防災計画は細かく規定されておりますので、その中から要するに大切なも

の、これだけは決めておかないと業務に支障が来るだろうという六つの要素について、順次

伺っていきたいというふうに思っております。 

  ということで、順次質問させていただきますが、まず１番目に、これは防災計画にうたわ

れているので、同じ答えが来るかもしれませんが、まず第一の代理の順位と職員の参集体制

についてお伺いいたしたいと思います。 

○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） 本部長の職務代理者のことであるかと思います。 

  洞爺湖町地域防災計画第３章第２節第６に記載しておりますが、本部長不在の時、指揮命

令系統確立のため、当該職務を代理する者の順位は、第１順位として副町長、また、第２順

位として教育長、そして第３順位として総務部長となっております。 

  また、職員参集体制でございます。 

  職員参集体制として、本部長及び担当部課長を参集する第１非常配備、また、三役及び部

長と全対策課長を招集する第２非常配備、第３非常配備は職員総動員となり、職員招集は、

各課長が招集することとなっております。 

  職員の参集体制でありますが、大雨、また、地震・津波、噴火の三つにおいて配備時期が

決まっております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） おおむねそのように防災計画の中で記載はされております。 

  もう一回の確認になるかもしれませんが、ふだんにおいて町長が出張されている、町長が

不在のときの順位になってくるかと思いますが、ちょっと細かい話で恐縮ですけれども、こ

の胆振管内にいる段階ではいつでも戻れるという状況で、それは不在という扱いではないの

か、どのレベルで代理者としての職務を代行する形になるのかという点が一つ。ちょっと細

かくて恐縮です。 

  それと、先ほどちょっと説明がございましたが、災害によっても、職員を参集させるにし

ても、その職員自体が被災者であったりしたときの、これは通信等の手段で解決するしかな

いのかもしれませんが、集まる場所の変更であったりとか、いろいろなことが想定されま

す。今確かに順次の参集の順位がありましたけれども、その辺の例外的な対応みたいなこと
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が考えられているかどうか、その点、二つ、お伺いいたします。 

○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） まず、災害対策基本法においては、市町村の災害対策本部の

長は市町村長をもって充てるということになっております。 

  ただ、今、議員がおっしゃったとおり、例えば、胆振管内において会議等に出ているとい

う部分があるかと思います。その場合でも、緊急性がある場合は、本部長にまずは連絡し

て、指揮をいただいて、副町長において災害対策本部を立ち上げ、また、帰庁してからは、

本部長が引き続き、指揮命令をする形となっております。 

  また、災害によって内容等が変わるという部分もありますが、一つには、地震・津波の災

害の部分でございます。 

  こちらにおきましては、震度４の地震が発生した場合、また、津波注意報が発表されたと

きには第１非常配備という形になります。また、第２非常配備におきましては震度５弱及び

５強の地震が発生、また、津波警報が発令されたときとなっております。また、震度６以上

に関しましては、第３非常配備という形になっているところでございます。 

  噴火は有珠山が想定されます。 

  こちらにおいては、レベル１から５まである状況ではありますが、レベル２において第１

非常配備、また、レベル３は異常な火山現象により、災害の発生が予想され、その対策に備

える必要があるときということになりますが、こちらのときに第２非常配備、また、噴火の

活動の状況によってという形ですが、レベル３から５という形で第３非常配備となっており

ます。 

  それから、大雨であります。 

  大雨につきましては、この間の８月30日の台風10号の発令のときもそうですけれども、や

はり注意報、警報、事前に情報等を収集することができておりまして、まずは情報収集とい

う形で、企画防災課防災担当職員が町に張りついて状況を把握しているところであります。 

  また、警報が発令されたとき、この時点で第１非常配備ということで、先ほどお話しした

総務班長が出勤するという形になっております。 

  第２非常配備のときもありますが、まず一つ、雨に関しては、１時間に20ミリ以上降った

場合に関しましては第２非常配備という形で、この大雨に関しては、やはり町内パトロール

とともに町内を警戒するという形に配備の部分ではなっております。 

  また、職員が被災された場合、また、何かあった場合に、集合場所に関して変更するのか

というお話ですが、まず洞爺湖町においては、一つには所管する課に配置されるということ

になっていますので、洞爺地区においては、やはり洞爺地域のことで、総合センターに集合

します。また、温泉は観光客や洞爺湖温泉の住民の方の部分という形で、基本的には洞爺湖

温泉となっています。 

  ほかの職員に関しては、災害対策本部が設置されます洞爺湖町役場、こちらに集合するこ

ととなっており、もしやむを得ない場合、土石流災害などによって道が寸断されて、来るこ
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とができないという場合に関しては、今お話ししたところの最寄りの役所に集合という形に

なるかと思います。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） わかりました。 

  余り考えたくないのですが、先ほど言いましたように計画ですので、どんなことがあるか

わかりません。想定をしておくという意味で伺ったわけでございます。 

  次に進んでまいりますけれども、仮にこの本部となるべき庁舎が被災して、本部として使

えない場合の代替庁舎の特定でございますが、この件と３番、４番もちょっと関係してきま

すので、順番に聞いていきます。 

  まず、代替庁舎はどこにされているのかということと、そこの施設の電源の確保ができて

いるか、耐震化はされているかどうか、これを確認したいと思います。 

○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） 災害対策本部は洞爺湖町役場防災センターに置くこととなっ

ております。 

  大規模な災害により庁舎が使用不能となった場合には、次の代替場所に本部を設置するこ

ととなっており、第１代替場所は洞爺総合支所、洞爺総合センターでございます。また、第

２代替場所は洞爺湖温泉小学校となっております。こちらのほうは両方とも耐震化されてい

るところとなっております。 

  ただ、電源でありますが、非常用電源につきましては、こちらの町で持っております移動

式の発電機をもって整備をしていく形と考えております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ２番は、代替で総合センター、次に洞爺湖温泉小学校ということで

理解しましたが、次の３番目にそっくり移っていきます。 

  今の電源の関係で、代替庁舎に指定してあったとしても、総合センターや温泉小学校で電

気の確保ができない、要するに、ここから発電機を持っていくということで、ここが使えな

いのに持って出られるかということです。そういうことにもなりかねないので、当然、電気

という部分で、発電機とそれを動かす燃料等の備えというのは必要ではないかなということ

なのですが、いかがなものか、これは３番の質問になります。 

  同時に、備蓄の関係になるかもしれませんが、その代替の庁舎には水や食料が、これは要

するに行政業務として使うための代替庁舎ですから避難の方の受け入れのためのという意味

ではないのですが、ここで作業にかかわる方の水や食料が、やはり必要になってきますの

で、この辺の確保をどのように考えているのか、お伺いいたします。 

○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） まず、電気の確保でありますが、洞爺湖町庁舎には、非常用

発電機が設置されております。また、役場の備品という形で発電機２台、また、ＬＥＤ照明

灯８台を整備しております。 
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  この間もちょっと、いろいろ課の中、または町長ともお話しした部分で、まず第１代替場

所となる洞爺総合支所、こちらのほうには常時、発電機を置いておくべきという形で、この

部分に関しては移動をしていきたいと考えております。 

  また、水と食料でありますが、福祉避難所の備蓄庫において、要支援者の部分としては飲

料水２リットル入りを300本、また、非常用の調理不要食300食、粉ミルク等は整備しており

ますけれども、議員のお話ししている職員用の食料に関しては、備蓄はしていないところで

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） そこまで考えなくていいのかもしれませんが、水は何とかなるにし

ても、食料もきっとどこかから調達できればいいのでしょうが、これはどうしても、次の２

番目のことともちょっと関係しますが、調達するということは防災計画でうたっていますけ

れども、本当に調達、要するに交通手段が分断されているときに調達が可能なのかどうかと

いう部分もございます。 

  次の質問がたくさんありますので再質問はいたしませんが、ぜひ、この代替庁舎の食料の

確保も、これは水と同じように考えておくことが必要なのかなというふうに思います。 

  同時に、電源の関係もございますが、多分、今使っている防災無線がきっと通信手段とし

て活用されることになると思います。 

  それも含めて、どの程度の種類といいますか、通信手段が確保されているのかということ

を、４番目の項目として質問させていただきます。 

○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） 災害時における情報の収集及び伝達でありますが、住民への

