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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。 

  現在の出席議員は13名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから、洞爺湖町議会平成30年12月会議を開会いた

します。 

（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、７番、小松議員、９番、板垣議員

を指名いたします。 

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

◎諸般の報告について 

○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、これでご了承願います。 

  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。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） おはようございます。 

  所管事務調査報告書。平成30年12月10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、千葉薫。 

  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30年12月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成30年12月３日月曜日。 

  ３、出席委員、私のほか、竹林委員、立野委員、篠原委員、大西委員でございます。 

  ４、委員外としまして、佐々木議長、五十嵐副議長に出席をいただいております。 

  ５、説明員、森副町長にお出でいただきました。 

  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30

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。 

  会議日程について、本日12月10日から12月13日まで。 

  審議日程につきましては、裏面のとおり、本会議でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 



- 4 - 

  本会議の会議期間については、本日から13日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願いいたします。 

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

◎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30年12月10日開催の町の行政報告を申し上げます。 

  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。 

  一つ目に金品の寄附でございまして、一人目は洞爺湖町本町３番地１、田高千恵子氏、金

額は10万円でございます。 

  二つ目に、洞爺湖町高砂町19番地10、秋山淳子氏でございまして、金額５万円でございま

す。 

大きな二つ目に金品の寄附でございまして、個人、今回464件、総額で952万円でございま

す。個人の累計が2,675件、総額の累計が4,924万5,000円でございます。 

  大きな三つ目、物品の寄附でございまして、洞爺湖町地域食堂への食材等でございまして、

延べ11件でございます。内訳につきましては以下、各種事務事業の取り組み状況に記載をし

ております。 

  大きな２番目、姉妹都市箱根町からの応援ツアーについてでございます。９月に発生した

胆振東部地震災害により、本町を訪れる観光客が国内外を問わず大きく減少し、宿泊施設な

どの観光産業に大きな影響があったことから、ＰＲ活動や緊急プロモーションといった対策

を講じておりますが、このような状況を受け、姉妹都市である箱根町より「洞爺湖町応援ツ

アー」の実施の申し出があり、山口町長、沖津議会議長をはじめ109名もの方々が、12月18

日から20日までの行程で来町されることになりました。18日には洞爺湖温泉において歓迎会

を実施し、19日及び20日には町内観光と役場の訪問をしていただく予定としております。 

平成27年９月には、大涌谷の火山活動の活発化により観光産業に大きな被害を受けた箱根町

に対して、本町から応援ツアーを実施いたしましたが、その感謝の気持ちから、このたび応

援ツアーが企画されたと伺っております。町といたしましては、当時の訪問の際に箱根町の

皆さんから大変温かい歓迎を受けておりますので、しっかりとしたお出迎えができるよう準

備を進めてまいります。 

なお、本会議に応援ツアーの受け入れに係る補正予算を提出しておりますので、よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

大きな三つ目でございます。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
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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課税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1日に答申をいただきました。答申は、一般

会計からの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、本年４月から始まった国保の都道府県化において、制度の根幹をなす国保事業費納付金

が法定限度額を基準に積算されたことなどを考慮し、町からの諮問に沿った答申となってお

ります。内容としては、医療分を平成30年度の国の基準である法定限度額に平成31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。 

四つ目に、社会福祉法人あぶた福祉会の施設整備計画についてでございます。社会福祉法

人あぶた福祉会は、町内11箇所の共同生活住居（グループホーム）のうち、老朽化した３棟

を、同法人が所有する高砂町の旧雇用促進住宅かっこう台宿舎跡地に移転し、高齢化に伴う

身体機能の低下等に配慮した施設に建て替える予定であること、合わせて障がいのある人の

高齢化、重度化や親亡き後を見据え、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らして

いくためには、身近な地域での支援体制が必要であるとの観点から、全ての人が支え合い、

触れ合うことのできる複合的な機能を有した地域生活支援拠点施設を同敷地内に整備する予

定であるとの報告を受けました。工期については来年春頃よりグループホームの建設から着

手し、2021年秋ごろまでの事業完了が予定されております。 

また、同法人より、本年11月29日にかっこう台区及び虻田６区の一部の町民を対象に住民

説明会を開催し、ご理解いただいたとの報告を受けたところであります。町といたしまして

は、障がいのある人が地域で自分らしく生きがいをもって暮らせるよう、さらには共生型施

設を兼ね備えた施設として活用できるよう、施設の運営や各種事業、周辺環境の整備等につ

いて支援をしてまいりますので、議員各位の特段なるご理解のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

五つ目に、洞爺湖日本中国友好協会の中国訪問についてでございます。11月21日から26日

までの日程で、洞爺湖日本中国友好協会会員９名、副町長、佐々木議会議長、洞爺湖温泉利

用協同組合、洞爺湖町商工会、洞爺湖温泉観光協会一般会員、事務局で中国を訪問いたしま

した。北京では、洞爺湖観光説明会及び昼食会に旅行会社３社をお招きし、北海道胆振東部

地震による影響がないことや、洞爺湖周辺の新たな取り組みと魅力を紹介し、送客のお願い

をしてまいりました。 

また、安徽省黄山区を訪問し、洞爺湖と友好湖の締結をしている太平湖、世界遺産とユネ

スコ世界ジオパークに登録されている黄山などを視察してまいりました。黄山区や太平湖風

景区管理委員会の皆様に招待していただいた歓迎交流会では、情報を交換しながら交流を深

め、今後も引き続き良好な関係を築いていくことを約束してまいりました。 

六つ目に、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
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各種事務事業の取り組み状況について、次のとおり報告をいたします。なお、朗読について

は省略を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） それでは、教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  １、国際博物館会議京都大会に伴うポストカンファレンス誘致実行委員会の設立につい 

てでございます。伊達市及び洞爺湖町にある博物館等を地域資源として積極的に活用し、新

たな観光地づくりを推進しようという「伊達洞爺湖ミュージアム地域振興プラットフォーム

総会」がこのほど開催されました。 

このプラットフォームは、北海道開発局室蘭開発建設部が地域活性化を支援する事業で、

両市町、胆振総合振興局、室蘭運輸支局などのほか、観光協会、商工会（商工会議所）など

の民間団体、旅行業者などで構成されています。総会では来年度の事業として、９月に日本

では初めて開催される国際博物館会議京都大会（ＩＣＯＭ ＫＹＯＴＯ 2019）の参加者を対

象に、数十人規模のポストカンファレンス（大会後の学術協議会）の実施を目指すために実

行委員会が設置され、委員長に伊達市長が選出されました。事業内容としては、世界の考古

学者や博物館学者などを対象とし、３日間の日程で基調講演、パネルディスカッションのほ

か、縄文遺跡群、洞爺湖有珠山世界ジオパーク、アイヌ文化施設などの視察が予定されてい

ます。西胆振の自然、歴史、文化への国際的な理解が深まることが期待されるとともに、両

市町のＰＲにもつながることから、関係機関と連携しながら取り組んでまいります。 

  なお、別紙で関係資料をお届けしてございますので、参考にしていただければと思います。 

  ２、虻高未来づくり推進委員会からの提言について。虻田高等学校は、入学者数の減少等

により平成26年度から地域キャンパス校となり、本年４月からは地域連携特例校へ変更とな

り、より地域との連携や支援の強化が求められるなど、虻田高等学校を取り巻く状況が大き

く変化を見せています。このようなことから、洞爺湖町内唯一の高校である同校の存続を図

るとともに、虻田高等学校の未来に向けての振興策を、学校関係者、地域及び行政が一体と

なって検討し、推進することを目的として、虻高未来づくり推進委員会を設置して検討して 

まいりましたが、このほど虻田高等学校の未来づくりに関する提言書がまとまりました。提

言書では、虻田高等学校の将来像を示した上で魅力化、地域などとの連携や学生生活などに

ついて、取り組むべきとする事業が提言されています。 

提言書の内容について町長部局と協議を進め、地域のみなさんの理解と協力を得ながら具

体的な取り組みを進めてまいります。 

  ３、虻田中学校暖房用ボイラー停止に係る本格復旧等についてでございます。虻田中学校

では、暖房用ボイラー煙突内部の壁面崩落により暖房機の使用を停止し、応急措置として教

室等に個別暖房を設置し対応しております。本格復旧に向け、費用や復旧期間等から検討を
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進めた結果、現在のボイラーの煙突の復旧ではなく、各教室等に個別暖房機を設置すること

としました。本会議に本格復旧に係る補正予算を提案しておりますので、ご審議いただきま

すようお願い申し上げます。 

また、虻田中学校以外の暖房用等煙突のある小中学校等（洞爺湖温泉小学校、とうや小学

校及び洞爺学校給食センター）について、再度、アスベスト含有断熱材使用の有無を確認す

るため、専門業者に分析調査を依頼しており、分析結果が出ましたら改めてご報告申し上げ

ます。 

４、各種事務事業の取り組み状況について。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。説明は省略させていただきます。記載のと

おり報告するものでございます。 

  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６号の上程、説明、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第６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。 

  立野委員長。 

○総務常任委員長（立野広志君） おはようございます。 

  それでは、所管事務調査報告書を読み上げて報告させていただきます。 

  報告第６号所管事務調査報告書。平成30年12月10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、立野広志。 

  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。調査事項はふるさと納税の現況について。調査日は平成30年７月19

日、８月２日、24日。それから11月19日です。出席委員は私のほか、千葉副委員長、越前谷

委員、竹林委員、今野委員、五十嵐委員。説明員等については、総務部佐々木部長、総務課

高橋主幹。 

  調査内容について。ふるさと納税の注文から発注、発送までの流れ、業者の選定や寄附金

の使途などについて、担当職員から説明を受けた。 
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  調査結果について。当初、総務課職員のみで対応していたが、寄附者が増加し、取り扱う

商品が増えてくる中で、現在ではシステム管理、商品管理等を扱う２社のポータルサイト

（利用者数上位１位、２位の企業）に事業委託している。平成26年度から29年度までのふる

さと納税実績は、別紙、これは後ろのほうにプリントがついておりますのでごらんください。

別紙ふるさと納税実績のとおりであるが、平成29年度では寄附金総額が4,688万6,000円に対

して、トライアスロンの寄附額752万4,000円、商品代金や送料などの経費が2,598万4,000円

を差し引いた実質寄附額は1,337万8,000円となり、寄附総額の28.5％である。寄附金の使い

道として、各種の子育て支援の助成金や買い物支援バス運行費用などが挙げられている。事

業ごとの補助制度も活用し、その総額は平成29年度では2,409万8,000円と実質寄附額を

1,072万円超えている。 

委員会の意見としては、寄附件数、並びに寄附総額を引き上げるためにも、魅力度を高め

るＰＲが不足している。情報の発信力を高めるためのインターネットの活用や工夫を重視す

べきである。ふるさと納税の本来の趣旨を生かすためには、観光資源を活用した体験型返礼

品を検討するなど、移住・定住対策に結びつくような工夫も必要ではないか。事業拡大の観

点から、業者委託でなく専属の職員を配置する考えもあってもいいのではないか。現在の体

制では事業の進展の期待が懸念される。「ふるさと納税町民会議」の開催がわずか２回であ

り、さらに本腰を入れた対応が求められる。そのために、先進地視察や寄附金の増収対策、

ふるさと納税の活用方法の周知を行う等の取り組みの強化が必要である。 

続いて、所管事務調査その２。調査事項、公共施設管理計画について。調査日については、

平成30年７月19日、８月２日、24日、11月19日です。出席委員は私のほか、千葉副委員長、

越前谷委員、竹林委員、今野委員、五十嵐委員。説明員については総務課佐々木部長、総務

課高橋主幹、住民課山本課長、金子主幹、林主査、経済部は八反田部長、教育委員会天野教

育次長。 

調査の内容。担当職員から「洞爺湖町公共施設等総合管理計画実施計画（年次計画）」の 

説明を受け、その中で①集会所の検討内容について、②公営住宅の入居者説明の内容及び状

況について、③入江・本町保育所の統合に向けた検討状況などについて調査を行った。 

調査結果については、現況として、調査対象の集会所や公営住宅について、利用者や居住

者、地域の意見を聞きながら施設の管理を行い、５年間で一定の方向性を示すとされる計画

が随所に見られる。公営住宅については、既に入居者説明会やアンケートにより、意向を確

認したものもあり、町内転居の提案や家賃の軽減措置の説明も行い、強引に退去や解体を行

うことはないとしている。 

本町・入江保育所の統合の計画は、民間幼稚園との関連もあり、認定こども園も幼保連携

型の移行を協議中であり、今年度末までに決定するとしている。 

委員会の意見。実施計画では、検討期間が長期間 （３年から５年）に及ぶものもあるが、

さらに期間を短縮してあり方、方向性を早期に町民に示し、町民との合意形成を図るべきで

ある。特に、旧洞爺湖温泉中学校体育館の活用策がいまだ明確となっていないこと、本町・
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入江保育所の統合などは津波災害対策の点からも早急に方向性を検討すべきと考えられる。 

計画の基本方向として、既存の施設を活用することが前提である、その中で、入江・泉等

の２カ所以上ある集会施設の統廃合も検討すべきではないか。これらを踏まえ、人口減少の

推移や計画の方向性も含め、計画性をもって公共施設の改修に努め、長寿命化を図れるよう

な抜本的な計画の再検討が必要である。 

続いて、所管事務調査その３。調査事項、小学校・中学校の現況について。調査日は平成

30年11月19日、20日の２日間です。出席委員は私のほかに千葉副委員長、越前谷委員、竹林

委員、今野委員。説明員等は教育委員会天野教育次長、虻田小学校は堀田校長、横山教頭、

洞爺湖温泉小学校は冨樫校長、蛯名教頭、とうや小学校は山下校長、中井教頭、虻田中学校

は横山校長、加藤教頭、洞爺中学校は高島校長です。 

調査内容について。町内の小・中学校の児童生徒の状況、学校施設等の環境などについて

訪問調査を行った。なお、各学校には事前に質問事項を送付し、当日説明を受けた。 

小・中学校共通事項です。①は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・生徒の現況と対応の状況、いじめの認知方法と

その対処内容について。③各学校を専門的立場から指導・援助を行う教育指導専門員の配置

状況とその効果について。④「全国学力・学習状況調査」結果はその後の学校教育、個別指

導にどのように生かされていますか。⑤当町独自の教育施策である洞爺湖町教育改善推進事

業、スタンダード10の実施状況とその効果について。⑥特別支援教育において、支援員や介

護員の配置状況に課題はありませんか。⑦地域の豊かな学習資源（自然・文化・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。⑧学校教育施策の整備や備品調達など、

教育環境の改善、整備に要する費用の校内での取りまとめ方法。教育委員会への予算要望ま

での集約方法について。⑨児童生徒の通学路における防犯上、交通安全上危惧される箇所の

有無について。⑩暴風雪、暴風雨などの際の対応は。最近の異常気象に即したマニュアルが

整備されていますか。中学校については、そのほかに⑪として進路の相談や情報の収集・提

供はどのようにされていますか。⑫クラブ活動に伴う父母負担の平成29年度までの状況と、

平成30年度からの遠征費に対する町の助成対象額の引き上げによる効果はありますか。 

以上の点について、事前に質問をさせていただいておりました。調査結果ですが、質問事

項について各学校とも丁寧に答えていただきました。詳細については、それぞれの学校の事

情もありますので、ここでは特に述べておりませんけれども、何点か特筆させていただいて

います。 

就学援助制度については、学校事務を通じ各家庭に年２回配付され、前年に比べ教職員へ

の理解促進も進んでいるようであった。小学校、中学校ともに30日以上の長期欠席となって

いる児童・生徒がおり、原因はさまざまではあるが、各学校とも教職員間の情報共有化に努

め、共通した理解と対応に努めている。各学校とも少子化による児童・生徒の減少に伴い、

教員定数が削減される中、複式学級の増加や支援の必要な児童・生徒の増加傾向が見られる

ことから、教員の過重負担の解消が大きな課題となっている。学校によっては、支援員や介
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護員が現状は足りていないとの声もあり、引き続き必要な対応が求められる。噴火や津波、

地震などによる被害を回避するためにも「命の大切さ」の視点に立った防災・防犯教育を継

続されることを望む。学校施設の老朽箇所が著しく、施設の不具合の改善要望など複数年に

わたって町に要望してようやく改善されているものもある。行政は率先して施設の点検を実

施し、危険度に応じた改善計画を立てるとともに、要望には速やかに対応することが望まれ

る。例えば、生徒玄関の下駄箱やスノコなども数年かけて要望しているという実態もある。 

  以上です。 

○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。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  ご苦労さまでした。 

  以上で、総務常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

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

◎報告第７号の上程、説明、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、報告第７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。 

  板垣委員長。 

○経済常任委員長（板垣正人君） おはようございます。私も読み上げて報告させていただき

ます。 

  報告第７号所管事務調査報告書。平成30年12月10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、板垣正人。 

  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30年11月29日木曜日です。３、出席委員、私と大屋委員、篠原委

員、大西委員。４、説明員等は岡崎会長、京谷副会長、後藤事務局長、洞爺総合支所伊藤支

所長、庶務課見付課長、尾崎主幹。 

  ５、調査結果。ＮＰＯ法人洞爺まちづくり観光協会の会員は、団体正会員が３名、正会員
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77名の計80名（前年比より１名増）となっており、本年度も観光事業、宣伝事業や洞爺夏ま