情報伝達手段としましては、消防の吹鳴サイレン、また、防災行政無線、広報車両、携帯の

エリアメール、テレビや防災ラジオを活用して伝達することとなっております。 

  災害における通信方法でありますが、原則としてはＮＴＴの一般加入電話、携帯電話によ

りますが、災害時において、回線電話が異常にふくそうして、かかりにくい場合には、災害

時優先電話が役場、また、支所などに28台設置されておりまして、一般の電話とは違って、

これを優先して通話ができる形となっています。これを利用しまして、通信の確保を図るこ

ととしております。 

  また、無線でありますが、移動系の防災行政無線を35台所有しており、災害時における情

報収集をすることとしております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 十分ではないかもしれませんが、適宜配置、適正な配置をすること

によって、やはり情報というのは、災害のときには大切な鍵を握ることになりますので、設

置する場所とか使い勝手等もきちっと整理しておいていただければなというふうに思いま

す。 

  次に、行政データのバックアップということでございます。 
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  当然、災害時において庁舎が使えない、すぐに避難等の処理に当たらなければいけないと

いうことで、日常業務ができない形になっていますし、停電などいろいろな形でいわゆるＩ

ＣＴというか、機器が使えない状況が発生したということが前提でございますが、少なくて

も今は、このデータがきっちりと保存されていなければ、災害復旧後の仕事に大きな支障を

来します。 

  また、データがなくなったというわけにはいきませんので、これは重要データの順位とい

いますか、しっかり保存しておかなければだめなデータと、何らかの形で再生が可能である

データというふうに、しっかりデータの分類をして、必要なものについてはバックアップを

とっておくということが必要かと思います。 

  特に、このデータ処理に関しては、処理依頼をしているということで、サーバーや何かの

関係もあろうかと思いますけれども、まず、この前もちょっと聞いたと思いますが、データ

のバックアップがこの庁舎内にあるというのは大変危険な発想でございます。やはり、違う

場所になければバックアップの意味がないということもあります。 

  それで、ちょっとお伺いしたいのですが、まず、バックアップをとっておかなければいけ

ないというデータの分類がちゃんとされているかどうか。それと、しっかりと別な場所に

バックアップが保存されているかどうか。それも必ず、媒体はどんな形でもいいのですが、

紙でも残っていれば、手間はかかりますけれども、紙でまたデータをつくることはできます

が、その媒体がどういう媒体で、どこにデータをバックアップしてあるか。この辺が整理で

きているかどうか、この確認の質問でございます。 

○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） 情報の管理であります。 

  情報は二つに分かれておりまして、基幹系という重要な住民票などのデータ、また、情報

系というメールとか、いろいろ扱うデータになっております。 

  今のお話の部分で、災害時において、やっぱり災害対応をしていくとともに行政業務を遂

行していかなければなりません。 

  行政情報は、ほとんどの資料は庁舎内のサーバーに保管されております。ただ、今お話し

した重要データの部分でございますが、基幹業務で利用、作成された個人情報を含むデータ

につきましては、苫小牧のデータセンターに保管されており、その建物は震度７相当まで対

応した免震設備の建物となっております。また、ここの建物におきましては、非常用発電設

備を備えている建物でもございます。 

  また一方、苫小牧のデータセンターが被災した際には、月末までのバックアップデータを

札幌に保管していることとなっております。また、前日までの行政データは洞爺湖町の本庁

舎サーバーでバックアップをとっているため、業務の継続は可能となっております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） もう一度確認します。 

  この庁舎内に前日までのデータがある。だから、きょうだめでも前日まであるので、最低
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１日分の情報をインプットすれば再生可能であるということはわかるのですが、この庁舎が

使えない。バックアップというのは、絶対壊れないような耐火性のものとか、すごい鉛のケ

ースの中とか、いろいろなところに、どこにしまわれているのかわかりませんが、その苫小

牧ないし札幌に保管されている部分が、今言った、再生を可能にするために、すぐに可能に

なるためのデータとして、バックアップされているのかどうか。 

  それで、ここに残っている庁舎内のサーバーの中というのは、それが絶対に守られるよう

になっているのかどうか。 

  これをちょっと確認したいのです。 

○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） 基本的に苫小牧にありますデータセンター、これがベースと

なる保管場所となっております。 

  当町にある部分に関しましては、バックアップとして、そちらの施設がもし崩壊した等に

関しては、前日までのデータが洞爺湖町にあるということです。 

  また、二つともだめになった場合という部分では一月前にさかのぼるのですが、今です

と、11月末までのデータは全て保管されて、３カ所にバックアップがあるというふうにご理

解していただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） わかりました。 

  次に移ります。 

  これは優先業務の整理というふうに書きました。 

  これはちょっと書き方がよくなかったのですが、もう発災をしておりますので非常時の優

先業務の整理という意味合いでございまして、恐らく一番先にするのは、誰が考えてもわか

るように、まず対策本部を立ち上げ、それから災害を把握して、避難の指示・勧告、それか

ら避難所の開設などと順次、業務が遂行されていくようになっていくと思います。 

  また、恐らく、この業務の整理もされていて、当初の立ち上げから順番にそれぞれの担当

課によってしっかりこなされていくことになっていくかと思いますけれども、確認といいま

すか、やっていらっしゃるとは思うのですが、もう一度確認するためにお伺いします。 

  １日目、２日目はその対応で精いっぱいの状態だと思いますが、多少余裕というのです

か、当然同じ業務を進めながらも、別な業務へと少しずつ移っていかなければだめだろう

と。例えば、復旧の手続だとか廃棄物の処理が出てくるとか、災害にもよりますけれども。

また、今度は罹災の証明の発行が必要だとか、いろいろなことが出てくると思います。 

  できれば、これは計画に載っているのかもしれませんが、各部門ごとに時系列と言ったら

いいのでしょうか。発災当時の数日間、それから３日目以降の１週間、それから１カ月後ぐ

らいというふうに、必要ないかもしれませんが、非常時の業務の整理をしておくというのも

大切かなというふうに考えております。 

  その辺の所見をちょっと伺いたいと思います。 
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○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） 災害時において、議員がおっしゃるとおり、まず優先される

のは、災害が発生したとき、発生するおそれがあるときに、やはり町民の生命、財産、安全

確保であります。 

  その後、いろいろな対策が行われているところですが、洞爺湖町の防災計画におきまして

は、第５章に災害応急対策計画というのがございます。 

  そうした中で、時系列というよりも各対策案が、いろいろな対応をしていくことになって

おります。 

  やはり、一つには避難所運営対策、また、食料供給、衣料、生活必要品等の物資供給、ま

た、住宅対策、医療救護、また、防疫、廃棄物、また、家庭動物、障害物除去、交通、輸

送、労務供給、文教対策などなど、さまざまな対応を行っていかなければいけませんけれど

も、対応につきましては、地域防災計画に基づき、各対策班において行っていくこととして

おります。 

  また、議員がおっしゃいます復旧、復興の部分になるかと思います。 

  こちらのほうに関しましては、災害が発生した際には、速やかに被災施設を復旧し、被災

者に対しての適切な援護を行うことにより、被災地の復興へとつなげていく必要がございま

す。 

  そうした中では、防災関係機関と適切な役割分担及び連携のもと、被災地の特性や被災状

況、また、関係する公共施設管理者の移行等を勘案し、迅速な災害復旧を目指すこととして

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） おおむね理解できました。 

  私も本当にお恥ずかしい話なのですが、この質問に当たって、こんなに詳しくこの防災計

画を、恥ずかしい話ですが、隅から隅まで見たという状況でございます。 

  この計画書の組み立ては、防災の組織から始まって予防の計画、それから応急の対策、そ

れから復旧計画というふうに体系的にまとめられておりますし、災害の種類ごとにどういう

ことを進めていったらいいかということが事細かく記されております。 

  ただ、やはりこの計画はあくまでも行政の活動の中での一つのマニュアルといいますか、

教科書的なもので、こんな分厚い本を住民に指し示してもわかる話ではございませんので、

それは、また次のほうでちょっとお話しさせていただきます。 

  今の１から６までの業務遂行にかかわる内閣府が示した六つの要素、この辺の取りまとめ

をもう一回していただいて、今の防災計画の中で十分だと思います。記載ができていない部

分、やはり今、お話のやり取りをした中で、これはしっかり記載しておくべきだという項目

があれば、ぜひ防災計画の中に追加という形で載せていただいて、より充実した防災計画書

にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 
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○企画防災課長（鈴木清隆君） 現在の洞爺湖町の地域防災計画でありますが、平成27年３月

に策定したものでございます。 

  現在、これの新しい防災計画を見直ししているところでありまして、まず一つには有珠山

噴火に伴う避難体制、この部分を、やはりしっかりと住民が安心な場所まで避難できる部分

を重点的に計画の改正をしているところであります。 

  また、議員がお話ししたとおり、足らないところに関しましては、いろいろな情報、ま

た、職員からの意見もいただいているところを改正の中に取り入れながら、よいものにつく

り上げていきたいと考えているところであります。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま担当課長がお話ししたとおり、いわゆる昭和52年の有珠山噴

火、これを経験したのは、恐らく職員の中でもそんなにいないかなというふうに思います

が、幸いなことに、2000年噴火は多くの職員が経験してくれたかなというふうに思います。 

  災害が発生する以前、いわゆる災害になりそうだと、第１次、第２次、第３次配備等々あ

りますが、特に有珠山噴火災害については、北海道大学の先生方、これは観測所を設けてお

りますので、24時間体制で観測していただいております。 

  また、気象台、こちらのほうとも連携をとっております。私どものほうにも、ホットライ

ンというのですか、台長と私どものほうに連絡が即通話できるホットラインが結ばれており

ます。 

  まずは火山性微動が発生したときに、いち早く行政のほうにお知らせをいただく。それに

伴って、すぐ体制をとっていくというふうな、まずは初動体制から始まっていくかなという

ふうに思っております。 

  そして、いざ勧告指示が出た段階で、今度は避難所体制が大変になってまいります。2000

年噴火災害も、非常に多くの避難所を設けさせていただきました。到底、私どもの職員の体

制だけでは間に合わない部分が出てまいります。 

  特にこの西胆振３市３町におきましては、防災協定を結ばせていただいております。さら

には陸上自衛隊第７師団のほうとも防災協定を結ばせていただいております。 

  また、噴火災害ということになりますと、北海道町村会あるいは北海道市長会とのこれは

約束事でございますけれども、応援をいただくことにしております。もちろん北海道もそう

でございます。 

  また、今、羊蹄山麓のほうともいろいろお話をさせていただいておりまして、特に防災に

関しては強い意識を持っております。 

  災害時救援物資等の関係でございますが、国道37号線が不通になったときには、国道230

号線ルートを使わせていただいて、この羊蹄山麓の中には札幌市南区も入っていただいてお

ります。また、230号線がだめになったときには、37号線沿いを、万が一これらもだめとい

うときには、天候状態もありますが、自衛隊のヘリを利用させていただいてというふうなこ

とも、今、想定させていただいております。 
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  ありとあらゆることを、やはり想定していかなければならないなというふうにも思ってお

りまして、特に職員の配備、これらについては、やはり本当に近隣市町村、あるいは町村

会、あるいは市長会、北海道、こちらのほうのご協力もいただいて、まずは地域に住む方の

人命第一を考えながら、業務に当たっていきたいなと思っております。 

  その中で、何か文言で気のついたところがあれば、それはそれで修正してまいりたいなと

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） わかりました。 

  次に、２番目の災害時の対応のマニュアル化について質問してまいります。 

  避難計画では、避難は自主的にといいますか、住民が自己責任で避難所に向かうというこ

とが明記されておりますし、そうでなければ、バスなどの手段は町のほうで用意しましょう

というようなことも記載してございます。 

  １番目の避難時に車中で過ごす場合についてということですが、車で避難することを推奨

しているわけでもありませんし、どこでも車で逃げてくださいと書いてあるわけではござい

ませんけれども、きっと車で移動されて避難される方もいると思います。 

  ニュースで皆さん、ご存じだと思いますが、ことしの４月に発生した熊本地震でも、特に

地震が続くと家の中にいたくない。外でテント生活でもいいのですが、自分の車の中で、

きっと余り他人とは接することなく、ある意味、自由な空間だろうということで、多分、車

中というものを選ばれるのでしょうが、実はやはり１名の方がエコノミー症候群でお亡くな

りになっております。 

  また、かつての中越地震でも、車中泊と言いますが、長引いた関係もありまして死亡者が

出ているということを考えたときに、特に車で移動はするなと禁止しているわけでもない、

推奨しているわけでもないけれども、実際に車で避難されて、それが１日ぐらいでしたらい

いですが、何日も車中泊が続くような状況を考えたときに、このような危険が想定できるわ

けでございます。 

  ですから、まずその対策として、医療であるとか、そういうのも含めて、車で来た人の確

認だとか、そういう対策というのは考えられているのかどうか。これを伺いたいと思いま

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） 洞爺湖町において災害が発生し、避難した住民の方々は、基

本的には避難所で過ごしていただくこととしており、車中で過ごすことは基本的には考えて

おりません。 

  ただ、仮に車中で避難生活をする住民がいた場合、長時間車中で過ごすことは体によくな

いので、避難所で過ごすようにお伝えしていくこととしております。 

  また、それでも車内におられる方がいるとしたら、エコノミー症候群にかかるおそれもあ

るので、時間をおいて車外に出て体を動かすようお伝えしていく。また、やはり避難所のほ
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うへ来ていただくということを呼びかけていきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） そこで、要するに車で避難されたとしても車中泊は控えましょうみ

たいな、やはり、このマニュアル化というのはそういうことなのです。 

  同時に、避難所自体が、これは想定しにくい部分もあるのですが、入り切れないだとか、

あふれて必然的にやっぱり車しかないとか、余り考えたくないのですが、そんなケースをま

ず想定した場合に、今おっしゃったような、定期的に外に出ていただいて何か専門的な指導

をする体操などがあるようです。 

  この熊本なんかでも、中越地震の教訓から、ちょっと医療チームではないのですが、巡回

して健康状態をチェックするグループをつくったということも聞いていますので。そこまで

考えるかどうかなのですが、体制としてとれるという準備があってもいいのかなというふう

に考えたのですが、いかがでしょう。 

○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） まず、先ほどの避難所の誘導ですが、これは定員の部分も入

れた形の中で避難所が安全であるということを確認して、避難所への誘導というか、導いて

いくこととしております。 

  それから、体操、また、巡回の部分でありますが、こちらのほうに関しましては、2000年

噴火もそうであったのですけれども、医療班、また、保健師さん等が毎日巡回してきます。

そうした中で、そういう運動していただく。また、車中だけではなく、体育館の中にいて

も、結構体を動かさないでいる部分もありますので、そうした部分では避難所にいる職員が

体を動かすようにとか、そういうお話をして、やはり病気にかからないような呼びかけはこ

れからもしていく形になるかと思います。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） わかりました。 

  車のみならず、避難所生活そのものが窮屈な生活ですので、同じようなことが言えるのか

なと今の答弁を聞いて思いました。いずれにしても、その体制がしっかりできるように整え

ておいていただきたいと思います。 

  次に避難時ペットの取り扱いについてということでございます。 

  これは特に環境課という通告はしていなかったのですが、私のところにもペットを救うた

めのアンケートに協力してくださいということで、ちょうどアンケートが来ました。うちも

小さな犬が１匹おりますので、アンケートに答えさせていただきましたが、これは要する

に、避難のときにペットも一緒に避難できますという意味合いでアンケートをとられたの

か。その真意といいますか、それを、もしわかればお聞かせいただけますか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今ご質問がございました、そのアンケートの件でございますが、