つりなど各種事業を企画・開催した中で、入館者の入り込みや売り上げの増収に鋭意努力さ

れております。入館者数は４月から10月まで９万2,547人となっており、昨年より5,000人増

加しています。また、キャンプ場や水上オートバイ等は台風や胆振東部地震などの影響によ

り、利用客数で12.8％、金額で12.4％の減となっている状況である。とうや水の駅の特産物

販売額は、７月の天候不順や９月の台風、さらには地震の影響もあったが、ほぼ前年並みの

状況である。本施設については、建設から相当年数が経過しており、暖房設備などの改善等

も含め、抜本的な改修も視野に入れて検討する時期に来ていると思われる。 

裏面をごらんください。次、所管事務調査その２。１、調査結果、ＪＡとうや湖の現況と

課題について、２、調査日平成30年11月29日木曜日。３、出席委員 私と岡崎副委員長、大

屋委員、篠原委員、大西委員。４、説明員等は高井組合長、大内参事、橋堀営農販売部長、

黄金崎クリーン農業推進課長、高橋農業振興第１課長、洞爺総合支所伊藤支所長、農業振興

課片岸課長。 

５、調査結果。平成29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

で約16億7,600万円（前年比9.1％減）、農産で約3億7,900万円（前年比25％増)、畜産で約3

億8,600万円（前年比4.1％増）、全体で24億4,200万円（前年比3.1％減）となっています。

平成30年度では、６月からの長雨や台風などの影響により、全体として約20％の減収が見ら

れ、農家にとって大変厳しい状況にある。本年の農作物の生育及び収穫状況について、水稲、

豆類全般においては６月から７月の低温・日照不足や台風などの影響により生育不良、収量

も平年作以下であった。馬鈴薯は小玉傾向でやや遅れ、根菜類は不良、葉物はやや不良から

平年並みとなっている。畜産や生乳生産量については、おおむね前年並みを推移している状

況である。クリーン農業については、多くの農家が生産物の安全・安心・信頼を担保した農

地づくりに取り組んでおり、第三者認証 （ＹＥＳ！クリーン認証農家142戸、エコファー

マー認定者数57名）を取得している。また、グローバルギャップ（11品目、認証者13名）に

ついては、11月４日から認証の審査を受けており、2020年の東京オリンピックに向けて、北

海道とホクレンにより東京でレセプションが開催され、その取り組みが紹介された。 

現在の人参洗浄選別機は、平成10年から稼働しているが、近年の作付希望面積の増加によ

り、選別体制の確立、作業効率の向上や作業環境の改善を図り、農業振興と人参生産者の所

得向上につなげるため、新たに産地パワーアップ事業として、人参洗浄選別機・収穫機整備

の計画がされており、当町の基幹産業である農業振興に有効な事業となることが望まれる。 

  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。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） なしと認めます。 

  ご苦労さまでした。 
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  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。 

  ここで、10分休憩いたしまして、10時50分から一般質問を再開いたします。 

（午前１０時３８分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

（午前１０時５０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、12番大西議員から、６番立野議員までの３名を予定しています。 

  初めに、12番大西議員の質問を許します。 

  12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 皆さん、おはようございます。12番、大西智でございます。 

  今回は、大きく分けて３件の質問をさせていただきたいと思っております。 

  １件目は、教育行政について。２件目は町内各産業の振興対策、施策について。そして３

件目はまちづくりの施策についてということで、質問の要旨については細部の質問になりま

すが、答弁のほどよろしくお願いしたいなと思います。 

  それでは、通告順に沿って質問をしていきたいと思います。まず１件目の教育行政につい

て、（１）高校生通学助成事業を今後も進めていくべきと思うが、の質問になります。 

  この事業は、旧洞爺高校が閉校になることで、通学距離も遠くなることから、特定の地域

において学生、保護者に対して助成をしている事業であるということは私も認識していると

ころでございます。現在、この事業の対象者は何人なのか。また、この対象者からの、この

事業に対しての声などを聞いているのか、まず初めにお聞きしたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 初めに、この制度についてお話をさせていただきますが、議員か

らもお話がございましたとおりでございまして、洞爺高等学校の平成28年３月末をもって閉

校することに伴い、洞爺地区、花和及び月浦地区に居住し、胆振西学区地区、留寿都村及び

真狩村の高等学校、中等教育学校後期課程及び独立支援学校高等部に通学する生徒の通学や

下宿等に要する経費を負担する保護者に対し、経済的負担の軽減を図り、生徒の就学の機会

の確保を目的として平成26年４月から開始し、平成31年３月までの５年間として実施してま

いりました。 

通学費等の助成額につきましては、地区から通学する学校により月額5,000円から１万円。

また、下宿の助成額は月額１万円であります。これまでの助成実績でございますが、平成30

年度、本年度の見込みを含めて延べ助成対象者数134名。内訳でございます。洞爺地区107名、

月浦地区19名、花和地区８名。それから助成総額でございますが、1,520万7,640円、年平均

でございますが、304万2,000円となっております。 
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地域からは大変ありがたいと、また良い事業であるとのお声をいただいており、これまで

の成果としては地域限定でしたが十分に成果があったものと考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、次長のほうから答弁があったわけですけれども、134名の対象

者ということで、この事業が進められているということで、私はこの事業、今、通学費の助

成という単純な事業に、単純といったら失礼なのですけれども、そういったその通学費の助

成ということになっているかなとは思うのですけれども、ただ意味合いとしてはいろいろな

意味合いがあって、子育て支援対策などというような、その考え方の事業、そういったもの

も含まれてきているのではないかなと思います。答弁の中に、大変良い事業だというような

評価も受けております。対象者、保護者からは私自身も大変良い事業であると、今後もぜひ

続けて、継続していっていただきたいとの多くの声があるわけですけれども、この事業の必

要性というものは、私はすごく感じているところでございます。最終年度のこの事業であり、

今後のあり方、そして子育て支援対策の観点からも、また町内全体を対象者にできないのか、

地域拡大を考えていけないのか、そういった考えはないのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 今後の方向性としましては、現在の通学費助成制度につきまして

は十分に成果が上がっていることから、今後一定程度の期間、継続の方向で町長部局と協議

を進めているところでございます。 

また、このほかに、現行制度の対象地域以外の高校生について、経済的支援の面や地域づ

くり、あるいは地域振興、また子育て支援などの面からどうあるべきかを総合的に町長部局

と協議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） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 事業の継続性については今後、一定期間考えていく、また地域拡大

については今後、いろいろな観点から町長部局とも詰めていくという答弁だったと思うので

すけれども、ぜひもっと積極的にその辺、しっかり進めていっていただければなと思います。 

  次に、２番目の洞爺湖町人づくり育成事業の成果と今後の取り組みについての考えについ

て質問させていただきます。 

  この事業においては、平成29年４月に施行された事業かなと、このように思っております。

事業の目的としては、豊かな人間性、地域社会を担う人材を育成し、町の地域活性化につな

げるなど、この事業を通してまちづくりのリーダーになる人材を育てる、そういった目的で

の事業かなと思っております。事業ができて約２年になるわけですけれども、まずこれまで

の成果と実績などをお聞きしたいなと思います。 

○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） 人づくり育成事業につきましては、個人または団体が自主的

に国内の先進地において、研修活動を通して見聞を広め、地域社会を担う人材育成と町の地

域活性化につなげることを目的として研修に必要な経費を助成する制度となっております。 
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  事業につきましては平成29年度から開始をして、初年度においては２団体、25名が利用さ

れました。研修内容につきましては、地元でイベントを開催する団体から４名が東京都内で

イベントの企画・運営方法を学び、マンガ・アニメフェスタの集客増につなげたほか、農協

青年団体においては21名の参加により、青森県、宮城県において現行の作付野菜や新規作物

の技術習得により、地域農業の振興と農業経営者としての意識向上が図られたと一定の成果

が報告されております。 

  なお、助成金額は２団体合計で46万6,080円の実績となっております。研修事業を活用い

ただいた団体については、先進地での活動内容等について報告書として提出をいただき、広

報誌などで広く町民に周知を図っているところでございます。 

  事業実施２年目となります本年、平成30年度におきましては、２団体への働きかけのほか、

相談件数１件が来ておりますが、現時点での申請には至っていない状況となっております。

今後も継続して事業を利用していただくよう、各団体などへ働きかけ、また広く事業の周知

を図ってまいります。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 成果と実績を今、お聞きしたわけなのですけれども、前年度は２団

体、25名。そして、今年度はまだその事業に対する要望はありながらでも実施されていない

ということなのですけれども、この事業の良さというのでしょうか。この事業の内容という

ものが、まだまだ町民の方々に認識など、周知されていない部分があるのではないかなと、

私自身、何かそう感じて仕方がないのでございます。ぜひ、大変良い事業なので、周知の仕

方も含めて、積極的に町民に知らせていくような形のものを今後もとっていただきたいと

思っております。 

  まだ事業ができて２年目ということで、これからいろいろな形でその事業性を町民に知ら

せながら、内容等も含めていろいろ検討していく部分があるかと思いますけれども、事業を

行ってきた中で、実は事業性を改めて私も見させてもらいました。その中で、事業の実施要

綱の関係で、要綱の部分でもう少し検討するような条文の中での、検討する条文があるので

はないかなと、このように思います。 

ちなみに、私が思うのは事業の実施要綱の第４条の第２項なのですけれども、その中の助

成対象人員などにも当てはまる部分があるのかなと思います。今までの２年間なのですけれ

ども、課題を通して見直しを考えるところがないのか、その辺お聞きしたいと思います。 

○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） 人づくり育成事業の現在の助成対象要件の主な内容といたし

ましては、対象範囲は国内で年齢18歳以上、研修期間は原則７日間以内、助成対象人員７名

以内などで助成金額は一人当たり10万円を上限に事業費の４分の３の助成としているところ

でございます。現段階においては当面、現在の実施要綱の中でしっかりと実績を重ね、それ

を検証することが大切であると思っております。事業開始２年目ということもあり、住民の

皆様にも浸透していない部分もあるところから、まずは研修事業をより多くの方々にご利用
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いただけますよう、さらに制度の周知に努めてまいります。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の実施要綱で当分の間は進むというような答弁だったかなと思い

ます。私自身、先ほども質問させていただいた中に大変良い事業なのですよ。やはり、これ

を多くの町民の方に、または団体の方に使っていただきたいという思いでおります。その中

で、先ほどもちょっと話したように、要綱の改正、見直しという部分を質問させていただき

ました。答弁の中ではちょっと考えていくということなのですけれども、私、先ほど質問さ

せていただいた事業の実施要綱の第４条第２項なのですけれども、助成対象人員の条例の２

項の中には、人数の関係なのですよね、これ。７名以上でしたか、たしか。７名以上の、７

名以内ですね。７名以内で、ということなので、その辺例えば大きな団体、10名以上、15名

以上と、そういう団体でこの事業を使っていくと、対象者の７名以内の金額しか出ないと。

出ないというか使えないということなので、例えば20名の方々が対象にならないという要綱

の取り扱いになっているわけで、やはり私はせっかく良い事業を多くの町民、または団体に

使っていただきたいという、そういった観点からぜひ２年間という浅い事業なので、検討す

るということもわかりますけれども、ただ現実にそういったことが考えられるのであれば、

しっかりとした見直しも私は考えていく必要性があるのではないかと思いますけれども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 今おっしゃられました要綱の関係でございますけれども、人数の問

題かなというふうに一番は思ってございます。29年度の農業の青年団体は21名という形で研

修に行っていただきました。人数が多い場合は、やっぱり何回かに分けるとか、そういう柔

軟な対応もできるのではないかなということでございます。そういう意味で29年度はその農

業団体の方々にも、何回かに分けてできないかという相談もさせていただきながら、農業団

体のほうとしてはそういうことも可能なのだけれども、今回は皆で行きたいという話で受け

たところでございます。 

  また、人数要件をさらに拡げるということになりますと、今の財源で足りなくなる可能性

も当然出てくることもございます。そういうことも含めまして、当面は現行の制度の中で

しっかりと実績を重ねていって、より良い制度になるような検討が必要かなというふうに

思っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁で、やはり団体であれば何ぼかに分けていただきたいとい

うことなのですけれども、ただ事業を実施するというか、この事業ではなくて、団体が事業

を実施する中においては、その団体でその人数を決めるわけで町が決めるわけではないと。

やはり、その団体の考え方なり事業性なりがしっかりしているのであれば、そういったその

人数の枠も事業の中で、これができないという不具合が出るのであれば私は考えていくべき

だと思っておりますし、今答弁の中で予算のことがちょっと話されたかと思うのですけれど



- 16 - 

も、私はその予算はあくまでも予算であって、こういう事業が数多く使われる、または予算

オーバーした中でも、しっかりと使われるような事業、またそういった方々が多くこの事業

に対して参加できるということが望ましいことだと思っておりますので、その辺も含めて今

後、検討していただければなと、このように思っております。 

  私も議会一般質問の中で、教育行政に何度も質問させていただきました。教育行政でいえ

ば所管は教育委員会で、答弁は教育長、または次長といった方々からの答弁が通常かなと

思っております。今のまちづくりの観点から、教育行政に大きな期待と思いをもって町を見

ている。そして考えている町民の方は大変多いかなと思っております。学力の向上、そして

豊かな心などをもった町民であるべきというものも求められております。子供たちにおいて

は、伸び伸びと育ち、大きな社会に出ても個々の個性、そして学力を十二分に生かしながら

活躍できる姿を望んでいるところでございます。まちづくりは人づくりという原点で、町の

教育を真屋町長はどのような思いでいるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、大西議員のほうから、子供たちは町の宝的なお話でございました。

未来を担う子供たちが、厳しい世の中を生きていくために、元気でたくましい人間に成長し

てほしいということで私どもも考えているところでございます。そのために、将来この地域

で活躍してくれれば、学校を卒業してこの町で活躍してくれればなおありがたいことでござ

いますが、得てして町外に出ていく子供たちもおりますけれども、社会の中で自分らしくふ

るさとを忘れずに活躍していただきたいなというふうにも思っているところでございます。 

  現在、教育長を中心として教育委員会を初め、学校並びに関係者が一丸となりまして、子

供たちの成長を願い、それぞれの立場で取り組まれているというふうに認識しております。

特に、子供たちの環境整備等々の関係で学校関連の関係でございますけれども、平成20年、

私がちょうど教育長のときだったかなと思いますが、介護員、あるいは支援員６名で800万

円ほど予算をつけていただいておりました。平成25年にはそれが17名で、2,917万円、約３

倍強に膨れ上がっております。平成30年、今年度においてはそれらを21名にして、そして予

算額が4,100万円の予算をつけさせていただいております。これはすなわち、全て一般財源

でございます。多額の一般財源を要しておりますけれども、子供たちの将来のため、あるい

は子供たちが学ぶ環境整備のためということで、この予算措置をさせていただいております

が、本当に少ない財源の中での予算措置でございまして、何々に特化した、ということでは

なくて、やはり子供たちの学ぶ環境づくりと言いましょうか、こういうところを大事にこれ

からも教育行政を進めていっていただ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） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 真屋町長から今、教育に対する熱い思いをいただいたわけなのです

けれども、本当に子供たちへの教育、それは私も今まで一般質問の中で再三質問させていた

だいたのですけれども、本当に大事かなと思っております。大きくなってこの町を離れても、

その離れた場所で洞爺湖町民だった子供たちが活躍する、または戻ってきてこの町で活躍す
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る、そういった姿が、そういったものが見えるような今の町の中での教育、それが私は必要

だと思っておりますし、町長の答弁の中にもしっかりとした対策として子供たちを今見てい

るのだということでの答弁がありました。ぜひ、今答弁していただいた熱い気持ちと、これ

からまちづくりは人づくりの観点からも、教育行政に関して今の熱い気持ちをもっていただ

ければなと思います。 

  次に、２件目の町内各産業の振興対策、施策についての質問で、（１）の観光関連事業等

で行われている各イベントの状況と今後の課題などの検討・対策をどのように捉えているか

ということの質問にいきたいと思います。 

  今現在、町で行われているイベントは１年間に数多く開催されていると思いますが、今回

の質問は大きなイベントで多くのスタッフ、ボランティアの方々の協力をもらいながら開催

されている洞爺湖マラソン、北海道トライアスロン、そして北海道ツーデーマーチのイベン

トへの質問とさせていただきます。 

  この三つのイベントの役割としては、洞爺湖町のすばらしさを発信するとともに、観光事

業への賑わいへの寄与というようなことにもなっているかなと思っております。また、町民

の健康づくりの一助になるイベントになっているかとも思っております。近年、各イベント

の現状という部分がどういうふうになっているのか。また、このイベントに対する考え等々

なども含めてお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖町におきましては、１年を通して毎月さまざまなイベン

トを開催されているところでございます。議員おっしゃるとおり、洞爺湖マラソン、トライ

アスロン、ツーデーマーチ、このスポーツイベントに関しては、この大きなイベントが開催

されているところでございます。 

  近々の状況でありますけれども、平成30年度において開催されたスポーツイベントは２件

ございます。５月20日に開催されました第44回洞爺湖マラソン2018、そして８月19日に開催

されました第２回北海道トライアスロン大会であります。ただ、９月６日に発生した胆振東

部地震により中止になりましたが、例年であれば９月８日、９日に第32回北海道ツーデー

マーチがあり、その部分でいきますとスポーツイベントとしては現在三つの事業があるとこ

ろでございます。 

  一つ、イベントに対する考えでございますけれども、やはりこの部分につきましては交流

人口の増、都市間交流を多く目指していきたいという部分、また、地域住民の方々の健康増

進、こういう部分がこのスポーツイベントに含まれているものでございます。特に、５月に

開催されました洞爺湖マラソンにおきましては、今年は6,734名の方が参加したところであ

りますけれども、道内においてはフルマラソンとしては春一番の第一のマラソンでありまし

て、やはり参加される皆さんは今年１年の自分の体調を計る部分でも、やはり多くの方が参

加していきたいという分で来ているところでもございます。また、８月に開催されました北

海道トライアスロンにおきましては、羊蹄山麓の７町村を含めた西胆振羊蹄10町村で連携を
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とっていっている事業でございまして、今後2030年にも札幌まで延伸する北海道新幹線の将

来の人の流れを目指したときには、観光の部分でも十分重要な部分で、やはり胆振、また後

志と連携をとってやっていくこと、またトライアスロンのようなサイクリングのツアーに関

しましては近年、外国の方々も多くやはり参加しているところでございます。そうした部分

では重要なものと考えているところであります。 

  また、本年は大変申しわけないのですけれども、地震により中止になりましたけれど、北

海道ツーデーマーチにおいては、やはり多くの方々が道内、道外から参加していただき、地

域の方々とやはり町の話をしながら歩いていただくという部分ではすごく重要なものであり

まして、この部分全てに関してでありますけれども、これは火山活動でつくられました洞爺

湖有珠山ジオパークのこの地形をやはり楽しみにこられて来る方が多くいらっしゃいます。

春一番においても、マラソンでも周遊をしながら、やはり地形を楽しみながら参加している

部分に関しましては、この三つの大会に関しては洞爺湖町においては重要なイベントと考え

ております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） この三つの大会の重要性を認識していただいているという部分で、

私も各イベントに対しては必要性なり重要性というものを認識しているところでございます。

イベントの開催にかかわっていただいているスタッフ、ボランティアの方々、また町の職員

の協力など、多くの方々の思いでこのイベント、各イベントが開催できるありがたさという

ものは、町のほうとしても十分認識しているものだと思っています。各イベントのボランテ

ィアの方々の、やはり近年高齢化ということで人員の確保の難しさとか、またこれから町と

してのかかわり、そして大変恒例化した中で各イベントになかなか出てこれないという部分

がありますので、その辺、イベントでのボランティアに対して、これから町としてのかかわ

り、また補助金なども含めてこの各イベントを開催するに当たって、町としてどのように今

後考えていくのか。また、道内外のイベントというものが自治体で行われているイベントと

いうものが数多くあるかなと思いますけれども、そういった近隣のイベントでも良いですし、

道内外いろいろなイベントがあるかと思います。その中で、自治体がどのようにかかわりを

もって開催しているか、またそういったそのような情報を、観光振興課として情報をもって

いるのか、また今後の課題として考えられることがあれば、改善策も含めてぜひお聞きした

いと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） スポーツイベントにおいてのボランティアの部分でございます。

５月20日に開催されました第44回洞爺湖マラソンでのお手伝いをいただいておりますボラン

ティアの人数につきましては39団体、855名の方にご協力をいただいております。また、北

海道トライアスロン大会においては、10町村において207人の方にお手伝いをいただいてお

ります。そして、北海道ツーデーマーチにおきましては、26団体、228人の方にお手伝いを

していただく、今回は予定でございました。そうした部分でもお手伝いしていただいている
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方々の協力依頼の部分でございますけれども、各団体に洞爺湖町各実行委員会において協力

依頼を出して、ご協力をいただいている方々のお名前をいただいて委嘱状を差し上げ、お手

伝いをお願いしております。お手伝いをいただいている方々には快く参加していただいてお

り、本当に感謝しているところでもございます。ただ、皆さんの貴重な休日に参加していた

だいており、大変申しわけないとも事務局としては思っているところであります。 

  議員がおっしゃっている部分で、やはりボランティアの方々の高齢化という部分も実際に

あるところであります。私も何十年も職員としてイベントに参加させていただいております

が、お手伝いの方には１年ぶりにお会いすることもありまして、ご挨拶をするときもござい

ます。何十年もお手伝いをいただいている方もおりまして、たまに「歳だから来年はお手伝

いできないかもしれない」とお話しをする方もいらっしゃいますが、本当にありがたいこと

でありますが翌年もボランティアで参加していただいております。そうした部分では、いつ

までもお元気でお手伝いをしていただけるように思っているところでございます。 

ただ、多くの皆さんにボランティアをお願いしていかなければいけないところでありまし

て、関係機関を回り、事務局としてはご協力をいただきますよう努めてまいっております。

近年は、民間企業や町外の学校などの協力もいただいているところでありますし、行政機関

の北海道庁や、また運輸局の職員の方々も近年はお手伝いをしていただいているところであ

りますが、これもさらに引き続きボランティアの協力を募集を行ってまいりたいと思ってお

ります。 

  町としてのかかわりの部分でありますけれども、先ほどお話したとおり、やはり地域住民

の方の健康増進、また都市間交流、こうした部分を目指す中で一番大事なところであります

し、観光地としての洞爺湖町においてもやはり観光の事業としても重要なところと考えてお

りますので、今後も引き続きこの部分に関して支援をしていきたいと思っております。 

  ただ、この部分に関しましては、洞爺湖マラソンにおいては町としては150万円、また

ツーデーマーチでは300万円の補助金を出しているところであります。少しでも軽減の経費

の節減に努めるとともに、今後協賛していただけるような企業をさらに探していかないとい

けないと思っています。そうした部分では今後、警備員の経費の高騰、また来年10月には消

費税が10％という部分では、やはり支出経費の部分ではかかってくるところでもありますの

で、事務局としてもやはり経費節減に努めて、これからもさらにこのスポーツイベントを続

けてまいりたいと考えています。 

  また、道外のイベントの状況でありますけれども、この間ちょっといろいろと情報を得た

ところであります。フルマラソンにおいてでありますけれども、2008年には全国で95大会が

あったところですけれども、10年後の2018年には4.2倍の現在397のフルマラソンの大会が開

催されております。そうした部分では、各市町村において参加する機会が増えるとともに、

１大会の参加数が減少しているところであるという部分と、やはり経費の節減という部分が

かなり厳しいということで、いろいろと各市町村においてもやはり検討しているところであ

ります。 
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ただ、そうした中でどのようなことをしていかなければいけないかという部分になるかと

思います。やはり、参加していただいている方々に気持ち良く参加していただき、来年も来

たいと思えるような大会にしていかなければならないと考えております。一つには、選手の

皆さんをいろいろな面でサポートしていただいているボランティアの確保が必要であります

けれども、やはりボランティアの方々も楽しんでイベントに参加、協力をしていただけるよ

うにしていかなければいけません。また、協力していただける企業や団体の協力依頼を今後、

町の課題としては引き続き行っていかないといけないと思っております。 

そうした部分で今後の課題という部分では、やはり一つにはボランティアの減少等、そう

いう部分がありますので、さらにボランティアの協力を依頼していく部分が重要であると思

います。マラソンの部分でありますけれども、やはり一つ、先ほど話した特色ある大会、そ

うした部分では完走時間の延長を現在行っておりまして、５時間半にマラソンは行っており

ます。また、このマラソン大会につきましては、洞爺湖町においてはオールドボーイという

大会が最初の始まりでありまして、そうした部分では高齢者賞の受賞という部分で60歳以上

の受賞を70歳へ、また女子につきましては50歳を60歳という形での高齢の方も受賞も今回入

れさせていただいているところであります。 

今後行っていく対策の部分でございます。一つにはインバウンドへのエントリーというの

を今後、力を入れてまいりたいと思っております。外国人向けのスポーツイベントを紹介す

るホームページ等で参加を募集してまいりたいと思っております。来年になりますけれども、

春には道内にある領事館への参加の呼びかけを行うとともに、ＳＮＳ等で本国の方々に紹介

していただけるよう呼びかけるところであります。 

また、財源の確保の部分でございますけれども、参加者へのホスピタリティの充実を図る

という面からも12月からクラウドファンディングを立ち上げ、募金を募り、参加者への満足

度を上げていくとともに、財源の確保を行っていくこととしております。この三つの大会に

おきましては、洞爺湖町においてやはり重要な大会と考えておりますし、事務局の立場とし

てボランティアの方々に快く参加していただけるような大会に今後目指していきたいと思っ

ているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 各イベントに対しての町の考え方、今お聞きしたのですけれども、

本当にこの各大会は先ほど答弁があったように、交流人口の増、または健康増進、そして大

会に参加された選手の方々が快く、そして気持ち良くこの大会に参加して、そして終わって

いただけるような、そういった環境づくりもしっかり考えていくというような答弁でござい

ました。私もそのとおりだと思いますし、いろいろな形で今後、この各３大会について取り

組みをしていくということなので、ぜひその辺しっかりボランティアの方々の協力、または

確保といった部分を考えながら、また各大会に参加される方々の良い評判、良い環境で参加

された方々が終わるというような、そういったことの大会になることを思っております。ぜ

ひ、そういった取り組みをしながらこの大会に向かって頑張って進めていっていただきたい
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なと思います。 

  それでは次に、（２）の今年度の農業は大変厳しい状況にあるが、今後の対応をどのよう

に考えているのかということで、質問にいきたいなと思っております。 

  今年の農業においては、気象状況が非常に厳しく、個人差はあるわけなのですけれども、

農業者にとって、近年にないと言ってもいいほど厳しい年になっているのかが現状かと思い

ますし、そういった声が多く聞かれております。特に根菜類、豆などでの品質低下、また収

量などの減などから、そういったものが厳しいという現状に至っているのではないかなと思

います。 

まず初めに、町として被害の状況の認識と、これらに対する今後の対応策というものも考

えながら、現時点で取り組みが進んでいるのかどうか、まずその１点をお聞きしたいなと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 本年度は、春先から長雨、日照不足、６月中旬以降の長雨、

８月中旬の低温と日照不足、９月５日の台風通過など、気候変動が大きい状況が続きました。

そのため、農産物の生育が大きく影響を与え、収量や品質の低下を招きまして、農業経営は

大変厳しい状況にあると認識しているところでございます。農業共済組合では、農業者が不

慮の事故によって受けることのある損失を補塡して、農業経営の安定を図り、農業生産力の

発展に資することを目的に、各種共済事業を実施しているところでございます。平成31年１

月より、既存の共済制度に加えまして、収入保険制度が始まります。既存の共済制度では作

物ごとに加入する制度でございまして、経営全体の所得補償にはなっておりません。収入保

険制度はさまざまなリスクから農業経営を守るために、自然災害や病害虫などによる収入減

少、市場価格の低下など、全ての農産物を対象に収入減少を補塡する制度となっております。 

  しかし、加入する際に、さまざまな書類の提出が必要となっております。また、新たに始

まる制度のため、農業者の方々の理解が不十分でもありますので、農業共済組合とも連携を

図りながら、制度内容の周知に当た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） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁の中で、大変厳しい状況は把握しているのだということの

答弁で、また収入保険制度ですか、新たな制度、来年からこの制度が新たにできるというこ

とで、この保険制度、私も承知しているところなのですけれども、ただこの収入保険制度の

関係でいえば、なかなか中身を理解できない、また農業者の方々もどうしても農繁期の忙し

い時期の加入の推進だったものですから、しっかりとした話ができない、そういった中で収

入保険制度というものの理解がまだまだされていないような気がします。現段階では、加入

者も少ないというお話も聞かれますし、本当に先ほどからお話しするように制度の仕組みが

わかっていない部分、やはり町としてもそういった部分をしっかり理解していただくような

形のものをこれからも積極的に、共済組合と連携を図りながらとっていただきたいなと思い

ます。 
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ただ、やはり共済制度に私は頼らないような強い農業への振興対策、また施策というもの

も考えていかなければいけないのではないかなと思っております。農業者は常に自然との闘

いであって、どうにもならないというような状況と現場になることが数多くあります。特に

ここ近年、台風、またゲリラ豪雨などの災害が農業者を悩ませている状況でございますけれ

ども、自然災害の多発する中で打開策、対応策というものをしっかり考えていかなければい

けないのかなと思っておりますけれども、その辺、町として考えられるような対策というも

のがありましたらお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 自然災害の影響を最小限に食い止めるためにも現在、調査を

実施しております国営大原かんがい排水事業、大原２期地区や道営土地改良事業の実施を計

画しているところでございます。農作業の省力化を図るための圃場の大区画化やゲリラ豪雨、

干ばつ等の異常気象に対する農地の排水性の向上を図るための暗渠排水、必要な時期に確実

な用水の供給するための農業生産基盤の整備を実施し、良好な営農条件を備えた農地、農業

用排水を確保してまいりたいと考えております。そのことで、自然災害を最小限に食い止め

る対応が可能となりまして、生産性の向上や高品質、高収益な作物の生産拡大を図り、農業

経営の安定化を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

  また、事業費に対する受益者負担の財政支援でありますパワーアップ事業などの農家負担

軽減対策についても進めてまいりたいと考えております。さらに、クリーン農業の実践によ

り、適正な施肥を行うために土壌分析を実施しております。必要な肥料、農薬の散布時期や

散布量の目安となる精度の高い分析結果の提供に努め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） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、答弁があったのですけれども、いろいろな形でその事業を取り

組んだ中で、この自然に対する対策というものを今後考えていきたいのだということで、そ

れはもちろんやっていただけると、農業者のほうでは大変助かることだと思います。 

  あと、ただいろいろな自然災害、全てがこれで対応できるというものではないかなと思い

ます。やはり、農業振興課としても農業者の方々のいろいろな声を聞いて、そういった違っ

た角度からの対策、または支援というものもあれば随時しっかりと捉えて行っていっていた

だきたいなと思いますし、また道営なり国営の事業の中で、パワーアップ事業を取り入れた

中で支援策と、金銭面での支援策というのも農業者にとってはありがたい部分なのかなと思

います。大きなこの事業になります。しっかりと重要性を認識した中で捉えて、やはり良

かったなと言われるような事業にしていただきたいなと思います。 

  それでは次に、（３）のホタテ養殖の今年の状況と漁業の課題・対策は、の質問にいきた

いと思います。まず初めに、ホタテ養殖の今年の現状というものをお聞きしたいと思います。 

○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） まず、今年のホタテ貝の状況でございます。平年ですと



- 23 - 

4,000トン前後の水揚げがありますけれども、大量へい死により広域合併以来、過去最低で

ありました平成28年度の水揚げ数量の1,300トンをさらに下回り、1,000トン弱程度の水揚げ

になるのではないかと予想されております。これは、昨年の稚貝の不作によりまして、今年

の春先の耳吊り本数が減少したもので、特に変形等が深刻でありました18漁家については猿

払村漁業より稚貝を200万流ほど購入しまして、耳吊りを行ったという状況でありました。 

  これから本格的な出荷が始まりますけれども、少ない上にへい死も進行している状況であ

るというような状況でございます。また、価格についてですけれども、平成28年度の平均単

価でございますが、これは二年貝でございますが、キロ当たり522円に対しまして、ことし

は250円程度で推移するのではないかというような予想がされております。 

  養殖漁家の経営はかなり厳しい状況となってございます。さらに追い打ちをかけるように、

今年は来年の耳吊り用のための本分散の稚貝に大量へい死が発生しまして、特に深刻な９漁

家は興部町の沙留漁協より種網１万3,500かご、約700万流を購入して、本分散を行ったとい

うような状況でございます。また、これだけでは足りなくて、個人で知り合いなどに頼んで、

また相当数稚貝が搬入されているような状況でございます。お金をかけて、これらの対策を

したにもかかわらず、今後もへい死が続くことが予想されることから、漁業者は大変不安を

抱いているというような状況でございます。以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、ホタテ養殖の今年の状況をお伺いしたのですけれども、数字的

なものでいくと大変厳しい年なのではないかなと、このように私、今感じているところなの

ですけれども、収穫トン数も1,000トン、そして価格もやはり250円ということで、キロ当た

りですね、250円ということで、平成28年度から比べたら半分以下というような価格になっ

ておりますし、さらに稚貝がとれないといったような状況の中で、やはりこれは本当に漁業

者においては大変厳しい状況、またはこれから先の水揚げになるのでしょうけれども、そう

いった状況が現実としてある中で、今後の漁業に対しての課題なり対応策、施策というもの、

もしあればお聞きしたいなと思います。 

○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） 漁業の課題についてなのですけれども、ホタテ貝養殖に関し

ましては、やはりへい死の原因究明が最重要課題となっております。これは漁業者も大変望

んでいることでございます。それで、現在も引き続き試験研究機関におきまして、いろいろ

な調査を行っております。貧酸素、高水温、それから淡水流入や時化による振動、ぶつかり

合い、また殻の絡み合いですとか、それから本分散の作業の遅れや本分散後のかご内のホタ

テ貝の密度ですとか。それから、耳吊りを行う時期など、あらゆるへい死の可能性について

今現在、調査を行っているところなのですけれども、そのほかにも多くの調査、分析を行っ

ておりますけれども、まだ直接的な原因究明がされていないというようなことでございます。

漁業者が一番望んでいる、今何とかこの究明をして、何とか活気のある浜に戻してほしいと

いうことでの要望もございますので、早急に原因究明をされるように進めてまいりたいと、
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要望してまいりたいというふうに思っております。 

  あと、そのほかの魚種の課題もございまして、これは価格安の解消でございます。これは

魚類に関しましては市場の統合により仲買をまず１カ所に集めて競争を図ることによって、

単価安の解消を図るということが必要であるということから現在、計画の詰めを行っている

という状況でございます。これについても今現在、見守っているような状況でございます。

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） やはりそういったことで、稚貝のへい死に関して、やはりこれから

課題としていろいろな研究機関でどうなっているのかということを今、調べているという状

況ですので、しっかりとその状況を町としても見ながら、漁業者に対しての対応をよろしく

お願いしたいのと、大変厳しい状況の中で、町としても今後、考えられるような対策、また

は支援等も含めて、しっかりと進めていっていただきたいなと、このように思います。 

  次に、（４）の道の駅あぷた、とうや湖、そしてとうや水の駅の各施設の整備等をどのよ

うに考えているかということの質問に行きたいなと思います。 

  各施設の整備では、利用者からの声、また施設の手狭さなどから、さまざまな声があるか

と思います。道の駅あぷた、とうや湖、そしてとうや水の駅の今後の整備の考え方をお聞き

したいと思います。 

○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） 道の駅あぷたについてでございます。道の駅あぷたも平成16

年度にアイヌ農林漁業対策事業によりまして、平成17年８月10日に道内で91番目の道の駅と

して登録がされております。整備してから既に13年が経過をしておりまして、その間にもほ

かの町、道内にも30以上の新たな道の駅が誕生して、現在では全道で122もの道の駅が整備

されているというような状況でございます。施設の整備でございますけれども、これは今ま

でも必要な修繕工事等についてはその都度、要望に従って行ってまいりましたけれども、出

店者からはその都度の工事ではなく、建物の新築についても要望するような声が出されてい

たということも事実でございまして、このため施設整備の可能性について今年度、いろいろ

と検討を行ってまいりました。それで、現状の土地の中では、整備が難しいというような面

もございまして、隣接する土地の取得を前提に施設周辺の土地の利用状況や町道の形状、施

設内の町道の形状ですとか、それから国道との取り付け状況、また駐車場の整備ですとか施

設の増築、新設なども含めて全体像を描きまして、必要な土地の取得について、土地所有者

と交渉を行ってきたところでございますが、土地の取得が難しいというような状況になった

ことから今後、新たに利用者の意見も伺いながら、良い方法がないか、再度検討をしていか

なければならないというふうに考えております。 

  それから、道の駅とうや湖でございます。道の駅とうや湖につきましては、これも平成19

年に地場産品直売施設整備事業によりまして整備をし、平成20年４月17日に道内で104番目

の道の駅として登録をされ、10年が経過をいたしました。その間、利用上の問題点などにつ
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いても確認を行ってまいりましたけれども、いろいろと使いづらい面ですとか、必要な施設