今回のアンケートにつきましては、災害時に住民の方々と一緒に避難してくるペットがどの
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くらいいるかについて、アンケート調査を実施してございます。 

  調査結果につきましては、現在、集計中でございますので、現時点におきましては頭数ま

では把握できてございませんが、この調査結果をもとに、今後の災害時に避難してくるペッ

トを収容するためのケージがどのぐらい必要なのか、その辺を把握した中で、防災の備蓄品

として確保してまいりたいということで実施したアンケート調査でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 基本的には一緒に避難できるということは、ペットをかわいがって

いる町民にしてみたら朗報かと思いますし、私は直接体験はないのですが、2000年の噴火の

ときにも、ペットの関係でつらい思いをされた方がたくさんいると聞いておりましたので、

しっかり調査して、調べておくことが大切だと思います。 

  もう一度確認しますけれども、これは全世帯に、ペットを飼っているかどうかわからない

のでしょうから、ただ狂犬病の注射なんかで住民課のほうで登録しているリストで大体の頭

数などはわかるのかもしれませんが、全く申請していないで飼っていられると、ちょっとそ

の辺はわからなくなろうかと思いますけれども、どのぐらいの範囲の調査をされていたの

か。それで全体のペット数の把握ができるのかどうか、ちょっと気になったものですから、

それをお伺いしたいと思います。 

  それから、調査票には運ぶケージを持っているかどうかという話があったのですが、運ぶ

ケージはあるのですが、これは輸送用のケージですから、輸送していっても、避難先で犬を

そこで飼育するわけにいかないので、やはり専用の飼育ケージというのが、また必要になる

と思います。この辺の整備が避難所にうまくできるのかなという疑問と、また、ペットのた

めのフードも用意しなければいけない。そこまで考えられているのか確認したいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今ご質問がございました、まずアンケートの対象でございますけ

れども、アンケートといたしましては、基本的にペットを飼うことが許されていない集合住

宅とか公営住宅など、そういった部分は排除した中で、残りは全戸として送付させていただ

いた調査でございます。 

  犬であれば、当然、狂犬病の登録等がございますので、犬だけであれば把握している数値

はございますけれども、今回につきましては犬限定ではなくて、哺乳類という類いで調査さ

せていただいているところでございますので、今、その集計をしている状況でございます。 

  その中で、今のケージの話でございますけれども、移動用のケージと飼育ケージが違うと

いうご指摘をいただきました。 

  まず、町として避難時におけるペットの取り扱いについてでございますが、避難所での

ペットの取り扱いとなりますと、やはり住民の方々と避難スペースとしては別室を確保した

中で、ケージ等による収容体制を確保して、餌等の手配をしていくことが必要になってくる

のかなと想定してございます。 
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  その上で、今、把握しているケージ数につきましては、あくまで、今言われた飼育用とい

うことで手配していかなければいけないのかなと考えてございます。 

  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） わかりました。おおむね理解いたしました。 

  次の質問に移ります。 

  備蓄品の配置と種類、使い方ということなのですが、これも防災計画の中に載っていまし

て、備蓄品の配置については防災センターと総合支所、それからこれは、今はどうなってい

るか確認したいところですが、大磯分区、大磯の漁港も何か海上輸送の可能性を秘めている

のでというような形で指定されているようでございます。 

  先ほどの質問とちょっと関連するのですが、避難所ごとに置くということではなくて、結

局、供給・調達するという前提に立っていますので、ここで備蓄はしていても、避難所に配

送するというのを前提に考えられているのだろうなというのは想像がつくのですが、避難所

の大きさなんかにもよるかもしれませんが、配送不可能ということにならないのかなと。 

  先ほど町長のほうから国道230号線とか、いろいろな迂回路の検討がされているので、恐

らくいろいろ回って調達できるのかな、外部から、私どものまちの備蓄品以外のところから

も応援をお願いできるというお話も伺いましたけれども、自賄いではないですが、もう少し

備蓄の拠点があってもいいのかなと率直に感じたのですが、まず、その配置と種類について

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○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） 災害発生時における応急対策の活動を円滑に行うため、防災

資機材等の整備に努めることとなっておりまして、防災資機材の倉庫を整備しております。

議員がお話しした大磯分区の部分に関しましては、現在のところ、整備はされておりませ

ん。洞爺総合支所、また、こちらの洞爺湖町役場の資材のところに整備をしているところで

あります。 

  資機材の倉庫につきましては、毛布、ヘルメット、防じんマスク、発電機等の整備を行っ

ております。また、昨年度には、段ボールベッド、トイレなどを備蓄しております。これは

段ボール製のベッドですね。それと段ボール製のトイレを整備したところでございます。ま

た、福祉避難所におきましては、折り畳みベッド、暖房器具、布団、おむつ、食料などを備

蓄しております。 

  また、避難所となる学校の部分でありますけれども、体育館には災害避難用の緊急マット

を置かせていただいておりまして、災害初期段階で持ち込むことがなく、体育館にマットを

敷いて休むことができるように備蓄しているところでございます。 

  ただ、全ての資機材がそろっているわけではございません。各関係機関と防災時の応援に

関する協定を結んでいるところでありまして、先ほども町長がお話ししたとおり、人材の派

遣、職員の派遣並びに食料、飲料水及び生活物資、資機材の供給をしていただけるよう体制
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を整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） 備蓄にも限界がございますので、いろいろなものをたくさん用意す

るというのもなかなか困難なことかと思いますが、もう少し、できれば避難所に少しずつで

も備蓄できるものがあればいいのかなというのをちょっと感じたものですから、質問してみ

ました。 

  あとは、ちょっと細かい話ですが、種類の中に多分あるのかなと思いますが、例えば医療

用具といいますか、医者ではないのであれですが、ばんそうこうとか包帯とか、消毒液など

の簡易な医療道具というのが配置されているのかどうかをちょっと確認したいと思います。 

  それから、こんなことはないかもしれませんが、先ほど備蓄品がこの防災センター、総合

支所というふうにありましたけれども、この防災センター自体が代替庁舎という形になった

ときには、ここは使えないということになりますので、この辺のやりくりもちょっと大変な

のかなというふうに思います。防災センターに備蓄品というのがふさわしくないとは言いま

せんが、むしろ散らばっていたほうが活用しやすいのかなとちょっと考えたのですが、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） 医療用具につきましては、各避難所に全て整備はしていない

ところではございます。 

  ただ、今お話ししたとおり、この備蓄に関しましては、毎年計画的に備蓄を進めていると

ころでありまして、不足するものは毎年計画的に備蓄していく整備をしているところであり

ます。 

  また、代替の庁舎等に関しての不安でありますけれども、洞爺湖町のこの本庁舎に全て備

蓄品を置いているわけではなく、先ほどもお話ししたとおり、まず第一に必要なマット等に

関しましては、各避難所のほうに分散して置いているところであります。 

  ほかの部分に関しましても、置けるところに置くという形にもなるのですが、先ほどお話

ししたとおり、総合支所に発電機とか、そういう意味では、やっぱり分散という部分では考

えていきながら整備はしているところであります。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） ４番目の資機材の種類、配置ということについても、恐らく備蓄品

の中でもちょっと説明を受けましたので、これは、防災センターに毛布、ヘルメット、簡易

トイレ等々が設置されているということで理解させていただきました。 

  それで、まずこのマニュアル化ということを申し上げたのは、この辺を細かく防災計画に

うたっているわけではありませんし、一部うたっているのも当然ありますが、町民が持って

いる災害時のマニュアルというのは、今、私の手元にあるこのガイドブック、これのほかに

何か小冊子になっているものはあるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 



－69－ 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 町民に配付している部分では、今お手元にありますガイド