等についても意見を伺いながら、計画を立て実施をしております。これまでにも風除室やト

イレの水洗化などを行ってまいりましたが、今後は現在、要望が出されております駐車場の

増設、それから厨房や食堂、事務所の整備など、年次計画を立てて順次、整備を行っていき

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） 庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 洞爺地区にございますとうや水の駅についてでございます。この

施設は、施設建設から15年程度経過しておりまして、施設整備の老朽化が散見されていまし

たことから、洞爺まちづくり観光協会や施設使用者と毎年度協議を行っているところでござ

います。その中で、平成29年度におきましては、大型水槽の撤去、事務所の一部改修、冷蔵

ショーケース整備の補助、平成30年度には通用口２連引き違いドアの改修などをこれまで実

施してきたところでございます。 

  今後につきましては、以前から懸案でありました施設１階の暖房向上に係る整備及び施設

外部改修などを考えてございますが、多額の費用が見込まれますことから財政担当課などと

十分に協議をした上で、施設整備に進めてまいり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） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 各施設においては、各施設の運営をされている方々から、施設を

使っていく中でいろいろな要望等、改善策等など出ているかなと思って聞いておりました。

やはり使いづらい、またはこういったものになってほしいということから、そういった整備

について要望が上がってきているのだろうと思いますし、道の駅、また水の駅においてはや

はり町の中核となる、そういった施設になってくる。各国道の中心にあったり、市街の中心

にあったりということで、やはり洞爺湖町を発信する上でこの道の駅、水の駅というものは

大切な施設だなと自分は思っております。ただ、やはり財政上の関係から、なかなかいろい

ろな整備ができない、また要望に応えられないということも私は重々わかるわけなのですけ

れども、やはりしっかりとした年次計画、そういったものをもって取り組むべきだと思いま

す。何年も前からこういった要望が出ているのだけれども、この要望ってどうなのだろうと

いうような声も聞かれます。しっかり出てきた要望に対して、年次的に、長期的に、計画的

に取り組んでいくということが私は大事だと思いますし、今すぐやれということではないと

は思って聞いております。その辺をしっかり今後捉えていっていただきたいなと思っており

ます。 

  各施設の運営されている方々の声を十分理解していただいて、今後の整備に努めていただ

きたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） ３点目は午後からにしたいと思いますがよろしいですか。 

○１２番（大西 智君） はい。 

○議長（佐々木良一君） それでは、ここで暫時休憩をいたします。大西議員の質問は午後１
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時からといたします。 

（午前１１時５３分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 昼前に続き、一般質問を続けさせていただきたいと思います。 

３番目の件名に、まちづくりの施策についてということの質問をさせていただきたいなと

思っております。その中で（１）番目の虻田本町地区のインフラ整備の進捗状況と今後の整

備の対策についての質問をさせていただきます。まず初めに、インフラ整備の中でも今回は、

町道と上水道の関係での質問をさせていただきたいと思います。 

  まず初めに町道関係なのですけれども、本町地区の町道の現段階での整備状況をお聞きし

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 本町地区の道路整備についてでございます。議員もご承知のと

おり本年度より着手してございます。今年度の整備状況でございますが、本町１区、２区を

中心に本町１号線から６号線という縦通りを延長が520メートルございまして、その整備。

それから、虻田市街大通り線と言いまして、一番太い道路ですね。それから浜通り線、これ

が470メートル改良してございます。現在の状況でございますが、１工区の本町１号線から

６号線の工事につきましては11月末に完成してございまして、２工区の大通り線と、それか

ら浜通り線につきましては３月末の完了を目指して工事を進めているところでございます。

事業費は合わせまして、おおむね4,400万円ほどでございます。以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今の答弁の中では、順調に整備が進んでいるというような答弁だっ

たかと思います。虻田本町地区においては、町道の整備が本格的に始まったのが今年で、

近々ではあまりなかったかなと思っております。どちらかといえば整備が遅れた中で、本当

に本格的に始まったのが今年度からかなと思っています。町民の生活の道でもあるわけであ

りまして、今後とも年次的に、長期的に整備をしていくべきと私は思っておりますけれども、

その考えなり、計画というものはもっているかお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 今後の計画でございますが、実は来年からも予定をしてござい

まして、本町３区、４区の町道を来年予定してございますし、それ以降につきましても平成

32年度以降に高砂地区の７区、８区の道路整備を考えてございますし、清水地区も含めて計

画を進めたいと考えているところでもございます。 

  また、そのほかに本町地区の事業といたしまして、町道青葉三豊線の道路改良事業や、そ
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れから入江地区の道路整備についても取り進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 計画的に検討されていくと、検討されているということなので、

しっかりとその計画に沿って進めていっていただきたいなと思いますし、先ほども質問の中

でお話させてもらいましたけれども、本当に町民の生活にかかわる部分での道ですので、整

備がされていない部分はきちんと整備をしていく、また年次的に、長期的にしっかりと進め

てもらいたいなと、このように思います。 

  次に、上水道整備、また漏水対策についてお聞きしたいと思います。 

  上水道の漏水対策は毎年漏水調査、または管の布設替えなどで事業を進められているわけ

ですけれども、大変漏水の部分が多いということでの指摘もございます。今後、漏水対策で

考えられる布設替えの総延長の距離という部分ですね。考えられる部分で良いのですけれど

も、どの程度あるのかまずお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 水道老朽管の布設替え計画についてでございます。 

  これまでの水道管の布設替えの実績でございますが、上水道につきましては平成20年度か

ら平成30年度までの11年間において約4,700メートル実施しております。主に洞爺湖温泉の

中央通り及び眺湖通りの改良工事に伴う布施替え工事、ほかにインター通り改良工事に伴う

布施替え工事、入江本町及び青葉地区の老朽管布施替え工事でございます。簡易水道につき

ましては、平成26年度から平成29年度までの４年間で約1,130メートル実施しております。

主に洞爺及び財田地区の老朽管布施替え工事でございます。 

  今後の計画につきましては、平成31年度から６年間で清水地区約1,170メートル、洞爺及

び大原地区で約1,000メートル管の布施替えを計画しております。また、今後水道管の法定

耐用年数40年を超える管路の増加や、赤面管の布施替え等も財政状況を勘案しながら実施し

ていかなければならないと考えています。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今お聞きすると、今後考えられる総距離数が約2,200メートルくら

いかなと思って聞いておりましたけれども、かなり老朽化した中で、管から水が漏れると

いったことで、なかなかこの布施替えの事業というか工事が進んでいかない部分、予算の関

係上、財政上の関係上あるのかなと私は思っていますけれども、平成29年度の決算特別委員

会の報告の中でもあったように、有収率の低さというものも指摘されたかなと思います。確

か、有収率で約七十数％だったかと記憶しておりますけれども、全道平均から見ても十数％

低い数値になっているかと思います。有収率を上げる対策というものも今後考えていくべき

かなと思っております。それは管の布施替えという形になるかなと思いますけれども、つく

られた水が約25％近くなくなっているというか、無駄になっているという考え方でいけば、

その分経費を使っているかなと思っております。この有収率にかかわる部分で、単純に使わ
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れていない水にかかる経費という部分が、単純で良いのですけれどもどのくらいになるかと

いうのは計算したことはありますでしょうか。その辺お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 平成29年度における上水道の総排水量は約132万2,000トンご

ざいまして、そのうち収益にならない、無収水量が約33万5,000トンでございます。この水

量に、無収分に対する動力費及び薬品費相当額１トン当たり約23円を掛けると、損失額とし

て約770万円となります。 

  また、簡易水道の総排水量は約23万1,000トンでございまして、そのうち無収水量が約５

万9,000トンございます。この水量に無収分に対する動力費及び薬品費相当額１トン当たり

約3.5円を掛けると、損失額として約80万円となります。以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 有収率での考え方でいくと、これは本当に単純に計算されている部

分かなとは思いますけれども、年間両方合わせて850万円ほどの経費が無駄に使われている

という考え方で良いかなとは思います。これはあくまでも単純なのですけれども。ただ、や

はりそういった経費が無駄に使われないような施策なり対策というものも私は重要な部分な

のかなと思います。財政が厳しい中で、なかなかインフラ対策だということになると前に進

まない部分があるのかなと思いますけれども、しっかりこの850万円という数字を捉えて、

年次的に、長期的に、ある意味施策で有収率を上げる部分、こういったことでの考え方とい

うのはもっていないでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 当町の水道の有収率につきましては、平成29年度は上水道で

74.7％、簡易水道で74.2％でございます。過去５年の平均有収率は上水道で75.4％、簡易水

道で76.1％であり、全道平均の87.8％、全国平均90％と比較すると低い状況でございます。

有収率向上の対策としましては、第一に対処療法的対策として地上漏水の迅速な修理と、地

下漏水の早期発見、修理を中心とした対策でございます。地上漏水の迅速な修理に関しまし

ては、これまでも休日や夜中でも地元工事業者の協力をいただいて、上下水道課職員ととも

にできる限り迅速に対応している状況でございます。また、地下漏水の早期発見につきまし

ては、水道施設の維持管理委託会社及び委託している漏水調査業務の中で対応していますが、

地上に水が出てこない地下漏水に関しては技術的に早期発見が難しいケースもあるのが現状

でございます。 

  第２に、予防的対策として、老朽化した旧排水管の計画的な布施替え等による、漏水を未

然に防止する対策でございます。平成28年度からこれまで漏水が多く発生していた青葉地区

と財田地区から管の布施替え事業に計画に取り組んでおり、今後清水地区、洞爺地区、大原

地区で管の布施替えを計画しております。 

  議員ご指摘のとおり、有収率向上を目的とした老朽管の布施替え事業は、町としても年次

的、長期的に実施していかなければならないと考えてございます。老朽管の布施替えには多
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額の費用を必要としますが、重要なライフラインである水道施設の適正な運営管理とともに

取り組んでまいります。以上です。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） この有収率を上げるためには、やはり布施替えという工事をやって

いかなくてはいけない。ただ、それにおいては財政的な問題もあるかと思います。ただ、や

はりしっかりとした対策、また計画をもってぜひこの有収率を上げるための事業に、これか

らも取り組んでいただきたいなと思います。 

  あと、最後の質問になります。２番目の人口減少が進む中で、今後のまちづくり、未来の

ビジョンをもって町の施策に取り組む思いは、ということでの質問でございます。 

  人口減少、また町の未来のビジョンなども平成29年度に第２期まちづくり総合計画、また

は実施計画を策定し、新町誕生から10年間を検証しながら財政的な裏付けをもって５年間の

計画として取りまとめながら、計画の実施に向けて取り組むものと思っております。ただ、

洞爺湖町の人口も8,840人台になりました。これからも確実に人口減少が進むことが予想さ

れるわけでございまして、これからのまちづくりの重要な課題になるとともに、人口減少幅

をいかに少なくするか、またその施策を早急に講じるべきと思っております。町の未来のビ

ジョンは重要かと思っています。10年後、20年後の洞爺湖町がどのようになっているのか、

またどのようにしていくのか、これから若い世代がこの町で夢をもってこのまちづくりに、

夢を持てるようなこのまちづくりにしていかなければならないと思っております。人口減少、

また町の未来のビジョンを具体的な施策として今、考えている思いがあればお聞きしたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 人口減少に対する町の取り組みでございますけれども、初め

に洞爺湖町の人口減少の推移につきましては、洞爺湖町人口ビジョン策定時において2040年

で5,340人、2060年では3,090人と推計しており、この人口減少を2040年で6,852人、2060年

では5,493人までその減少幅を抑制する目標を設定しており、人口減少の改善に向け、総合

戦略を策定し、この目標達成のために地域の創生を進めているところでございます。 

この課題に向けた町の具体的な取り組みといたしましては、合計特殊出生率の上昇に向け、

出産祝い金支給事業、乳幼児等医療費助成事業として中学生までの医療費無料拡大、インフ

ルエンザ予防接種の助成事業、地域食堂、地域未来塾など、子育て支援事業を実施しており

ます。創業支援と販路開拓ではチャレンジショップ事業、産業振興関連事業、ジオパーク広

域連携事業を実施しております。移住・定住促進といたしましては、ワンストップ窓口の設

置、住宅リフォーム支援事業、子育て支援住宅改修事業、定住促進住宅整備事業、空き家バ

ンク事業などソフト面、ハード面からその対策を実施しております。 

  このように、町の賑わいの創出による新たな仕事の創出、賑わいと連動させる各産業との

連携、仕事と移住を連動させた住宅施策や子育て施策の充実による定住促進により、町全体

の経済の好循環を生むよう取り組みを進めているところでございます。 



- 30 - 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、答弁いただいたのですけれども、真屋町長のこの人口減少に対

する町の施策、また未来に対する町の思い、そういったものをぜひお聞きしたいと思うので

すけれども。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 人口減少問題、これはもう本当にどこの自治体も深刻な今、状況にお

かれているかなというふうに思っております。特に、私どもの町も自然増減でいきますと、

年間で生まれてくる子供の数が40人弱と、それに比例して高齢、または病気で亡くなってい

かれる方が年間に150から170、多いときには180、190といらっしゃる。これだけを考えると

非常に人口減少に歯止めがかからないという状況がございます。そんな中、社会増減におき

ましては、今までは噴火災害というのがありまして、噴火するたびに人口が減少していくと

いう傾向がございましたけれども、何とか今、社会増減がプラスマイナスゼロ近くになって

きた。これを何とか社会増減で増やしていくようなことをやはり考えていかなければならな

いだろう。町の施策といたしまして、私どもの町には農業、漁業がございます。おかげさま

で農業のほうについては後継者の方が帰ってきていただいている。漁業は今ちょっと苦戦を

している状況がございますが、ただ一番大きな産業形態であります観光産業、こちらのほう

につきましては非常に今までの成果、努力が実を結んできているかなということでございま

して、昨年目標でありました年間70万人を超える宿泊者があった。今年度も全国各地で自然

災害、あるいは胆振東部におきましても北海道でも大きな地震災害がありましたけれども、

何とか今年も70万人台を確保できるよう、ただいま観光関係者が努力しているところでござ

います。 

  そんな中、私どもの地域はビジョンでもお示ししておりますが、観光産業を中心、また私

どもの地域には洞爺地区、あるいは虻田地区のほうにおいて大きな総合病院もございます。

また、虻田地区においては個人病院もそこそこあるかなという感がいたしますが、こちらの

ほうとの連携、さらには福祉事業、こちらのほうにつきましてもただいま洞爺地区のほうに

大きな特別養護老人ホームですとか、あるいはデイサービス的な施設が建設をされておりま

した、ここ数年。そのほかに、また大きな施設ができるかもしれないという今、お話もござ

います。そんなことから、観光産業を一つのメインとし、そして医療、福祉の事業をこの大

きな二つをツインタワーとして町の将来像を描いていかなければならないだろう。ここには、

観光産業に関しましてはジオパーク、あるいは世界遺産認定を今、目指しております北海道

北東北縄文遺跡群、これらのもので何とか関係人口を増やしていきたいと。さらには、医療、

福祉のほうにおきましては、そこの入られる、入所していただく方々の人口増もそうでござ

いますけれども、そこで働く方々、もちろん事務員、介護員、いろいろな方々がいらっしゃ

ろうかと思いますけれども、それらの人口増につなげていって、何とか人口の減少に歯止め

がかけられればというふうにも思っております。ただ、それらをするためには、生かしてい

くためにはやはり基盤整備も当然していかなければならないだろうというふうに思っており
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まして、公営住宅につきましては今のところ若干の空きが出てきているという状況もござい

ますが、そこで働く多くの方々は生産人口、いわゆる若い方々がその介護、あるいは事務職

員として入ってくるであろう、となれば、低家賃で入れるような、例えば単身住宅の建設

等々も含めて、総合的、トータル的にまちづくりを進めていかなければならないだろうとい

うふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） 12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） これで、12番大西議員の質問を終わります。 

  次に、４番今野議員の質問を許します。 

  ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私は学校給食の無料化について質問させていただきます。 

  今回の質問に介して、学校給食法や食育基本法など学ばせてもらいました。それを知れば

知るほど、学校給食の大切さが身に染みてわかるような思いでした。昭和29年に学校給食法

が公布され、施行され、給食が広がり、平成17年に食育基本法が参議院、衆議院、両議院と

も全会一致で採決されました、可決されました。成立の背景には、栄養の偏り、一人で食べ

る個食や不規則な食事、肥満や過度の痩身、生活習慣病、食の海外依存などによる安全問題

など、国民全体の健康のため、少子高齢化時代にあっては国民の健康保持、増進、それの中

心になるのは食育にあると言えます。学校給食は、単に昼食を提供すればいいというもので

は済まされないということが私の考えです。学校給食の重要性をどのように捉えていますか。

お聞かせください。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず議員もご承知のとおり、今お話しがあったとおり、学校給食

につきましては平成29年法律で改正された学校給食法に基づき今現在、実施しているという

状況でございます。この法律の第１条に法律の目的が書かれてございますが、これを読ませ

ていただきますが、「この法律は、学校給食は児童及び生徒の心身の健全な発達に資するも

のであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割

を果たすものであることを鑑み、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に

関し、必要な事項を定めもって学校給食の普及及び学校における食育の推進を図ることを目

的とする」とございます。また、平成29年４月には、法律改正では「食に関する正しい理解

と適切な判断力を養う」点が盛り込まれ、またいわゆるこの食育を重要視する観点から、そ

の推進も新たに盛り込まれてございます。学校給食法に定める法律の養成の重要性を認識し

て、学校給食の目標の達成に向け、栄養教諭を中心として取り組んでいるところでございま

して、さらには貧困問題など経済的面からも学校給食の重要性を認識しているところでござ

います。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 今年、少年の主張で最優秀賞、北海道知事賞を受賞しました洞爺中学
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校３年の毛利郁也さん、「命の給食」。これは読んでいて、本当に食育の重要性が全て書か

れているのではないかと思うような立派な文章でした。給食のすばらしさ、生きていく上で

大切なこととして、読んでいて心が温まる思いでした。その諸先生や学校、給食センターの

皆さん、土地の皆さんなどの中で、給食がまさに生きた教材として活用されているのが目に

見えるようでした。学校教育の基礎となるべき生きる基本が食育である、学校教育の一環と

して行われていることなのです。 

  また、日本は家庭における子供の教育費の負担、その割合が国際経済的全般で協議する国

際機関であるＯＥＣＤ諸国の中で一番大きく、子育ての費用イコール教育費と考える人も少

なくありません。もちろん高校や大学といった授業料や入学金、そういうものが大きいもの

ですが、小中学校でも制服代、教材、修学旅行やＰＴＡ会費、給食、ほかにも諸々が挙げら

れます。その中でやりくりしている保護者の方に、主に負担を重くする、なおも重くする、

こういうのは学校給食費の値上げをなぜ今、出そうとしているのですか。値上げの理由を説

明してください。 

  また、値上げを今、出してきたというこの時期を説明してください。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 洞爺湖町の学校給食は平成21年度に改定以来、10年間給食費を据

え置いてございます。この間、平成26年の消費税の８％の引き上げや食材単価の値上がりの

影響を受けながらも、国産品を基本として食材の調達と地場産品の積極的な活用を行い、献

立内容の工夫や近隣町との共同購入などを通し、栄養価を満たしながら安全・安心な給食提

供に努めてきたところでございます。 

  しかしながら、現行給食費のままでは国が示している学校給食実施基準を確保し、献立の

質、栄養価を維持していくのは困難な状況であることから、虻田給食センター学校給食運営

委員会、並びに洞爺給食センター学校給食運営委員会の両委員会へ給食費の改定について諮

問し、改定に当たっての考え方や改定額の算出方法などもお示ししながら審議をいただきま

した。11月28日に両委員会委員長連名により、諮問どおりの改定額で答申をいただいたとこ

ろでございます。 

  なお、審議に際し、お示しした改定に当たっての考え方でございますけれども４点ござい

ます。１点目が給食内容の充実として、給食内容の充実を図り、魅力ある給食を提供するよ

うに努める。２点目として地場産品の活用として、これまで同様に国産食材を原則とし、地

場産品についても積極的に活用する。３点目が食材単価変動への対応として、食材単価に変

動がある場合は、副食の材料で調整することを原則とする。４つ目として、新給食費の期間

として、新給食費は平成31年４月から５年間継続する。ただし、食材単価に副食材料で調整

できない大幅な変動があった場合はこの限りでないということが、４点をまずお示ししまし

た。 

  また、改定の算出方法として３点お示ししたところでございます。１点目は副食費の回復

でございます。前回改定時、これは平成21年度でございますけれども、同内容の給食提供を
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基本とし、これまでの副食費へのしわ寄せ分を回復させる。２点目でございます。物価動向

の反映として、新給食費は５年間を予定していることから、一定程度の物価上昇分を反映さ

せる。３点目でございます。近隣市町との均衡として、近隣市町との均衡も考慮しながら、

保護者負担の増加を極力抑えることを検討ということとして、この３点ということで改定の

算出方法をお示しをしたところでございます。 

なお、小学校におきましては給食費の新給食費案として１食260円、現行245円でございま

すので、15円の増で増減率6.1％の増。また、中学校におきましては新給食費案300円で、現

行が285円でございますので15円の増で5.3％の増ということで、この数字もお示ししました。

また、参考として、年間増加額としまして小中学校ともに年2,850円の増ということで、こ

れにつきましては190食ということで影響額ということでお示ししたということで、各学校、

学年によって食数は変わるので影響額も増減するというようなことでのお示しをしたという

内容になっているところでございます。以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） この諮問の中で、保護者の方々の理解は得られているのでしょうか。

また、保護者の方々にアンケートをお願いしたということですが、そのアンケートの結果を

どのように受け止めておられますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） アンケートということで、給食に対するご意見をお寄せください

ということで、今回の改定に合わせていただきました。それで、意見そのものはそんなに多

くはなかったのですが、まず意見としては10年間据え置いているということで、おおむねそ

れは仕方がないのではないかということがありましたので、一定程度今回の値上がりについ

ては理解をしていただいて、全てとは申し上げませんけれども、一定程度理解をいただいた

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） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） ちょっと補足をさせていただきたいと思います。保護者の皆さんに

は今回の諮問に当たりまして、15円という額を保護者の皆さんにもお知らせしまして、それ

で意見をお寄せくださいという形で集計させていただきました。全体では20件強くらいの意

見をいただきました。その中で８割程度は仕方ないという部分、今までこの期間上げていな

いのは逆に不思議だという意見もございましたし、一方で反対意見も何件かございました。

ただ、その反対意見につきましては、やっぱり制度自体がなかなか理解していただけていな

いという部分がほとんどかなというふうに私ども理解してございます。そういう部分では、

しっかりと説明していくことにより、理解いただけるものと思ってございます。 

  今回、いただいた意見、本当に参考にさせていただいていると思ってございます。運営委

員会につきましてはＰＴＡの代表の方、それから学校の代表の方を中心に進めさせていただ

いておりまして、委員会の中で反対の意見は全くございませんでした。そういうことも含め

ていきますと、保護者からの意見がなかったという部分については、積極的ではないとは思
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いますけれども、ある程度仕方ないという意見というふうに私どもとしては捉えさせていた

だいているというところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私もアンケートを読ませていただきました。その中では、14件回答が

確かありました。「値上げ賛成です」、「値上げは当然です」といった賛成意見４件。「納

得がいかない」、「理由がわからない」が３件。残りの７件は「まあ仕方ないな」という感

じの意見でした。この結果をどう捉えるか。その仕方がないというのはもう値上げをしても

いいよというのと、それから当然と言った人の４件と７を足して11件が賛成。そして残りの

３件が反対というふうにとるのかなと私はそのアンケートの中では捉えています。 

でも、このアンケートで賛成ととれるその11件には、いずれも物価が上がっている、物価

が上がっているから仕方がないというような、そういうものが陰にあるわけですよ。事実、

消費税が５％から８％になり、当然物価が上がっています。そして、それを据え置いてくれ

ています。今度は、その消費税を８％から10％に上げようとしています。今度の８％から

10％の消費税は、食材には８％ということを言われます、今度の消費税にかけられる。それ

ですが、その食材と仕入れるまでの過程に、既に消費税はかかってきています。もちろん運

搬費もかかってきています。人件費もかかってきています。そういうのを含めて、一応食材

として今、取り上げています。その食材に消費税はかかっています。単価も上がっていると

いうこと、まあ、それらを考えると仕方ない、給食があるだけでも本当に助かる、だから反

対とは言えないよねとつい思ってしまいます。それでも、給食センターではこの物価が上

がっている状況で一生懸命やりくりし、栄養素やカロリー、学校給食摂取基準をクリアして

きています。なおかつ、汁物１、おかずが１の一汁一菜が多い中、一汁二菜を心がけて、ぎ

りぎりのところですが頑張ってくれています。ですから、食材費の増額はセンターにとって

も、給食の内容が改善されるなら、子供たちにとってもうれしいことです。食材費の増額は

よいと思います。でも、給食一つでも物価が上がって大変なのですから、家庭ではもっと大

変です。食事だけではないのです、家庭では。ほかの靴を買ったり、お洋服を買ったり、洗

剤を買ったり、全てのものを予算していかなければならない。もう家庭ではもっともっと大

変なことになっていると思います。 

  学校給食費、これは家庭の支出比率から見てもとても大きく、少子化に拍車をかけていく

ようなものとなります。この負担を保護者に負わせていること、その上、値上がりにより

もっと負担を重くする、それが当然と考えられていますか。なお、新たな給食費について、

経済の大きな変動がない場合、５年継続すべきと判断します、とあります。では、来年もし

災害で経済に大きなダメージがあったとするならば、また来年値上げすることになりますか。

そのようなときは住民の皆さん、もちろん保護者の皆さんもとても苦しいときではないで

しょうか。まさに子育て世代にとっては追い打ちをかけるような状態にほかなりません。こ

の点についてお考えを聞きたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 
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○教育次長（天野英樹君） 保護者の負担を当然と考えているかというようなご質問だったか

と思いますけれども、当然と言いますか、学校を運営している中で一定程度のご負担を保護

者にいただくというのは、これはもう全て無料といくわけにはございませんので、一定程度

負担していただくということでこれまでも当然そうしていただいているところでございます

ので、先ほど申し上げたとおり、10年間値上げも、もう給食センターでしっかりと工夫を重

ねて重ねて重ねて、10年間頑張ってきたと。しかし、もうここまで限界が来たということで

ございますので、保護者の皆様にお願いをするということでございますので、決して当然で

あるとか、そんな思いをもって今回、給食費の改定の諮問をしたわけではございませんので、

そこはまずご理解をいただきたいと思います。 

  それから、物価は上がったり、来年大災害が起きたらどうするのだということでございま

すけれども、それは当然、今年の胆振東部大地震みたいな大きなことがあれば、当然いろい

ろなことを考えてあげないと、それはどんなことがあっても給食費を徴収するのだというこ

とになっていきますと、それは行政ではなくて鬼でございますので、そんなことは当然考え

ていることではございませんので、それは時々の状況に応じて、それは考えていくべきもの

と、また過程の話でございますから、そういうことは考えて、そういう事象があってはなら

ないと当然願っていますけれども、それは時々のことで考えていくことなのだろうというふ

うに考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） その時々に考えるということは、このなおかつ学校給食において、給

食費について、経済の大きな変動がない場合、５年継続すべきと判断するという事項はどう

なりますか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 今回、５年という話に一応予定させていただいたのは、前回が21年

に上げて、それから10年間上げていないということがございます。そういう中で、一定の期

間を区切ってしっかりと検証していくべきではないかという判断から今回５年というふうに

させていただいたものでございます。 

その中で、ただ経済の状況というのはなかなか見えないものがございますので、その中で

また物価が異常に上がったとか、そういう場合についてはまたちょっと考えさせてください

という意味のことでございますので、そういうふうにご理解いただければなというふうに

思っております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） また、保護者の方に負担してもらう、その法的な根拠というのは何で

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 学校給食費の法的根拠でございますけれども、学校給食法というの

が法律、ございます。その第11条に書いてあるのですけれども、食料材料費ですね、それを
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除くもの、施設整備から修繕費であったり、人件費であったり光熱費等、これについては設

置者が行いなさいと。そういうことで、食料材料費については保護者負担で良いですよとい

う話になって、保護者負担が基本ですと。ただし、保護者の負担を軽減するために、設置者

が学校給食費を予算に計上して、保護者に補助すること自体は禁止しているものではないと

いうことで、そういうところから全国的には給食費の無償化であったり一部助成というのが

行われているところがあるかというふうには理解しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） まさに、この法律は給食の経費の負担関係を表すものであって、保護

者の負担を軽減するために設置者がそれを補助、予算上に計上したり、保護者に補助するこ

とを禁止した趣旨のものではないということは言われています。私は、義務教育の中で大き

な負担を占めている学校給食、これを無料化に実現させるべきだと思っています。これは、

負担の大きさだけではありません。学校給食には食育基本法に示されているような、本当に

最初の話したことでもありますけれども、大事さが話したことでもありますが、本当に大き

な意味を持つものです。食育には国民の健康に厚生労働省が、また学校における食に関する

指導、これは文部科学省が、また、消費者の食育改善や食の安全・安心に対する理解を深め

ることに関しては農林水産省が、そういうなどと12の省庁がまたがっている法律です。この

食育基本法の前文として、食育を生きる上での基本であると位置づけています。また、食育

の生きた教材であるとまで言われているのです。それが学校給食です。すなわち、学校教育

には学校給食が不可欠なものだ、それほど大事なものなのだということです。 

公立小中学校の無償化を実施する自治体は年々増えています。1,740自治体のうち、小中

とも実施しているのは76自治体、小学校のみが４自治体、中学校のみが２自治体、計82。そ

の中の小中ともやっているという60自治体の93.4％が町村です。なおかつ、その町村のうち、

人口１万未満の自治体が行っている、56の自治体で行っているのは、示す割合は73.7％を占

めています。これらのことを踏まえて、無料化についての考えをお話しください。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 給食費の無償化ということでございますけれども、今議員からお

話があったとおり、他市町でも給食費の無償化を実施しているということでございますけれ

ども、その他の多くは子育て支援対策として実施しているものと思われます。洞爺湖町にお

きましては、子育て支援対策として保育所や幼稚園の保護者負担金の半額助成や出産祝い金、

子どもインフルエンザ接種費助成、中学生までの医療費無料化などを実施してございますけ

れども、これらの財源でございますけれども、議員もご承知のことと存じますけれども、多

くがふるさと納税でいただいたものを原資としているところでございます。 

  給食費につきましては、子育て支援対策の一つの対象項目になり得ることは認識してござ

いますけれども、子育て支援対策をトータル的に考え、優先順位等や安定的な財源確保など、

町長部局との全体的な協議が必要であることから、給食費だけをとって無償化というのは難

しいものと考えているところでございます。 
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○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） これから学校給食を無料化にしようとしている町、一つの例として挙

げさせてもらいます。学校給食法において、小中学校における学校の、その町の無料化をし

ようとしている町の受益負担の観点から、法律規定に基づき、学校給食費として保護者の負

担をいただいています。ほかの管内でも見られますが、自治体においては子育て支援、少子

化対策及び過疎化対策の一助として給食費無償化、また一部補助を実施している自治体があ

ることは把握しています。給食費無料化を実施する際には、ほかの自治体と同様に補助金と

して支出する形もあるのではないかと考えています。この政策をとったとしても、学校給食

法の規定に抵触することはないと考えています。もとより、先ほど言ったように、これはそ

ういう補助をしてもだめだという、禁止ではないのだよというものがあります。この無償化

の、ここの町では無償化にするには財源が2,800万円ほど必要とされています。洞爺湖町で

実施するとなれば、どれほどの金額になりますか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 平成29年度の決算額でちょっと申し上げますけれども、ざっくり

で言えば約3,000万円なのですが、虻田が2,435万6,000円、洞爺が629万3,000円ということ

で、合計で3,069万4,000円の給食費をいただいてございますので、100％保護者の皆さんが

納入ということで、未納はございませんという結果でございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 私は全額無料化を実施してほしいと思っています。この意見に反対す

る声もあります。所得の多いところは無料にする必要がないのではないかとか、また我が家

は子供がいないから何も恩恵がない。また、子供も大きくなって関係ない。我が家は子供が

一人で、無料にならなくても大丈夫。我が子のことなのだから、親が見るのが当たり前、な

どなど意見もあります。しかし、私はそんな人こそ賛成してほしいのです。なぜなら、今小

学校１年生の子、十一、二年もすればもう選挙権もあります。その中学生にしてみればあと

３年すれば選挙権をもちます。ましてや、その２年後にはもう成人です。本当に今、その子

供たちが国を動かしていく若者となっていくのです。立派な成人として洞爺湖町を、この社

会を背負っていく一員となっていくわけです。現代、どこへ行っても若者不足。いやあ、後

継ぎがいないのよとか、若い人が入ってくれないのよ、人がいないのよ。人がいても60歳以

上、若い人がいない。その中でさまざまなサークル、イベント、もしくは会社や学校まで減

少していっています。今の子供たちが仕事につき、税金も納め、経済的にも社会的にも私た

ちの今後を担っていくわけですよ。ある人は職人になるかもしれない。農家や漁業に就くか

もしれない。学校の先生やお医者さん、看護師さんや消防士さん、さまざまな仕事について

社会を、この洞爺湖町を支えてくれる者となっています。そんな人材を育てるためにも、ま

た今は全然関係ないよその子であっても、いずれ何らかの形で私たちはその子たちの世話に

なることになります。子育てのしやすい環境づくりは少子高齢化の現代において、高齢者に

とって住みよい町になるのではないでしょうか。そんな安心して住める町にする責任は今、
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洞爺湖町を背負っている住民、そしてここにおられる皆さんではないでしょうか。 

この洞爺湖町においては、立派なまちづくり総合計画があります。その中の「心豊かに子

供を育むまちづくり」が書かれています。その第２節に子育て支援の充実として、子育て世

帯の経済的負担の軽減を図ります。子供たちと親が適切な食行動ができるように、食育活動

を推進します、と基本方針が示されています。この食育活動の生きた教材と言われているの

がこの学校給食なのです。また、第３節には、学校教育の充実、学習環境の整備として、そ

の中でも地域の未来を担う子供たちの確かな学力、豊かな人間性、健康、体力の調和的な発

達により、生きる力を育てる。まさに、生きる教材であるその学校給食、ここにも出てくる

のです。この思いをぜひ確実なものとするために、学校給食の無料化に踏み切ってもらいた

い。町長の考えを聞かせてください。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 確かに、子供たちの食育というのは大きな問題かなというふうにも

思っております。しかし、私どもの町には今、子育て支援対策としていろいろなものをやら

せていただいております。子育て支援対策だけではなくて、福祉対策、こちらのほうにも力

を入れさせていただいているところでございます。今日もだいぶん冷え込んできまして、寒

い日になってきましたけれども、私どもの地域は古くから、特にこの町は福祉灯油の支給、

これも今年もやらせていただいております。全体的に、やはりトータル的なものを考えてい

かなければならないだろうというふうにも思っております。 

また、給食費につきましては、過去10年くらいだと思いましたけれども、もっと前からか

もしれませんが、今、町にはいろいろな使用料、手数料、あるいは税等々が課せられており

ますが、この給食費についてはいまだかつてずっと100％の納入率をしていただいておりま

した。それだけ保護者の皆さんのご理解があったのかなというふうにも思っております。そ

んな中、今回は１食15円の値上げ、これは私どもも給食運営協議会、こちらのほうに審議会

のほうに諮問させていただきまして、多くの方のご意見を尊重していただいた中での値上げ

ということでございます。過去10年間、料金改定をしていなかった。これには町のほうの責

任もございますが、今までそれでも創意工夫をしながら確かな学校給食を提供させていただ

いてきた。ここでこれ以上のものはなかなか難しいということから、わずかな金額になるか

もしれませんが値上げを認めていただいた。そのところを私どもが尊重してまいりたいとい

うふうに考えております。 

ただ、国の動向もやはり注視していかなければならないだろうというふうにも思っており

ます。今回、消費税が８％から来年10月、10％になるのに伴って、国のほうが子育て対策、

あるいは福祉対策でどの程度までその国民の皆さんの今あえいでいる姿を反映していただけ

るか、これはやはり一自治体としても注視していかなければならない。ただ、今現在の状況

では、私どもは今回、10年ぶりに給食費については値上げをさせていただきたい。そういう

思いでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 
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○４番（今野幸子君） 先ほど、大西議員のまちづくり、これは人づくりという言葉がありま