ブック、それと津波の浸水区域を示した地図等の津波災害の周知の部分があります。 

  また、有珠山の噴火に伴うハザードマップ、こちらでもやはり噴火に備えての資料として

町民にお渡ししているところであります。 

  あとは地図がメーンにはなっておりますが、土石流警戒区域、町内には92カ所あるのです

が、こちらのほうで災害が起きた場合の警戒の場所とともに、避難する場所、避難所の周知

をした資料を全戸に配付し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） そこで、マニュアル化と申し上げたのは、全部が全部、必要とは思

いませんが、この避難時の車中の、進めるわけではないですけれども、これは車の運転のと

きには鍵をつけてとめておきなさいなどというのは書いてありますが、車中泊に言及はして

おりません。また、ペットについても、これから調査して、取り扱いについては決まるので

しょうけれども、ぜひ、これは住民の方々にとってみたら、とても大切な事柄になろうかと

思いますので、私はこのガイドブックの何か１ページ、２ページの増刷でも構いませんか

ら、今お話しされた中で住民にとって必要だなと思われる部分、私は車中の過ごし方だとか

ペットの扱いなんかは載せてあげたほうがいいかなというふうに考えます。新たにつくるの

ではなくて、この中に追加する形でも記載していったほうがよろしいのではないかなと思い

ますが、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） それを作成したのもかなり前ですので、改めて直していきた

いと考えているとともに、現在、地域担当職員が自治会のほうに出向いて、やはり防災に関

する部分を知っていただくために各職員が回ってお話をしていきたいと思っています。 

  また、町長から、やはり、ぜひしっかりと、自分がどこに避難すればいいのか、この災害

のときにはどこに避難するのか、その地域はどこに避難していけば安全なのか、避難所はど

こなのか、それを住民みんなに伝えるようにという指示を受けているところであります。 

  これから、予算が入ってくるところですが、そうした部分で、各地域ごとに津波の場合、

噴火の場合、また、土石流なり、そうした部分のですね、自分の地区が、また、自分の班が

どこに避難していくべきなのか、安全を確保するにはどのようにしたらいいのか、そうした

部分を、冷蔵庫などに張れるようなものとか、そういう周知の仕方の中で行っていきたいと

思っています。 

  また、当然、今、防災計画の見直しをやっているところでありますので、この防災計画の

見直しの後に、ガイドブックは中に編集をしていきますので、そのときにお話ししておりま

すペットの部分とか車中での部分、車での移動、そういう部分も変更して出していけると考

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） よろしくお願いします。 
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  最後の財政計画の策定についての質問に入ります。 

  当町では、かつて財政健全化団体ということで、財政健全化計画を立てて推進してきた中

で、平成23年でしたでしょうか、24年でしたでしょうか。健全化から脱却できて、その後、

平成24年になるのでしょうか。平成28年までの５カ年間の中期計画が策定されております。 

  それで、当然、これは５カ年で、もう28年度で満了しますので、29年からの中期財政計画

というのが恐らくつくられるだろうというふうに思っておりますが、まず冒頭に、これから

つくるのか、もうできているのか、この確認をさせてください。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 議員もおっしゃられましたとおり、当町は、平成20年度の決

算におきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律で定めます健全化判断比率のう

ち実質公債費比率が25％を超えましたことから、早期健全化団体となりまして、平成21年度

から24年度までを期間とする財政健全化計画を策定いたしまして、健全化団体からの早期脱

却を目指し、取り組みを進めました。 

  町民と議員の皆様のご理解とご協力によりまして、計画より１年早く、健全化団体からの

脱却が図られたものでございます。 

  健全化団体を脱却いたしましたが、町予算における公債費は依然、歳出において大きな割

合を占めておりますことから、町債発行の抑制を継続するとともに、洞爺湖町まちづくり総

合計画との整合性を図りながら、引き続き歳入の確保と歳出の見直しにより、弾力的な財政

構造と持続可能な財政基盤に努めることを基本といたしまして、中期的な財政管理の必要性

から、平成24年度から平成28年度の５カ年間を計画といたします洞爺湖町中期財政計画を策

定したものでございます。 

  現在は策定中であります第２期まちづくり総合計画にあわせまして、来年度からの５カ年

間を計画期間とした財政計画の策定に向け、現在取り組んで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） 今、作成中ということであります。 

  確かに今回の12月会議でも上程されていますまちづくり総合計画の10年の部分の整合性が

ありますので、その計画と相まって、その事業の裏づけとして財政計画が立てられるのだろ

うというふうに思っております。 

  しゃくし定規な質問で恐縮ですが、この財政計画策定の目的とその背景はとちょっとかた

苦しい質問でございますけれども、簡単で結構ですので、その目的と背景についてご説明を

いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 中期財政計画の目的と背景という部分でございます。 

  中期財政計画につきましては、当町の場合は、まちづくり総合基本計画の中に、やはり実

施計画をもとにしまして、将来的な部分での財政支出を図るために、それの財政的な担保と

なる部分の中で財政の中期計画を策定していくということで、やはり、これは今後行う事業
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が、計画的に持続可能に行える部分を背景として、これを策定するものでございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） そういう説明になろうかと思います。 

  それと必ず決算や何かでも出てきます各種財政の比率というのが、公債費比率であるとか

財政力指数だとか、いろいろな各財政の比率というか指数がございますけれども、この計画

の策定に当たって、そのような比率をある程度の目標値として掲げた中での財政計画の策定

になるのではないかなと思われますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 財政計画の策定に当たりましては、行財政改革、定員適正化

計画などによる取り組みを反映させるとともに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

で定めます健全化判断比率を意識した、健全な財政運営の推進が求められます。 

  また、歳入の５割を占める地方交付税の減少が見込まれますことから、経常的経費の縮減

と臨時的な事業の推進に必要な財源の確保などに取り組むとともに、限られた財源の効率

的、効果的な活用と将来を見据えた町財政の維持、運営が必要であると考えているところで

ございます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 中期財政計画を立てる上で、私どものまちは残念ながら自主財源が非

常に少ない、今、地方交付税に頼るところが約50％という状況がございます。 

  それで、特に自主財源のいわゆる町税ですとか、そういうものをできるだけふやしていき

たい、そういうものはあるのですが、現実問題としてどれだけふえていくか。これはちょっ

と予断のならないところでございまして、しかるに抑えるところが、連結赤字比率はまず出

せない、これは出さない。それで、実質公債費比率をいかに抑えていくか。18％を下る比

率、特に16％から、いっても17％台。さらには、やはり一番考えていかなければならないの

は将来負担比率だと思っております。 

  ただ私どものまちは、将来負担比率が、今68％でございまして、100％には届かせない。

しかし、将来的に、やはり次の世代に苛酷な財政負担をさせ、借金の返済に充てることには

したくない。今、できる限り、事業を進めるに当たっても有利な合併特例債あるいは過疎債

を利用しながら、なおかつ、将来負担比率を抑えながらというふうなことを、やはり念頭に

置きながら調整をしていかなければならないなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 大変難しい財政運営ということも、私も承知しておりますけれど

も、総合計画がどちらかというと事業展開を優先しているというか、そういう計画に対し

て、むしろこの財政計画は、抑えると言ったら変ですが、ブレーキ的な役割も一つ果たして

いるのかなという感じがしております。 

  そこで、２番目の質問に移りますが、策定に当たり財政規律はどのように位置づけるのか

ということでございます。 
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  今、町長からお話があったように、自主財源の確保であるとか行財政改革の、そちらとの

整合性であるとか、ひょっとしたら、こんなことはいいかどうかは別にして、自己財源等の

確保の意味合いか、料金の適正化なんかの観点からも、料金の値下げとか値上げなどという

話も入ってくるのだろうというふうに思われます。 

  先ほど申し上げましたように、総合計画の中では、事業の支出を見るけれども、それに見

合った町税だとか交付税が潤沢に入ってこなければ、その総合計画の実施自体もおぼつかな

いという状況にあるわけです。そういう意味で、余り締めたいとは思いませんし、夢を語る

には、ある程度の財政支出も必要だなと思いますけれども、事この中期財政計画に関して

は、財政規律を一定の形で維持しなければいけないのだろうなと。逆にそこに難しさという

か、厳しさがあるのかなという気がいたしますけれども、この位置づけについて質問をいた

します。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 今、議員がおっしゃったとおり、歳入につきましては、今、税収