した。これに対して、町長も厳しい社会に生きていけるような、そして洞爺湖町に残っても

らえるような、例え外に出ても、ふるさとを思ってくれる人になってほしい。そのために子

供、学ぶ環境づくりは必要というようなお言葉がありました。この中で、大体一月、小学校

は4,000円から、そして中学校は5,000円からという感じで、小学校中学校２人いれば約１万

円の出費です、月々。また、小学校中学校３人いれば、大体１万5,000円かかります。じゃ

あ４人になったら月２万円、毎月給食費をそうやって払わなければならないのです。これは

よっぽど家庭においては負担の大きいものなのです。それをいかにわかってもらいたいか、

本当に今、この洞爺湖町では4.5人に1人の貧困、子供貧困と言われています。その中で、そ

の給食費を家庭で負担していく、これがいかに重いことなのか。これについてもう一度お考

えを聞かせてください。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 議員がおっしゃるとおり、多子世帯ほど負担が重くなるというこ

とはおっしゃるとおりだというふうに思ってございます。当然２人３人ということでござい

ますから、今回一人年額190食とすれば小学生として値上がりした場合には４万9,400円と、

現行４万6,500円ですね、が４万9,400円になると。中学生については新たな金額でいえば５

万7,000円ということで、現行５万4,150円ですから、若干値上がりするということでござい

ますから、一人増え、２人増えれば当然増えるということで重たくなるというのは事実とい

うことでございますが、先ほど申し上げたとおり、子育て支援対策トータル的に考えるとい

うことで給食費を捉えたいということでございますので、安定的な優先順位だとか、先ほど

申し上げましたけれども安定的な財源とか、町長部局との全体的な協議が必要であると考え

てございますので、給食費だけとって、今言った、重たくはなりますけれども、そういう中

で考えていくという、給食費につきましてですね。そういう中で考えていくということで考

えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 先ほどの負担金額、大体3,000万円ということでした。本町の財政状

況について、この3,000万円の負担というものは、絶対に無理なのでしょうか。それを創出

するということは無理なことなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 先ほども議員のほうからＯＥＣＤの関係などもお話がありましたけ

れども、確か２年前に三重県の伊勢志摩サミットが行われたときに、日本の貧困というのが

非常に貧困率が高いというのは確かお話が出ていました。そのとき、やはり調べますと、日

本は幼児教育、あるいは高等教育に対して非常にかけている金が、公費が少ないというよう

な状況があるということでございまして、本来は国がこういったことは責任を持ってやって

くれるのが一番良いというような思いはもっています。今、少しずつ動き出して来年からで

すか、再来年からですか、幼稚園、保育所の保育料などの低減、あるいは減免というような
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話が出ていますが、そういった国の動きであってもそれぞれの国内の自治体が、それぞれに

やはり努力して、この人口減少、あるいは定住対策、子育て支援、そういった施策をそれぞ

れに打っているというような状況だと思います。この給食費についても、近隣でも２分の１

助成をしているというようなところもありますけれども、そちらのほうでは保育所の関係は

していないと、それぞれの町がそれぞれに考えて、そういった施策を打っているということ

だと思います。 

  先ほどから、お話が出ていますけれども、洞爺湖町としても保育所の半額助成とか、ある

いは中学校までの医療費無料化、それからインフルエンザの助成、出産祝い金でしたか、そ

ういったものもいろいろな角度から取り組んでいるということで、特に財源はふるさと納税

を財源にして、一部過疎債のソフトも使っておりますけれども、そういった財源も確保しな

がら、やはり進めていかなければならないということだと思います。やはり、こういった取

り組みというのは、二、三年で終わるわけにはいかないので、やはり継続的にやっていかな

ければならない、そういったことが多い中では、そういった財政的なものも含めながら全体

的に、トータル的に考えて進めていかなければならないということだというふうに認識して

おります。 

  給食費の関係もいろいろなこと、いろいろな考え方があるかと思いますけれども、一つの

今後の課題としては考えておりますけれども、今それをどうするというようなことまでは

行っていないというふうには認識しています。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 一般財源として、また財政調整基金の繰り入れとして、もしくはその

ふるさと納税として、さまざまな事業の見直し、そういった観点から本当にその食育を考え

る、その食育を考えるというその重要性、これは本当に高齢化に対しても、少子化に対して

も重要な意味を持つものです。読めば読むほどそれが伝わってきます。その観点からいって

も、何としてもその財政をやりくりはできないでしょうか。その生きた教材としての学校給

食、何とか考えていただきたい。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの会計で今、一般会計で3,000万円の単独費というのは非常に

大きな金額でございます。先ほど副町長が申しましたとおり、これが一過性のもので今年度

限りですよということになれば、いろいろな角度からまた検討しなければならないだろう。

が、しかし、これは一旦やってしまうと来年、再来年、またその次の年といろいろ継続して

いかなければならないと。これが当町の財政が本当にまたひどい状態になって、財政の再建

団体になったとかとなれば話は別なのかもしれませんけれども、そこまで行くまでにはいろ

いろな意味でトータル的なことを考えていかなければならないだろうというふうに思ってお

りまして、今、単独で3,000万円を拠出するのはかなり難しいのかというご質問でしたので、

難しいと言わざるを得ないというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 
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○４番（今野幸子君） そもそも学校給食の教材費には、先ほども言いましたけれども購入す

るときの単価の中には人件費、経費、運送費、いろいろなものが含まれています。なお、今

回の値上げ、これは来年10月から予定される消費税10％をも見込んでいるとのことです。ま

だ上がっていないそのものを見込んでいる。全額無料がどうしても無理というのであれば、

本当の意味での食材そのものの値段、細かく消費税が何％、運送費が何％、それは出てきま

せんが、私が言いましたその諸々の含めた食材費ということの中から、せめてそれではその

半額を負担しよう、本当にその食材のみを保護者の方に負担してもらうような、そんな形で

補助をする、子育て支援として補助し、なおかつ累進的な負担が大きくなること、子供が多

くなればなるほど負担が大きくなる、これは本当に少子化対策に歯止めをかけるどころか追

い打ちをかけていきます。温かい心で、どうかこの補助対策、せめてその半額を無料にする

とか、または第２子、第３子の無料化などを実行すべきではないでしょうか。重ねて言わせ

ていただきます。一部、援助についての考えは、それならお有りでしょうか。第１子でも大

変な家庭があるのではないでしょうか。それらを念頭に入れて、どうかお考えを聞かせてく

ださい。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず初めに、消費税の増税が来年10月から上がると、今予定でご

ざいますけれども、それも見込んでということで議員おっしゃられましたけれども、今回の

改定に当たっては学校給食に係る消費税については、議員もさきに述べていたとおり軽減税

率８％ということで対象ということでお聞きしてございますので、このたびの給食費の改定

については消費税が10％増税することは基本的に考慮してございませんので、そこはまずお

間違いないようにご理解をいただきたいと思います。 

  それから、その食費の中の、値段の中の食費のみなどというお話もありましたけれども、

基本的には何でもそうだと思うのですが全て人件費から何から含まってその値段で売ってい

るわけですから、それをばらばらにしてどうのこうの一般的にそこまでできる仕掛けのもの

でもなければということでございますので、まずそれは基本的に不可能であると実際には考

えます。 

  それから、第１子だけでも大変な方、それから多子世帯の方、何とか支援できないのかと

いうことでございますけれども、これも先ほど何回も同じ答弁になりますけれども、子育て

支援対策をトータルに考えた中で優先順位だとか、先ほど町長からお話ししたとおり財源だ

とか、確保だとか、全体的に町長部局との協議を進めながら給食費だけ無料化とか、支援す

るとかということになりませんので、全体的なことで考えていきたいということを考えてい

るところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 大変、財政が厳しいということなのでしょうけれども、本当に多子の

家庭、２子、３子何とか、せめてそれでは３子以降は無料にするとか、ほんの一部補助する

とか、その少子化対策にもっと目を向けてほしい。その累進的にかかるということは、それ
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が負担なら子供を少なくすれば良いではない、最初から、ということになりかねません。何

としても、ここがみんなを補助しますよ、ここも補助しますよ、それだけではやっぱり少子

化対策の面からいけば、ちょっと弱いかな。子育てはしやすくなります。確かに子育てはし

やすくなりますが、少子化対策の、本来は子供が多くなっても、親が負担する金額が倍々と

来ないということです。給食費は本当にその倍々と来ますから大きなものです。その一部補

助だけでも考えてみる気もありませんか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 先ほどから、議員もおっしゃられてございますけれども、本当にま

ちづくりはみんなで進めるべきものだということで、行政であったり住民の皆さんと一緒に

進めていくものだと思ってございます。そういうことで、将来を担う子供たちをしっかりと

地域みんなで育成していきましょうという考えから出ているお話かなと思ってございます。 

そういう中で食育の大切さというのもおっしゃられて、そのとおりだというふうに私も

思ってございます。ただ、食育イコール無償化であったりというふうには、なかなか直接的

にはちょっと違うのかなと。教育上で考える部分については、やはり先ほど議員もおっしゃ

られましたように受益者負担の問題も当然ございます。義務教育の無償化というのは、全て

が無償ということではございません。これはご存じのように最高裁の判決も出ているような

状況でございますので、そういう中で私どももできるだけの教育の充実というものに努めさ

せていただいております。教育的観点からいけば、本当に食育の観点も含めて給食費を無償

化するのが今、教育に求められる最優先のものなのかという部分については、もっともっと

しっかり考えなければいけないと思います。ただ、子育てという部分、そういう支援という

部分からいくと、しっかりと考えるべきものはあろうかと思います。 

  先ほど町長含めて私どもも言ってございますが、さまざまな支援、子育て支援を今、行っ

てございます。また、ほかの自治体では給食費も無料含めてやっているところもございます

が、それぞれの行政、自治体がしっかりと進めるべきものだというふうに思ってございます。

そういう意味からいきますと、今この給食費だけをとって、これだけをとって無償化、それ

から軽減という部分についてはなかなか難しいのだろうなというふうに思ってございます。

私どもの町、先ほど給食費納入率100％という話をしてございます。本当に保護者の皆様に

は、給食に対する深いご理解をいただいているものということで感謝を申し上げているとこ

ろでございます。そういう中で、準要保護、それから要保護世帯につきましては就学援助と

いう形で支援をさせていただいております。私どもの町、約３割近い世帯が、お子さんが就

学援助の制度を利用されているというところでございます。この部分でいきますと、第２子、

第３子であっても就学援助制度を利用できるかな、そこから外れる方ということになろうか

と思いますけれども、当然第２子、第３子、第４子という形で増えていきますと就学援助の

収入基準も変わってきます。そういうことも一つの要因として考えられるでしょうし、また

全国、日本でいきますと児童手当というのが今、支給されてございますね。１万円から１万

5,000円程度。これは所得は当然あるのですが、ある程度の世帯は全てカバーされているの
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かなというふうに理解してございます。そういう意味では、所得を超える場合であっても今、

暫定的に確か5,000円だったと思います。これで十分とは当然言えないと私どもも思ってご

ざいますが、一定の考慮はされているのではないかなというふうに思ってございます。 

  そういうことで、今すぐにこの給食費をもって軽減なり無償化というのは今の段階では

ちょっと考えていないということをご理解いただければなと思ってございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） それでは、今の負担を据え置くだけでなく、その負担を重くするとい

うことですよね。それを理解されているから、まあ重くしても良いというふうに捉えている。 

 また、保護世帯とか就学援助とか、そういうのを受けていない人を対象にも考えてもらい

たい。そしてここに書かれている５年という、これで見ていきたいということを先ほど言わ

れていましたが、その５年間の間にそういった補助を考えるとか、一部補助をしますとか、

そういう考えも予定はしないということですか。そういう計画を、５年間はまずこの値段で

いきます、考えられることはできませんということですか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 最初に負担を重くするのかという話をされたかと思います。実際に

は当然、引き上げということでございますので、私ども給食の制度からいって、先ほども申

し上げてございますが、やはりこの10年間、米であったり麺であったりパンであったりが値

上がりしてきています。牛乳も統制された金額で決まってしまいます、年度当初に。それを

どうやって今ある給食費の中で、しっかりとしたものをつくっていくかというと、どうして

も副食費にしわ寄せが行くのです。私どもはその平成21年のときの副食費の割合に戻して、

その当時の一汁二菜を中心に、しっかりとした給食を提供していきましょうという考えなの

です。単純に負担だけを重くするというものではございません。そこは理解していただきた

いなと思ってございます。 

  それと合わせて、５年間という話がございましたけれども、当然私どもとしては先ほども

申し上げましたが、５年間これで頑張りましょうというのが基本なのですよ。多分、来年10

月に消費税が値上がりします。そこでは軽減税率ということで食材に関して、給食費に係る

食材に関しても８％の軽減税率に、今と同じ状況になろうとは思いますが、ほかの諸々が上

がったときに当然、食材も上がってくる可能性もございます。それも考慮した中で何とか我

慢できるところまで我慢しましょうというのが今回の値上げでございます。 

  実を言いますと、私ども試算した中では15円ではすみませんでした。もっともっと高い状

況でした。それをここまで、私どもの内部、栄養教諭、それから給食センターの職員含めて

何回も何回もデータをつくり直して、やっとここで何とか皆さんに理解していただける額で

はないかということでここまで来たところなのです。それをご理解いただければと思います。 

決して、５年間の間にすぐに見直すとか、そういうことは考えてございませんし、この中

で頑張って、もしかするとその中で今おっしゃられた軽減などというのも出てくる可能性も

あります。でも、それは今から明言するべきことではないなというふうに理解しているとこ
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ろで、そういうふうにご理解いただければなと思っております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 町長初め、職員の皆さんも町を思い、住民のためを思ってくださって

いることはわかっています。いろいろな数え切れないほど、いろいろなことをしてくれてい

ることもわかっています。６月議会で取り上げた私のスポーツ振興に関しても、すぐに補助

をつけていただきました。この食育の重要性から見ても、予算化ができないということは本

当に大変なことなのでしょう。でも、やはりその値上がりを保護者の負担の増加として、少

子化の減少に拍車をかけるようなことは、本当に目先のことだけではなく、未来の洞爺湖町

のためにも決してやるべきではないのではないかと私は考えています。 

  洞爺湖町において、絶対無理な状況ということですよね。今、洞爺湖町ができる最善の援

助、この計画、５年はこれで頑張っていこうと決めた上でも、とにかくこれを基本として、

５年間まあこれで据え置きだということにならないように、本当にその中でも、いつでも変

えられるような、そんな思考をもってほしい。先ほど牛乳などというのが出ましたけれども、

もしあれでしたら本当に牛乳代だけでももつとか、主食の分だけでももつとか、一部補助に

関してはいろいろな政策があると思いますので、どうかこれからの軽減について頭に入れて

おいてほしい。学校給食の無料化の質問については、これで終わりにいたします。 

  続きまして、利用しやすいバスコミュニティバスにするために、前回も取り上げさせても

らいました。 

  初めに、９月の一般質問に対し、本当に素早くいろんな点で対処していただきました。あ

りがとうございます。また、協会病院の診療時間に考慮して、４月以降に通院している人の

一番助かるであろう、その１便増やすという考え、今協議中ですとありました。一番良い時

間帯を必ずや実行していただけるように、合わせてお願いしておきます。現在、その協議の

進行状態はどうなっていますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 地域公共交通、民間バス路線に対する時刻のご確認かと思い

ます。現在、協会病院につきましては、病院前のバス停に洞爺湖温泉からＪＲ洞爺駅、この

区間利用のバスがバス停として病院前を通っております。現在、バス運行事業者と協議いた

しまして、現在空白と言いますか、少し病院の利用の便数が空き時間のある12時ころの、お

昼ころの時間について、４月以降増便をしていただくように町から要請をしておりまして、

現在バス事業者におきまして、４月以降のバス路線として調整をいただいているところでご

ざいます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） では、なる可能性が大ということですね。 

  もう一つ、バス路線のルートの変更によるサツドラ、信金付近のバス停を設けると言った、

その点に関してはどうなっていますか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 
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○企画防災課長（佐野大次君） 信金前、サツドラ利用のためのバス停設置ですけれども、10

月１日のバス路線変更において国道側での設置というのは、バス停のない国道での停車が困

難なことから、町道の海岸通り、海側の道路を新たに路線として設定をして、その町道の

入った海側のところに新たにバス停を設置しております。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） ありがとうございます。 

  前回も取り上げましたが、コミュニティバスのバス専用の大きな掲示板、バス停のその掲

示板、わかります。こういう形のこの部分ですね。この部分の、その掲示板の少し大きいも

の、コミュニティバス専用でないと、多分今のバス停の置いてあるものであると小さいので

すよね、あれね。それで、それには前回こうしてほしいと言った中に、路線図を書いてほし

いとか、いろんな時刻表を書いてほしいとか要望したのですが、今のそのバス停ではちょっ

と無理、大きさ的に無理かな。それで、その掲示板の大きいもので路線図のついた見やすい

バス停にすることは、利用者を増やすために必要と思われます。また、掲示板に海抜何メー

トルとか、地区の避難場所、この辺はここに避難場所があるよ、そういったことを入れるこ

ともできます。大きな掲示板のあるコミュニティバス専用のもののバス停にすることによっ

て、少し離れた場所からでもコミュニティバスのバス停があることを確認できます。また、

提示された路線図によって回り方、行き先がわかりやすくなります。わかるということは、

次のチャレンジにつながるのです。現代は車社会で、田舎に行けば行くほどマイカーに頼ら

なければ日常生活が困難な状態になっています。車を運転している人や、また家族にその人

たちに乗せていただいている人たち、もう何十年もバスに乗ったことがない、列車に乗った

ことがないという人は結構いるのではないでしょうか。 

  ＨＢＣの平成27年の免許証を返納するときの講座ですか、そのときの調査にこういうこと

が、3,000人の人にとったアンケートですが、「運転していますか」「もう返却しました

か」というようなことなのですが、運転していると答えた人、平均年齢78.8歳。「返納しま

した」平均年齢80.2歳でした。運転目的は主に買い物、仕事、送迎、そして通院などが挙げ

られていました。運転免許返納者は今後どんどん増えていきます。これまでバスの時刻表な

ど見たこともない、自分で決め、自分で時間を決めて、自分で自由に行きたいところに行く、

そんな人たちにとって、どこで乗ってどこで下りるのが良いのか。また、その時間はいつな

のか。これを調べるだけでも結構エネルギーのいるものです。集団で一緒に乗るのならまだ

しも、一人で行動を起こすのは、その人にとって大きなチャレンジです。バス停の表示がわ

かりやすくなるということは、その人たちにチャレンジする後押しをすることができるとい

うことになります。 

  ここに一つ見本があります。こういった掲示板なのですけれども、路線図があって、いろ

いろ時間表があって、こういう掲示板で下には指定避難所案内などが書かれています。こう

いった感じになると、今まで乗ったことがない人、本当にどうやって乗っていいかわからな

い、たくさんいると思います。提示の仕方はいろいろあるでしょうけれども、わかりやすい



- 46 - 

ものにする。またコミュニティバスが、もう一つコミュニティバスというふうに書いている

停留所、または巡回バスと書いている停留所、それも統一してわかりやすいバス停にしてほ

しいということ、これに対してお考えを聞かせてください。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） まずバス停の関係でございます。町内のバス停につきまして

は、民間事業者の路線バスとコミュニティバスの２路線が現在ございます。コミュニティバ

スのみ、そういったバス停につきましては専用のバス停を現在、設置しております。既存の

路線と重複路線につきましては現在、併せて一つのバス停を設置しているところでございま

す。重複するバス停へ専用バス停を設置する予定としてはございませんけれども、現在バス

停はコミュニティバスの時刻表も表示されており、コミュニティバスのバス停としての表示

をしているところでございます。バス停がわかりづらいといった要望につきましては、これ

までもございましたが、バス停の名称や設置位置など、その都度改善をしているところでご

ざいます。 

本年度のバス利用の意見交換においては、わかりづらいといったご意見はございませんで

したけれども、そういったわかりづらいとのご意見があった際につきましては、必要に応じ

て改善させていただきたいと思います。 

なお、コミュニティバスと巡回バス、二つの表示がございます。こちらのバス停につきま

してはコミュニティバスということで統一した表現と今後変更させていただきたいと考えて

おります。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） このコミュニティバス専用のバス停があって、時刻が書いてあってと

いう今ご説明でしたが、それがわかりづらい。右回り何時何分、こちらは左回り何時何分、こ

の後どこへ行くのだろうという感じがありますので、それでわかりやすいこういったものをで

きないかということを今、提案しているのですが、それがわかりづらいという言葉が私ではな

いほかの人から出ていないということですか。だから、今のままで、ということですか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） バスの利用内容につきましては、毎年度住民の利用者も含め

て意向状況調査というのを行っております。本年度も４月に入りまして、バス利用者に対し

ましてそういう調査を実施しております。その中の意見といたしましては、バス停自体がわ

かりづらいというご意見は、本年度についてはございませんでした。また、バス停にいろい

ろ表示をつけるというところでございますけれども、現在のバス停に表示するものだけを、

大きな表示で風もかなり受けるものですから、表示する表示物だけをどんどん多くするとい

うところは、なかなか現在のバス停では難しい状況でございますので、現在はそのバス停か

ら乗る時刻、そういったものを現在表示させていただいているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 利用者から聞く、聞いてそのバス停がわかりづらいという言葉は出て
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こない。当然、利用者は利用しているわけですから、わかって利用しているわけですから、

そういう要求は出てきません。私が今言っているのは、乗ったことのない人です。利用者を

増やすためのことです。利用者を増やすために、そのわかりやすい掲示板にして増やしたい

ということです。だから、その話を聞くにも利用している人に聞くのではなく、利用してい

ない人、ここをターゲットにしてほしいのです。もちろん利用している人に今後、どういう

改善が必要かということは当然必要なことです。でも、私はやはりいろいろな町の調べから

いきますと、利用者の数、結構減っていますが、その減っている理由は大体が一般の人です

よね。一般が主に減っている、特に虻田です、虻田地区です。その減っている人をもとに戻

し、またその人とともに乗ったことのない人を増やしたい。そのための提案として今、この

大きな掲示板を言っているわけです。 

  これは東山市という別なところの、先ほど見せたのとは別なところなのですけれども、当

別町におけるコミュニティバスの事業では、利用者のニーズを把握した上で重複路線、複数

の改善、試行錯誤、結果経費の削減もできた。しかし、それはただ経費の削減ではなく、と

ことん利用者のニーズに応え、利便性を改善しながら有効な路線、また便数を確保すること

に努めた結果、利用者が増加することができた。だから、経費を削減するだけではだめ。利

用者を増やす、そこに重点をもってほしい。その結果、赤字がゼロ、ついには黒字を見込ま

れているということです。料金においても、１日券や１カ月、３カ月、６カ月などの定期券

の応援券、少し割引になっていくということです。夏休み券、冬休み券限定の乗り放題格安

定期、これは小中学生など。お得な回数券、こんなアイデアで利用者の増員を図っています

ということです。 

  洞爺湖町では、この利用者を増やすために、具体的などのようなことを実行されています

か。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 初めにバスのニーズ調査の関係でございます。本年度につき

ましては、バスの利用に合わせてバスの利用者からのニーズ調査を実施しております。これ

までのニーズ調査におきましては、各地区を回ったニーズ調査もしておりまして、当町のバ

ス交通に関する住民の意見につきましては利用者、または今後利用を見込まれる方も含めま

して、そういった意見を聞いているところでございます。昨年度につきましては、全ての老

人クラブを回りまして、その今後の利用も含めたご意見としては、まだ利用されていない方

のニーズですね、そういったご意見を聞いているところでございます。 

  また、利用促進に関する取り組みでございますけれども、こちらにつきましては９月にも

町内全戸配付のバス利用促進のご案内をしておりますけれども、毎年バス時刻変更に合わせ

て、そういった住民の各戸配付によりルート図、または時刻表ですね。そういったものを各

戸配付して住民周知を行い、利用促進を図っているところでございます。また、当町といた

しましては、独自の取り組みといたしまして、それぞれのバスを利用される、または利用を

希望されるという方のご意見をお伺いしまして、その利用するバス停、または行き先、そう
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いったものを時刻も含めたあなただけの時刻表というようなサービスも行っており、そう

いったバス利用に向けた住民説明につきましてはその都度させていただいているところでご

ざいます。 

  また、利用促進に向けた定期券、回数券の発行でございますけれども、昨年10月に有料化

の検討をした際に、老人クラブ、そういった高齢者からもご意見ございましたけれども、や

はり定期券を買う、回数券を買う、そういったところに関しては買うだけでも手間になると

いうご意見がございました。当町のバス料金の設定の際に、そういった手間も考慮した上で

ワンコインということで100円という低額の料金を設定して、そういった利用促進も含めて

料金設定をさせていただいたところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 定期券の声が出ていたということですね。だけど、買うこと自体が面

倒だと。それでは、バスの中で買うようなことができたら、札幌駅のバスなどはバスの中で

バスカードが買えるのですよね、乗ってすぐに。そういった感じで買えると、わざわざどこ

かへ行って、役場に行って買うとか、そういう手間は省けると思います。それは、いろいろ

なアイデアで解決できると思います。 

  ちょっと時間がないので飛ばしていきます。先日、虻田地区のコミュニティバスのバス停、

全て回ってきました、もう一度。そして、農協団地以外の片側しかないところが数カ所バス

停のないところ、農協団地以外にもありました。また、そのときに、「あれ。反対側。これ

は帰り通らないのかな。」ちょっと疑問をもってしまう、そういうところもあったので、な

くても通りますよという何かあればよろしいのですが、そういうないところもありました。 

また、使えるとは思えないようなバス停留所、これはもとの路線バスで使っていた中学校

前のバス停、もうとてもあれは取り除いたほうが良いのではないかというものでした。でも、

ただ取り除くだけではなく、つくり直して、もう一度そこに置いてほしいと思っています。 

  また、コミュニティバスの通路、複雑でせっかくの通路であれば路線上、手を挙げて停め

て乗せてもらえる、そんな人がまだその通路がわからないという人も、また手を挙げたら乗

せてもらえるということをわからない人、配付はしてありますけれども、それがどれだけ浸

透しているかというのが全然低いのではないかというふうに思われています。ここはコミュ

ニティバスが通りますよという何か、部分的にでも良いのですが、ここで手を挙げれば停め

てもらえますよというような、知らせる手立てはないものでしょうか。バス停でないところ

で手を挙げ、乗せてもらうことすらまだわからない人が多い。住民の人にもっともっと知れ

を知らせる工夫とＰＲの回数が必要だと思っています。まずは知ってもらう。そして、イベ

ントなどを通して、まずバスに一度乗ってもらう。そんな企画、住民の声をどう集めるか、

今利用している人だけではなく、利用していない人から聞く、利用者を増やすための必要さ

をすごく感じています。そこら辺の考えを聞かせてください。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） バス停並びにバス停留所につきましては老朽化しているもの
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については随時更新を図ってまいりたいと考えております。 

  また、バスルートに対するルート表示でございますけれども、現在洞爺湖町のコミュニテ

ィバスにつきましては公営住宅ですとか住宅密集地に、ちょっと細かな小さな道でも入る、

また個人病院も含めた商業施設等のルート設定をしておりまして、かなり入り組んだルート

となっているところでございます。そのルート設定に当たりましては、住民の意見を反映さ

せたルートとして設定しているところでございます。そういったところから、現在のバス

ルートに全てルート表示するのは困難だと考えております。 

  また、バスの利用促進に対するイベントでございますけれども、ほかの町の事例もいろい

ろと確認しまして、バスに対するイベントではなかなか人が集まらないというところは、ほ

かの町の事例で確認しております。当町においては昨年度、バスの利用促進を目的に高齢者

運動会、そちらに道南バスのご協力をいただきまして路線バスを配置して、高齢者運動会に

来られる高齢者の方に実際にバスに乗っていただいて、乗車券を取るところから料金表の見

方、そういったところのバス乗り方教室など、そういった利用促進に向けた当町単独のイベ

ント等も実施しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 路線バスを借りてそうやってやるというのは良いのですけれども、で

きましたら実際に使っているコミュニティバスを使って、そのバス自体を知ってもらう。そ

ういうことも考えた上で、路線バスだけではなくてそちらを使ってほしい、できるだけ知ら

せてほしいと思っています。時間がないので、私の一般質問は終わらせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） これで、４番、今野議員の質問を終わります。 

  ここで３時５分まで休憩いたします。 

（午後 ２時５２分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

（午後 ３時０５分） 

○議長（佐々木良一君） 一般質問を続けます。 

  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、立野広志です。それでは、最初に通告順に従って一般質問させ

ていただきます。 

  非正規職員の処遇改善と安全衛生管理に、ということで１件目質問させていただきます。 

  まず、この新しい制度と言われる会計年度任用職員のことについて伺いますが、2017年、

昨年ですね、地方公務員法と地方自治法が改正されました。そして、再来年の2020年４月か

ら自治体の非正規職員に会計年度任用職員というのが導入されることになりました。聞きな

れない言葉ですけれども、正規職員を原則としている今の地方公務員法に基づいて、１年間

のみ任用する非正規職員をこのように会計年度任用職員というふうに定義すると、こういう
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内容であります。この改正がこれから住民の命と暮らしを守り、地方自治の担い手である地

方公務員制度にとってみると、大きな大転換だと言われています。また、公務運営のあり方

そのものをも変質させる危険性を含んでいます。各自治体では今、総務省の会計年度任用職

員制度の導入等に向けた事務マニュアルというのを示されて、２年後の準備に進んでいます。

そこで、この会計年度任用職員の導入が、この私たちの町にとっても、そして特に非正規労

働者の働き方や公務にどのような影響を与えるのかという観点から質問をさせていただきた

いと思います。 

  まず最初にお聞きしますけれども、この非正規職員というのはこの10年間で、正規職員と

の人数の関係ではどう推移をしてきたのか、まず簡単に説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 10年前でございます。平成20年度の正職員数でございますが

175名、非正規職員数86名でございます。現在、平成30年度年度当初の正職員数でございま

すが146名でございまして、非正規職員数141名であります。非正規職員数の職種別でござい

ますが、平成20年度のときに、先ほど86名と言いました。内訳としまして保育所19名、学校

関係11名、環境整備等12名であります。また多いものとして、平成30年でございますが、

141名のうち、保育所46名、学校23名、環境整備13名となっております。以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 今の説明は年度当初、予算規模での話ですよね。私が決算、今年の平

成29年度、昨年度の決算を今年の９月にやりましたが、そのときに資料請求をして出してい

ただいた数を見ますと、若干ちょっと人数が違ってきています。ただ、言えることは平成27

年のときの正規の職員が156名だったのが今、29年の決算のときには147名になりました。正

規職員が減少しています。そのもとで、非正規の職員は173名が162名と、これも多少は減少

していますが、役場の職員を見ると、一般の町民の人たちは職員全てが役場の職員だと、正

規であろうと非正規であろうと、そんなものはほとんど見分けがつきませんよね。ですから、

正しく見れば役場職員の全体の中で52.4％は非正規職員なのだと。つまり、公務員法に基づ

く身分が保証されていない人たちだと。そして、働く時間も正規の職員よりも少ない。そう

いう状況だということをまずつかんでいただきたいと思います。 

  それで、どういう部署で働いているかというのは今、説明をいただきましたけれども、例

えば一番多いのはやっぱり教育委員会の所管、特に保育士や給食の調理員、あるいは学童保

育指導員であったり、教育委員会がかなり多く含まれておりますし、特に保育所でいうと半

数近く、あるいはそれ以上になるかもしれませんが、臨時保育士というのが圧倒的人数に

なっている。その中で、給料は正規の３分の１から半分程度。任用期間は半年であったり、

１年の期限つきであったり、あるいは繰り返し雇用される、こういうようなことで働いてい

る方もいますけれども、結局正規の職員との違い、ほかにいろいろあればあれなのですが、

手当の関係でどうなっているか。例えば通勤手当などの各種手当や年休、正規職員との差が

どのくらいになっているか。これもちょっと簡単に説明いただけますか。 
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○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまの質問でございます。今おっしゃいました保育所等に

おける非正規職員に対しての手当でございますけれども、これは通勤手当と時間外手当の２

種類しかございません。正職員の手当につきましては期末勤勉手当、管理職手当、扶養手当、

住宅手当、寒冷地手当、通勤手当、時間外手当というような特殊手当も含めましていろいろ

なものがございます。 

また、非正規における休暇等についてでございますけれども、非正規の休暇等につきまし

ては総務省の26年度の通知に基づきまして、国の非正規職員に準じております。年次有給休

暇につきましては継続勤務年数により最大20日でございまして、継続した場合、再雇用した

場合については繰越可能ということでございまして、有給休暇については職員と差がない部

分がございます。また、特別休暇として介護休暇、結婚休暇、妻の出産、法要、夏休み等で

ございますけれども、これは取得できません。取得できる休暇としては親族が死亡した場合、

産前産後など数点ありますけれども、これは有給無給の付与の差がございます。以上でござ

います。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） それではまず、この会計年度任用職員制度というのはどういう内容の

ものなのかということを、ちょっと入っていきたいと思うのですが、今言われたようにこの

町の、私たちの町のいわゆる窓口を初め、現業部分を含めて働いている職員の半数以上がま

ず非正規、身分が十分保証されない、そういう人たちでこの町は支えられているのだという

ことをまず前提でお話しさせていただきますが、なぜ今回こういう人たちを地方公務員法や

地方自治法などの改正に伴って、会計年度任用職員とするのかということなのです。本来は

地方公務員法というのは、公務員でなければ仕事に就くことができない、これが大前提です。

ところが、実質的には、実際的には今、国を初めとして正規の職員がどんどん定数が削減さ

れる、また削減しなさいと、そうやって財政の健全化を図りなさいということで総務省など

が強く言ってきています。それに基づいて、この当町においてもそれが進んできて、とうと

う働いている職員の半分以下になってしまったわけですが、そうなると地方公務員法が矛盾

を起こすわけです。そもそもが公務員法というのは正規の職員しか想定していないわけです

よ。ですから、非正規の職員を何とかこの地方公務員法の中で位置づけない限り、この後、

要は非正規職員を増やしたり、その身分を保証するなどということはできないというような

ことから、これを含めるという方向にあります。同時に、一般企業でいけば今、改正されま

して５年続けて雇用されれば６年目からはいわゆる正規の職員として採用しなければならな

い、こういう縛りがあります。ところが、公務員の場合はこの縛りがありません。ですから、

６年、７年経ったとしても１年雇用なのですよね。１年ごとの雇用の繰り返し。いつになっ

ても正規の職員になれないという状況です。そういう中で、やはりこういった非正規で働い

ている労働者の賃金額が非常に劣悪で、生活も困窮しているというような状況の中で実は行

政を支えているというこの実態もあって、一定の改善もされています。 
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  そのようなことから、この行政コスト削減や、あるいは非正規雇用の制度化ということが

原則となってこの地方公務員法が改正されたと。良い面もあれば悪い面もある。だから、良

い面は大いに活用するけれども、悪い面は今までの身分がさらに後退することのないように

することが求められているということで私は質問させていただきたいわけです。 

今回の法改正では、一つはこの非正規職員の任用根拠が適正化と会計年度任用職員の新設

というのが一つの特徴になっていますし、もう一つは期末手当支給や処遇改善も行うことが

できるというふうになっています。任用期間については、一会計年度内を超えない範囲とい

うことで任用期間を明確にしたことで、更新しないこともその根拠を与えると、ちょっとこ

れは大きな問題なのですが、こういうふうにもなっています。現在、臨時、非正規職員の雇

用更新に当たっては、ある町では雇用中断、空白期間を設けて、そして継続した雇用ではな

いのだと。例えば年休の取得についても正規の場合は１年間で例えば20日間年休が与えられ

たとすれば、15日しかとらなかったら翌年に５日分が加算されて25日間の年休がとれるので

すよね。ところが非正規の場合は、毎年繰り返し雇用ですから、毎年あなたは新しい職員で

す、臨時の職員ですということになるので、有給休暇の日数も加算されないということが

あったのですが、それも実はフルタイムで働くような場合については、そういうふうにしな

いで継続して日数を増やすこともできるというような改善もあります。それをしたくないも

のですから、実は空白期間を設けるというような町もあるそうです。いずれにしても、こう

いうふうに年休付与についても雇用中断を理由に繰り返し認めていませんし、今回の法改正

ではこれらの雇用中断は不適切だとされて是正を図るべきとされていますけれども、これは

間違いありませんか。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 今、議員お尋ねの件でございます。間違いございません。 