自体が予算上は25％程度しかございません。 

  その中で、地方交付税が50％を占めるような状況の中で、国の財政の状況によっては、町

の財政が大きく左右されるというような脆弱な財政基盤の中で、財政運営を今行っている状

況でございます。 

  ただ、やはりまちづくり基本計画の中でお示しする事業展開は、これは必要不可欠な部分

だろうというふうに考えております。 

  その中でもやはり町のほうとしましては、経常経費の縮減は、これはしかるべき、やらな

ければならないなということと、あとは、町長も先ほどからおっしゃっているとおり、将来

の負担をやはり極力少なくしていくという部分は、これは財政運営にとっては一番大事なも

のかなというふうに考えております。 

  そういうことを基本的に少ない財源をやはり有効に活用した中で行っていくということを

基本として、今後の財政運営を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） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 先ほど申し上げましたように、事業は展開したい。でも、財政も厳

しいという、どちらも大切なことでございますけれども、バランスなのかなという気がいた

しますが、しっかりとした財政規律も考えながら、計画を策定していただきたいというふう

に思います。 

  次に、地方創生が推進される中でこの計画に組み込むのかどうかということです。 

  まち・ひと・しごとで、地方創生が今叫ばれて、我が町においても、いろいろな事業展開

をされていますし、いろいろ、特にジオパーク関連で多くの事業がなされています。単発的

なものであれば組み込む必要はないのかもしれませんし、むしろ特別枠などという考え方の

ほうがいいのかもしれませんが、今までの、平成28年度までの中では、多分、単独でやられ

ていたと思いますけれども、今後、考えられる地方創生の事業に関しては、特別枠でいくの
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か、それとも、この中に組み込んで、しっかり中期計画の中に財政面でも組み込んで、事業

面でも組み込んで進めていかれるのかどうか。 

  これからの地方創生というのを、これからといいますか、もう進んでいますが、一億総活

躍などと言っていますが、それも多分このまち・ひと・しごとの一環だと思いますので、国

がどういう形で推し進めてくるかというのもちょっと未知なところがありますが、基本的に

は今、方向としてはそちらの方向に向かっている限りは、何らかの形で組み込んだほうがい

いのかなという気がいたしますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 町の財政計画におきましては、第２期まちづくり総合計画の

実施計画をもとに将来計画等を見込むものでございますので、まちづくり総合計画におきま

しては、平成27年度に策定いたしました、まち・ひと・しごと創生総合戦略と連携した計画

でございますので、地方創生にかかわる事業についても見込んだものとなるものでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） では、それはそれで結構でございます。 

  それでは、最後の質問になりますけれども、この中期財政計画ですが、私もちょっと軽ん

じていたわけではないのですけれども、なかなか当初予算、その決算で、年度、年度の細か

い事業や数字を追いかけるがゆえに、どうもこの中期計画という部分を、ないがしろにした

わけではないですけれども、余り、関心が薄かったというのが現実であります。これから

は、これはとても大事な教科書だということで、注意して見ていかなければいけないなとい

うふうに、実は反省しているところでございます。 

  その辺のことも含めて、せっかくこの中期計画をつくるわけですから、まちづくりの審議

会、計画と同じように、ちょっと数字の部分があるので難しいかもしれませんが、第三者機

関によって策定する委員会をつくる。ないしは策定委員会がなくても、毎年、この平成28年

までの計画書の中でも毎年度検証して必要に応じて見直すというふうにちゃんと明記されて

おりますので、少なくともその検証だけでもやれる、できたら第三者機関の委員会があった

ら、財政に関する関心も持っていただけるのかなというふうに考えました。 

  それで、ちょっとこの辺についての見解を伺いたいと思いますが、逆に中期計画の中で検

証し、必要に応じて見直すというふうに明記しておりますので、この辺の策定委員会とか検

証委員会というのは、何か要綱や条例で規定しているのかどうかもちょっと一緒にお伺いい

たします。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 財政計画におきましては、要綱などで示している審議会とか

委員会というのはございません。 

  財政計画におきましては、主にまちづくり審議会や行財政改革審議会にてご審議をいただ

いております各種計画などを基本としまして、また、財政健全化法に基づく健全化の指標も
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考慮しながら策定するものでございますので、今のところ第三者機関による策定委員会等の

設置は考えてございません。 

  策定した計画につきましては、町のホームページや広報紙にて公表、周知してまいりたい

と考えておりますし、先ほど議員もおっしゃっていましたが、計画の推進状況につきまして

は毎年度検証して、必要に応じて見直し等を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） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 無理やりつくれというふうに申し上げているわけではないのです

が、もうちょっとこの中期計画というものの重要性というものを認識してもらう意味でも、

まちづくり審議会でもいいと思いますが、しっかり、また、そこでやると目的や、やっても

らうことの乖離があると困るので、やれるかどうかわかりませんけれども、数字もお示しし

て、事業と数字と一緒に見ていただくぐらいの機能を持っていただけるのであれば、まちづ

くり審議会でも構わないと思います。そんなのが可能であれば、やっていただきたいなとい

うふうに考えるところでございます。 

  最後になりますけれども、今ちょうど策定中ということでございますので、これはよその

自治体の計画の基本方針というのをちょっとご紹介したいと思うのですが、まさにこの基本

方針として適切だなと。 

  この当町が悪いという意味ではないです。こういう考え方で基本方針を定めるのがいいの

ではないかということで、ちょっと参考までに聞いていただきたいのですが、１番目とし

て、当然のことなのですが、総合計画との整合性の確保という意味で、財政計画の中期期間

に計上する事業の内容については、総合計画中期基本計画における位置づけを明確にし、総

合計画に掲げた施策との整合性を確保する。 

  ２点目が計画の実効性の確保。事業内容が明確でないものについても、計画期間中に実施

する見込みがある事業については、可能な限り事業費見込みを計上し、計画にない突発的な

財政負担を極力減らすことで、財政計画の実効性を確保する。 

  もう１点目、これは先ほど言いました地方創生の関係ですが、これは特別枠という形で設

定されていますけれども、特別枠ではなくてもいいのですが、地方創生に向けた取り組みを

財政面で担保するため、まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事業の財源として、この

計画の中にしっかり盛り込んで、柔軟にかつ積極的に事業展開をしていくというようなこ

と。 

  最後ですが、これは先ほど言いました財政規律の維持のことなのですが、健全な財政状況

を維持するため、事務事業全般にわたり、その必要性や効率性を精査するとともに、歳出削

減や自主財源の確保に積極的に努め、また、起債や基金を有効に活用することで、将来にわ

たり安定した財政運営が可能となるよう財政規律の維持を図ると。 

  先ほど町長もちょっと言及されていたと思いますが、将来にわたるそういう不安をなくし

て、維持可能な自治体にしていくということでございます。 
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  今、４点ほど、この計画を策定する上で参考にしたらどうかなというお話をさせていただ

きました。 

  最後に、この４点を含めて、町長のほうから中期計画の策定に当たっての決意といいます

か、考え方を再度お伺いして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 先ほど議員のおっしゃった整合性の確保だとか、計画の実効性の

確保、または地方債や基金の確保、まさにおっしゃるとおりでございます。 

  ただ一つ、当町の一番の課題でございます。これは地方交付税でございまして、やはり合

併算定替によります減、または人口によります減、これは大きく影響されております。 

  それともう一つ、今大きな問題があるのが、先ほど立野議員もおっしゃいましたが、三位

一体改革のときに国庫補助金を３兆円、交付税のほうに入れました。ただ、そのかわり５兆

円、交付税が減らされております。 

  その中で、今、地方債、その赤字分を地方が借金をして、赤字地方債という形なのです

が、それがうちもやはり今、三十数兆円という額になってきて、これは本来、国が100％持

つべきものなのですが、なかなか交付税総体がふえてこないと。 

  やはり、その中で今後その辺も重視しながら、事業の選択をしながら、計画性を持った事

業展開を行っていくということが一番重要かなというふうに思っております。 

  その辺を十分考慮しながら、今後、中期財政計画で収支が動きますけれども、その辺をや

はり必要な部分を計上して、計画性を持って作成していきたいと考えております。 

○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。 

  ４時10分まで休憩いたします。 

（午後 ４時０２分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に引き続き、一般質問を続行いたします。 

（午後 ４時１０分） 

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

○議長（佐々木良一君） 次に、４番、髙臣議員の質問を許します。 

  ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 時間も遅くなってまいりましたので、なるべく早くやりたいなと思っ

ています。 

  それでは、通告書に載せさせていただいた職員数減を見越した準備についてということな

のですが、平成27年に洞爺湖町定員適正化計画を見直して、当時実施された業務量に関する

調査によると、６割の職員の方が業務量に対して職員数が不足していると回答し、また同じ

ように今後も業務がふえるのではないかというのを、６割の方が回答していたようです。 

  それで、僕は決算のときに、平成27年度で職員数が少し減って、その分、給料の全額が減

るのはわかりますが、時間外手当の分が余り減っていないのですが、負担はかかっていませ
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んかというようなことを聞いたと思います。 

  そのときは、問題なく行われていますということだったのですが、実際にちょっと調べて

みたら、実際、26年度に比べて人数は減ったけれども、一般会計の時間外勤務だけを見れ

ば、26年度よりも27年度のほうがふえていたというのを確認しました。 

  今回、これから平成32年に向けて、どんどん職員の数が、今は横並びですが、少し下がっ

てくるというのを踏まえて、今、事務事業の効率化というのは、どういうふうに行われてい

るかというのを聞かせていただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 当町の定員適正化管理計画ですが、これにつきましては、一番初

めには、平成21年９月に行財政改革集中プランの一環としまして、この計画を10年後の平成

32年の当初を目標に策定していきました。 

  その中で、職員数が減少する中でも効率的な事務事業の執行を図るということに取り組ん

でおります。 

  まず一つ目につきましては、課長のリーダーシップにより柔軟に課内の業務の割り振りが

可能となるような仕組みづくりということで、これにつきましてはグループ制を導入してお

ります。 

  二つ目につきましては、事務事業の評価制度を導入し、業務の洗い出しを行っているとこ

ろでございます。 

  三つ目につきましては、民間との協働による事務事業範囲の見直しということで、これに

ついては指定管理者制度の導入を行っております。 

  四つ目なのですが、これは限られた職員の中で、最大の効果を得られるということで、こ

れは人材基本方針でございますが、研修や人事評価制度を導入した中で、職員の能率開発に

努めているという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） グループ制とか指定管理を行っているということで、また、資質を高

めるために研修にも多く出されているということなのですが、実際にこの平成32年、この計

画内に向けて、どの程度の今、進行状況かという手応えみたいのはあるのでしょうか。もと

に比べて、グループ化をしたことによって、こういうふうに課ごとの業務が分散されている

よとか、実際に時間外のものが平均化されてきましたよなどという効果というのは出ている

のでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） やはり、グループ化につきましては、課内での情報の共有化とい

う部分でございます。 

  その辺につきましては、やはり仕事を課の中でともに係ではなくて課の中で共有しながら

やっていくという形の中で、時間外の削減というか、ただ、職員が減る中で大幅に時間外の

削減を図っていくというのは、なかなか難しい部分がございます。 



－77－ 

  その中でも、前年度よりは少なくしようという形の中で、今行っている状況でございま

す。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 実際、僕もこの２年間、いろいろ会議に出させていただいて、どんど

ん、どんどん事務量がふえているのではないかなという感覚と、答弁の中にも、なかなか人

がいなくて協力を申請できない、みんな忙しいからできないみたいな話も聞こえてきたりし

ます。 

  この計画の中で平成32年以降、今144人となっているものが139人になる。さらに５人減っ

て、今ここに並んでいらっしゃる課長さんのうちの約半分ぐらいが退職されてしまって、新

しい方になってという状況になると思うのですが、明らかに新しい方が入っても、業務に対

する量だったり、質だったり、マンパワーというのが不足されてくると思います。それに対

して事業変更なども見通しとか対応策というのは、今考えられているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） この計画でございます。当初の計画では、131人にするというこ

とで、これはベースになっているのが新町建設計画の職員数でございます。 

  これをベースにしまして、131人ということで計画を作成したところでございますが、そ

の一方で、やはり子育て支援、健康づくり、観光産業の推進、経済対策の実施、危機管理体

制の整備など、新たな財政需要、また、財政課題が出てきたということで、平成27年３月に

現行の131人から８人ふやしまして、139人ということで、計画を見直したところでございま

す。 

  また、職員の採用につきましても、事務職員につきましては、一部不補充にしております

が、技術系、保育士、保健師などの専門職につきましては、欠員を補充しているという状況

でございます。 

  限られた職員数の中で複雑、多様化する行政ニーズに対応していかなければならないとい

う部分の中では、町民へのサービスの低下は絶対に引き起こしてはいけないということで、

全職員がそういう意気込みで働いております。 

  引き続き、職員の個々の能力の向上や組織力の確保を図り、職員の適正化に努めてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） サービスの低下は引き起こせないということで、とても町民にとって

ありがたいなということだと思いますし、実際に職員の方は、すごく一生懸命やられている

というのはわかっているのですが、どうしても、僕もイベントなんかは手伝ったりするので

すが、そのときにやっぱり同じような顔ぶれの方を見てしまったりだとか、夜遅くまで庁舎

に電気がついているのを見ます。 

  それが悪いということではなくて、負担がかかっているのであれば、何か考えていくとい

う方法にも取り組んでいかなければいけないのではないかなということで、次の質問に移る
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のですが、民間活動の自立推進についてということに係ってきます。 

  町が事務局となっているなど、関与している事業及び団体数を教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 現在、町が補助金の交付や、また、事務局として関与している各

種団体でございます。 

  防犯、交通安全、福祉、観光、産業、社会教育事業など、各種団体や実行委員会など、全

体で47事業、40団体というふうになってございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 47事業、40団体。僕もこの中の幾つかの事業にはかかわらせていただ

いている部分もありますが、この事業の中には、町が事業になっている中、時間外、例えば

皆さん、業務を終わられてから６時以降、６時半とかいう時間で、業務以外の形で手伝って

くださっているという部分も、もちろんあったりするのですが、例えば、これからどんど

ん、どんどん人数が、人口も少なくなって、職員の方も少なくなって、先ほどから話がある

ように、町の財政も少し縮小されていく中で、町がここに取りかかれる人を割けなくなるよ

と言うと、どんどん、どんどん民間活動がしぼんでいってしまうのではないかなと思ってい

ます。 

  ただ、このまちは観光もあることから、民間活動が物すごく活発だというのが、外に向け

て発信される大きな力にもなっていると思うのですよね。僕はそういうふうに考えているの

ですが、町のほうではそういった捉え方をしているのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） やはり、現在、民間団体に町が関与している状況につきまして

は、先ほど述べたとおり、47事業、40団体ということになっております。 

  限られた職員数の中で、今後もこれまで同様に、そういう事業に町が関与していくことに

ついては、職員数の削減という中では大変難しい状況が来るのかなというふうに考えており

ます。 

  また、議員がおっしゃるとおり、民間が活発な活力を持っているという中では、町としま

しても、法令等で定められた部分については町が行うということでございますが、町が実施

しなければならないという事業は除いて、サービスの水準の低下を招かない範囲で、民間に

できることを民間に委ねていきたいということが重要であると考えているところでございま

す。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 民間に委ねるというのは、すごくいいことだなと思っているのです

が、どうしても、もう今現在、汗をかいてくれる年代の方が高齢化して、若い方がどんど

ん、どんどん少なくなっているという状況で、僕らがイベントなんかをやっていても、30代

から上の方がほとんどで下の方が来ない。出てこないというのが現状なのです。 

  ただ、僕はどうしても民間活動が活発だというのは経済活動、つまり利益を出していかな
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いとなかなか続けられないと思います。町にお金も人もずっと任せっ放しだと、どうしても

町の状態が悪くなったときに全部なくなっていってしまう。これから10年後、15年後を見る

と、どうしても人口が下がっていき、同じように職員数も、予算も減れば、どうせそういう

時代が来てしまう。 

  これは今、一生懸命、移住・定住対策や子育てなんかに力を入れても、緩やかにはなって

も、なかなか上がっていくことというのを考えるのは難しいので、であれば、緩やかに下

がっていきながら、そのときにいい形ができる仕組みづくりをしていかなければいけないと

思うのです。 

  そういう仕組みづくりをしていただけたらと思うのですが、町でそういう仕組みに取り組

むという考えはあるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 民間の自立した活動に対して、継続して事業展開が可能なのか

と、財源の確保や人材の育成が必要であるという考えは持っております。 

  その中で、例えばなのですが、各種事業を行っている中では、企業の冠をつけたスポンサ

ーになっていただいて、財政的な支援をお願いするとか、あとは民間団体が独自の事業開発

というのですか。そういう一定の期間、補助金を交付した中で、将来的には補助金をなくす

ような、民間が独自で自主財源を確保できるような仕組みに対しては、積極的に町も支援し

てまいりたいというふうには考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） すばらしい取り組みになると期待したいところなのですが、今このま

ちで、２本の柱が経済の中であって、観光と医療の部分と、その中でも観光というのは、僕

はすごくこれから重要だなというふうに思っています。 

  町税は人が減ってしまうとなかなか入ってこないのですが、外から入る観光というのは、

町民の数に依存しない。企業があって、受け入れてくれる施設、場所があれば、入湯税もそ

のまま維持されるという意味で、もう少し観光協会が活発に動けるように取り組んでほしい

なと思うのですが、そういった考えはお持ちなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤総務部長。 

○総務部長（伊藤里志君） 町のほうからというか、観光協会自体のお考えもあろうと思いま

すし、その中では、そういう自主財源の確保を図れる部分であれば、町のほうも先ほど申し

上げましたとおり、支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 澤登経済部長。 

○経済部長（澤登勝義君） 観光協会に対するということで、今までの流れから、ちょっと観

光のほうに振られたものですから。 

  これまでも観光協会とは、毎年いろいろな分野、全体的な経済の低迷時代から、近年にお

いてはインバウンド、海外、これまで国内、道外といったいろいろな取り組みですとか、自

助努力の部分も含めてですね。そういうところで行政側と、主体を持って進めていっていた
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だいている協会のほうとは、連携しながらこれまでやって、その成果がここ数年あらわれて

きているのかなと。 

  そういう中で、最終的には自立した中で、独自の展開ができ得る組織というのが最終形態

になるのかなというところで、行政のほうもでき得る範囲で、それと、協会もこれまでとは

またステージが違う段階の中で、ともに連携して世界に誇れる観光地というものをつくって

いければなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 観光協会が自立していけるような、自主財源をとれるような活動の取

り組みもしてほしいなと思っているのは、去年は１億円ぐらい入湯税があって、その中で観

光協会にもちろん事業として交付しいるお金もあるのですが、観光協会が自主財源を持つこ

とによって、今の観光の勢いを失わないまま、その分、入湯税から少し払わないでいい日が

来たら、その分を少し住民のほうに何か使える仕組みになったり、取り組みが新しくできる

のではないかなと思って、ぜひ取り組んでもらいたいなというふうに思っています。 

  これから10年後に向けて、このまちの人口は、どんどん少なくなっていってしまうのです

が、ぜひこのまま楽しいまちでいられるように、仕組みづくりをしてほしいなと思うのです

けれども、そのあたり、町長はいかにお考えですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、第２期のまちづくり総合計画を策定、そして今議会に提案させて

いただく予定でございます。 

  その中で、私どもの大きなツインタワーと申しましょうか。大きな産業として、観光産業

があります。 

  もう一方では、医療・福祉、こちらのほうが、今、相当数の事業所等もありますので、そ

こに働く方々、そして受け入れ可能な施設、こういうものをやはりしっかり構築していかな

ければならないなと思います。 

  観光産業においては、来られる観光客の方に落としていただける、いわゆる不在住人口の

交流人口の中で、経済効果が多く出てきている部分があるかなというふうな思いからする

と、やはり観光産業をまだまだこれまで以上に発展させなければならないと思っておりま

す。 

  そんな中で、今現在、海外からの資本、こちらのほうも今、話が二、三来ているところも

ございまして、しっかりした業種であれば、これはしっかり、またお話を聞いてみなければ

ならないなというところもあります。 

  今、北海道も非常にそのインバウンドの資本が入ってきている部分があります。この間も

心配でちょっと北海道と協議、相談に行ったところでございますが、北海道のほうは今、地

域の発展のため、地域の活性化のためには、ある程度ウエルカムで迎え入れをしてほしいと

いうことで、そういう要請、要望も聞いてきましたので、そこら辺はまた、しっかり精査し

ていかなければならないなというふうにも思っております。 
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  そんな中で、私どものまちも、相当数の入湯税をいただいております。特に洞爺湖温泉を

中心とした入湯税で、観光協会の方々にも一生懸命頑張っていただき、そんな中、先ほど経

済部長がお話ししたとおり、ここ数年、非常にいい状態が続いているなと思っております。 

  それをさらに構築するためにはということでございますが、以前からこの洞爺湖温泉街に

は相当の投資をしております。その借金の返済が、今なお多額で続いております。 

  それらのものは洞爺湖温泉の発展を願って整備した投資の金でございまして、そちらのほ

うを差っ引くと、今、洞爺湖温泉の観光に対しては、単年度の予算としては三千七、八百万

円かなというふうに思いましたが、トータルすると非常に大きい金額になっております。 

  ただ、先ほど申しました今後10年間、これから10年間の計画の中では、観光産業あるいは

医療・福祉事業、こちらのほうをメーンとしながら、農業あるいは水産業、既存の産業形態

をしっかり構築していかなければならないなというふうにも思っております。今現在、どれ

だけのものができるのかということは、いま一度、検証していきたいなというふうに思って

おります。 

  昨年から地域再生計画をいただき、洞爺湖温泉の温泉源、これのいわゆる配湯もやらせて

いただいております。今後、温泉地としてますます頑張っていける要素ができたかなと思い

ます。そこで若い方々に一生懸命頑張っていただいて、大きなイベントを数多くやっていた

だいております。 

  そういうもの、そして、これから来るかもしれないいわゆるインバウンド資本、それらを

いかに共有しながら洞爺湖温泉の発展につなげられるか。これらは観光協会とも、今後とも

協議していかなければならないなというふうに思っております。 

  では、しからば来年度、平成29年度、あるいは30年度の観光協会に対する、その補助金

等々について、十分これからも検討していかなければならないなというふうに思っておりま

すが、いかんせん、その投資している金額が余りにも大きい金額、償還で相当数の、本当に

それだけで億以上の償還をしている部分がございます。それらも含めながら、十分検討して

いきたいなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、髙臣議員。 

○４番（髙臣陽太君） 過去の投資と、未来への仕組みづくりというのは、少し考えながら進

めていかなければいけないなとは思うのですが、行く行くはこの47事業、40団体のうちの幾

つかが自主的に運営されて、少しでも役場の、行政の力が住民に広く関係するような役割づ

くり、お互いの役割づくりが進んでいったらいいなと思っています。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） これで、４番、髙臣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。 

  ご苦労さまでした。 

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

    ◎散会の宣告 
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○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ４時３３分） 
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