  当町としましても、お尋ねのその財政上の制約や理由、合理的な理由なく短い勤務時間を

設定するなど、継続雇用を制約する不適切な中断はございませんと申し上げておきます。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） ただ、この会計年度任用職員の、さらにそれを分けてフルタイムと

パートタイムというふうに実は区分をしているのですよね。１分でも１秒でも時間が短けれ

ばパートタイムなのだと。そして、フルタイムとは区別をして、フルタイムには退職手当が

支給できますけれども、パートタイムには支給できない。あるいは特殊勤務手当も支給でき

ないと、こんなふうにしています。当町の場合は、現在の支給状況はどうなっているのか。

一定の要件を満たす短時間の臨時職員に退職手当や特殊勤務手当が支給されていますか。こ

のことをまず確認させていただきたいことと、会計年度任用職員への移行によって、これら

がさらに切り下げられることがないような取り組みと言いますか、そういう考えなのかどう

かということを伺いたいと思っています。どうでしょう。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 
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○総務部長（佐々木清志君） ただいまのその退職金ということで現在、当町として非正規の

特別職扱いの非常勤公務員制度でございまして、フルタイムは実際ございません。というこ

とで、その共済組合等の保険にも加入してございませんので、退職金の支払い等もございま

せん。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） フルタイムはないと。では、ないけれども会計年度任用職員としてそ

ういう身分が扱われると。実は大きな問題がありまして、今のように正規の職員では当然な

がら退職手当も出るし、さまざまな諸手当が支給されるわけですけれども、会計年度任用職

員というのは一般職地方公務員という扱いになります。一般職地方公務員ということになり

ますと、地方公務員法が適用されて、公務上の義務、規律、そして人事評価が適用される。

成績が悪ければ給料が下げられることもあるし、あるいは配置替えがされることもあり得る。

上司の命令に従う義務、信用失態行為の禁止、守秘義務、そして職務専念義務や政治的行為

の制限などがある一方で、フルタイムはありませんけれどもフルタイムの場合は兼職が禁止

される。ですから、役場の仕事をして、空いた時間にまた別な仕事をするなどということは

認められない。労働条件面でこのように正規職員との格差を残したまま、義務や規律、処罰

だけは正規職員並みだと、こういうのがこの、いわゆる会計年度任用職員の問題になってい

ます。 

  こういうふうに、弱い立場の職員に過度な命令、服従を強要して、規律や義務の順守だけ

を殊さらに強調する。ものが言えない、そういう職員や職場環境につながるのではないかと

いうふうに専門家などは指摘をしていますけれども、町長、これまでの中身で、この制度に

ついてどのようにお考えかちょっとご意見をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、正規職員あるいは非正規職員、ここ10年私どもの町だけではなく

て、全国各地でこういうふうな正規職員が少なくなってきて、そして非正規職員が増えてき

ている、こういう実態は確かにあるのだろうなというふうに思っております。私どもの町も、

現に先ほど部長が申しましたとおり10年前と比べまして、正規職員が少なくなり、あるいは 

非正規職員が増えてきているという実態、これはそのとおりだなというふうに思っておりま

すが、非正規職員の今やっていただいている仕事内容等々につきましては、あくまでも正規

職員のサポート役ということで私どもが雇用させていただいているかなというふうに思って

おります。中には、１日１時間労働の方もいるでしょう。あるいは、１日にそれこそ７時間

35分程度働く方もいるかもしれません。でも、そのほとんどの方はやはり正規職員のサポー

ト役ということで、私どもは雇用しているというのが実態かなというふうに思っておりまし

て、正規職員につきましては先ほど議員もおっしゃったとおり、ある程度の制約があります。

地方公務員としての職責、あるいはモラルをもった住民サービスに寄与しなければならない

等々の制約がございます。そのことをしっかり守りながら、今まで非正規職員と言われてい

る方々は、そのやっている仕事内容のあくまでもサポートということに特化してきていただ
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いていたかなというふうに理解しています。 

ただ、今回の改正でその非正規職員、いわゆる会計年度職員についてはある意味、今まで

なかった期末手当、あるいは通勤手当、こういうところが付与されることになるということ

で一歩前進したかなという感はありますけれども、それかといってその会計年度職員にある

程度の制約を負わせるということは今のところ私どもは考えていませんし、ただ国の指導、

いわゆるそれがどういうふうになってくるのか、よくその辺を精査しながら対応していきた

いなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、町長に答えていただきました。今、非正規職員で働いている方の

多くが正規職員のサポートとして従事していただいているのだという話をされておりました

けれども、本当にそういう人たちばかりなのでしょうか。先ほど、特に非正規職員が最も多

い教育委員会の部門では、保育所で働いている非正規職員が45名、29年度の決算で45名いま

す。学校でも支援員や介護員の方々を含めて17名いるのです。社会教育課で37名、給食セン

ターでは16名、こんなふうに圧倒的に教育委員会部局が多いわけですが、その学校現場、保

育所やそういう現場で働いている人たちの職員が、本当に職員の、正規の職員の補助となっ

て、あるいは今、町長が言われたサポートとして働いているのかというと、実際私、働いて

いる人、何人か聞きましたけれども、実際にはやっぱり一定の責任も負わされるし、常に正

規の職員がいて、そのもとで指示を受けながら働くわけではない。やはり、それは管理者と

しては正規職員がついているかもしれません。だけれども日中の業務の中では、非正規職員

だけが対応する場合も多いわけで、私はそこは働いている時間数もそうですし、中身もそう

なのですが、正規の職員とほとんど変わらない責任と、そして業務の内容だと私は思います。 

ですから、町長があくまでもサポートだと言われるのは一般論だと、サポートサポートと

言って、今まで非正規職員を実は役場職員のサポート役として雇用してきたのですよ。そし

て、それがもう半数を超えているのですね。そういう状況になっているということ。今回の

一会計ごとの雇用する年度職員ということで、新たに国が法律改正をしました。良い面を取

り上げれば期末手当、通勤手当も非正規の職員であっても支給をするということになってき

ています。ですから、これはもう町長も言われたように、ぜひ本当は２年先と言わず来年か

ら、そういう方向で実施していただきたいと思うのですが、こういうふうにちょっと現状認

識が違うかなと。ただ、国の制度改正があるので、町長、行政としてはこういうふうにせざ

るを得ないということなのかもしれませんけれども、責任だけは一般の職員と同じ責任を負

わされるということも覚えておいていただきたいというふうに思います。 

  ちょっと時間が、後のことを考えると省略しなくてはいけないのですが、大体これでわ

かっていただいたでしょうか。会計年度任用職員制度というのが２年先に実施される。良い

面もあるけれども、当然悪い面もある。そういう中で、私はずっと、この間議会でも当町で

働く非正規雇用労働者の待遇改善、給料の基本額を上げろということでずっと言ってきまし

た。実は、これはここの議会だけではなくて、やっぱり全国的にも今、町長が言われたよう
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に、どこの自治体でも非正規職員がどんどん増えていって、この地方公務員法だけではカ

バーできなくなってきたということで公務員法が改正になったわけですが、ところが公務員

法改正で大きな問題は何かというと、今度はこの会計年度任用職員制度が公務員法に盛り込

まれたおかげで、逆に任用職員がどんどんこれから増やしていくことが可能になってきたと

いうことにも言えるのですよ。だから、今皆さんここに管理職としておられるかもしれない、

いやおられますね。その下で部下がいます。実は今後、正規職員が大幅に削減されると、ま

た削減しなさいということが今の国の政策として進みつつあります。そのこともぜひ、自分

たちの問題でもあるのだよと、ということをぜひ捉えていただきたいと思います。 

  最後に町長に改めて聞きますけれども、この自治体における、町における非正規職員に会

計年度任用職員が導入されますけれども、もう一度お聞きします。非正規職員の処遇改善に

つながるような適切な運用をすると。これまで以上に不利益な扱いはしないということを断

言していただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町、ここ10年遡ってみますと、非正規職員に不利益なことを

したことは、私の記憶ではないかなと、なかったかなというふうに思っております。また、

これから先も会計年度職員については、そういう対応をするつもりは全くございません。 

  ただ、先ほども申しましたけれども、私ども町長部局におきましても非正規職員という方

がいらっしゃいます。あくまでもこれは正規職員の仕事の量、例えば電話を取り次ぐ、ある

いは係数をまとめるですとか、職員が本来的にもやらなければならない業務なのですが、ど

うしても限られた人数になってくると、そういう細々した業務については非正規職員に頼ら

ざるを得ない、そして業務内容的にも正規職員から比べたら責任の度合いの低いものの対応

で対応させていただいてきたところでございますが、従来と同じような体制で臨んでまいり

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） 会計年度任用職員制度、町のほうでも改めて勉強されたというふうに

思いますけれども、38時間45分未満が要はパートタイムだと。だから、45分を超えればフル

タイムです。フルタイムになると期末手当、退職手当、それから特勤手当、共済組合の加入

や共済年金の対象になる。そこの、要は町が財政を考えて、本来ならフルタイムで対応をし

なければならないところをパートタイムに切り替えるとか、パートタイム扱いにしてわずか

期末手当程度の支給で済ませるということのないようにしていただきたいと思うのですね。

ここを先ほどの、前の議員も質問もありますけれども最後は財政という話がありました。財

政を考えたらフルタイムではなくてパートタイムにしないとだめだということで、もうそう

いう職員にしか採用しないということにも実はなりかねないなと、その辺の実は町としての

対応の心配もあります。 

いずれにしても、不利益をさせるようなことはしたことがないと言います、町長はね。私

はそれを信じるかどうかはあれですけれども、給料を上げろと、今の基本給では全然生活で
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きないでしょうという話をずっとしていました。町長はそれを承知で応募してくるのだから

良いではないかというような話を前もしていました。それって、やっぱり生活できる給料を

払えるような、そういう対応をすべきであって、これはやっぱり不利益な対応だと私は思う

のですよね。その辺を引き続きそれは取り上げていきたいと思いますが、いずれにしても町

長が今言われたこと、しっかりと守って２年後取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。 

  次に二つ目、１項目の二つ目の問題に入ります。 

  非正規雇用労働者の作業中の安全管理、日常的な健康管理ということで取り上げたいと思

います。非常にデリケートな問題なので、あまり細部にわたってお話しはしませんけれども、

８月３日に非常勤職員の痛ましい死亡労災事故が発生いたしました。ご遺族の皆さんに心か

らお悔やみを申し上げたいと思います。このような事故を二度と繰り返してはならない。行

政としても今回の死亡事故を教訓にして、これまでの就労者の労務管理や健康管理がどうで

あったのか。見直しをしているはずです。労基署の指導もあったはずです。どのようにそれ

を改善していこうとしているのか。まだ報告を受けたことがありません。その改善内容につ

いて最初に伺います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 職場の安全衛生につきましては、労働安全衛生法に基づきまし

て、洞爺湖町労働安全規定というのがございまして、職員を含めました健康管理、職場の環

境改善維持等に努めてきたところでございます。今回の事故を受けまして、室蘭労働基準監

督署より問題点に対する指摘表、これは議会で説明してございますけれども、４点ほどござ

いました。これらについて、町として改善点を報告するとともに、草刈り以外の、それ以外

に関する業務のリスクアセスメントと申しまして、これを現在まとめているところでござい

ます。 

  今回の事故を教訓といたしまして、熱中症対策におけます環境省、厚生労働省などによる

熱中症予防サイトを活用したリスク軽減、これは通称ＷＢＧＴというのですけれども、約３

日間の報告が出てきています。これらの活用、作業員の当日の体調管理、これは血圧測定、

非常勤の職員の出退勤の確認、虻田地区、洞爺地区、温泉地区の３地区で主な作業、草刈り

作業を従事しておりますけれども、全ての職場における共通の理解のもとの確認事項、先般

は農業振興課という形になっておりますけれども、再発防止に向けた管理職、所属長を含め

た研修、全職員を対象としたリスクアセスメントの講習会、安全衛生について徹底的に取り

組んでまいりたいと思います。 

  また、人が代わったりしましても、４月当初からきちんと安全衛生に努めてまいりたいと、

普及啓発に努めてまいります。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） 直接的な事故の対応という問題も当然ありますけれども、やっぱりそ

れを聞いていますと始業前の打ち合わせであったり、あるいは作業が終了した後のその場、
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現場での解散であったり、さまざまな点でやはり不十分な内容があるわけですよね。ですか

ら、私が確認したいのは、そういうことだけではなくて今後も同じような、あるいは別の形

で労災事故等が起こる可能性があると。そうであるならば、労働安全衛生法や労働基準法、

あるいはそれで規定されている、例えば労務管理や安全衛生管理のあり方などについて、

しっかりとその法律・規則に則った責任者を配置し、そして日々その注意を喚起する。ある

いは安全教育、安全な作業形態かどうかを確認する、こんなことも行われなければならない

と思うのです。そもそも行政が雇用するこの職員の労務管理、安全衛生管理のあり方につい

ては、行政における職員及び就労者の安全衛生管理規定というのが規定されています。その

中に、例えば非常勤職員についての規定もあるのかどうか。しているのかどうか。規定して

いるのかどうかということ。簡単にちょっとお答えください。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 私どものほうには、労働安全衛生規定ということで、私が総括

衛生責任者という形になってございまして、専門職の保健婦等も配置してございます。ここ

で言います労働安全衛生委員会というものを組織しておりまして、その中で職員に関する部

分、非常勤職員、現業職員と非常勤職員等に関する部分といろいろと職場の改善、健康管理

について議論しているところでございます。条例上というか、規則上は職員としか謳ってご

ざいませんので、私どもはこの非常勤職員についても適切に対応しているという状況でござ

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、佐々木部長が言わば管理責任者になっているというお話でありま

すが、当然ご本人が常にその現場を見ることはできませんよね。そうすると、労働安全衛生

法の関係法令及びその規定では、統括安全衛生管理者のほかに安全管理者とその代理人、そ

して衛生管理者及びその代理人を選任しなければいけないというふうになっていますし、ま

ずそれがどうなっているかということ。それから、実際に作業部門では、作業部門にも責任

者を置いて、安全衛生管理方針を策定して労働災害を防止する、快適な職場形成に向けた統

括管理を行うとされていますけれども、そういうことが実際に行われているのかどうか。そ

の二つについてちょっとお答えください。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 現在おっしゃいました総括安全衛生責任者は私のほうでござい

ますけれども、今おっしゃいましたそれ以外の安全管理者という部分につきましてでござい

ますけれども、これは専任されておりません。また、専任する職場、必要である職場と必要

でない職場という製造業に関する部分もございますので、うちには設置していないという部

分で。 

それでもう１点でございますけれども、町が労災防止のための方針ということでございま

す。これは策定しておりませんので、今現在進めておりますリスクアセスメントを含めまし

て、早急に方針をつくっていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。 
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○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） つまり統括の安全衛生管理者はいるけれども、実際に現場を管理でき

る状況にないということですよね。そういう現場の安全衛生管理者や、あるいはその代理者

も置いていないということですし、そのための計画もきちんとつくられていないということ

ですよ。ですから、私は今回の本当に痛ましい事故、これはある意味では一人で作業を、最

終的にはすることになってしまったわけですけれども、例えば人の丈以上にあるところに

入って一人で作業する、健康上の問題はいろいろあったとは思いますが、別な意味であの地

域というのは、たまにヒグマが出てきたりすることもあり得るのですよね。ですから、いず

れにしても作業をしている様子が誰からも確認できない、そういう場所に一人で行って作業

するなどというのは、はっきり言ってこれはおかしいですよ。そういうような状況をつくっ

たこともおかしいし、そうあってはならないのだということを事前に決めておかなくてはい

けなかったはずなのですね。そういう意味でいうと、統括安全衛生管理者が現場の状況をよ

く把握していない。そして、現場の作業手順や作業内容や、あるいはこれまで監修として

やってきたことについて一つ一つ点検していない。点検するのは誰かといったら統括安全管

理責任者ではなくて、現場のいわば責任者、安全衛生管理者なのですよ。その管理者がいな

ければ代理を置くと、そういうことが定められているのだけれども、そこも置かれていな

かったということを認めているわけですよね。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 私どものほうで、今おっしゃったとおりでございますけれども、

所属長というのがございまして、各課長のほうで現場できちんと私どもは、その安全衛生委

員会というものの中に、全ての現場を統括しております部課長を動員しておりまして、私ど

もを含めてこういうような安全管理の意思決定は町の安全衛生委員会の中で図られていると

いうふうに認識しておりますけれども、ただ一方的に今回のこの方針がないという部分につ

いてというか、そう言われればそのとおりでございますけれども、今回改めてもう１回勉強

させて、つくらせていただ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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 所属長がやっているというのは、任命しない限り労働安全衛生法で言

えば、それはいたとしてもその責任を問われるものではない。これは公務員としては当然、

現場を管理する、職員の安全衛生、健康管理を司る意味では必要かもしれません。だけれど

も、そういう責任者を配置していなかったということは、これはやっぱり大きな落ち度だっ

たと思います。 

  さて、法律の第62条には、中高年齢者等その他労働災害防止上、その就業に当たって特に

配慮を必要とする者については、これらの者の心身の状況に応じた適正な配置を行うよう努

める、とされているわけですけれども、先ほどは安全衛生管理方針というのが決まっていな

いと、できていないということもありますけれども、結局これはそのときの状況で様子をお

互いに確認し合って、便宜的に決めていたということになるのかなというふうに思っていま
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す。この点でもやはり問題があったのではないかというふうに思います。ぜひ町長、こうし

た痛ましい事故を二度と繰り返さないと、そのためには今、行政のこういう作業労働者の安

全管理、日常的な健康管理がどうなっているのか。改めて町長からも全課に指示をしていた

だいて、労働安全衛生法に基づく必要な責任者、管理者、体制を早急に立ち上げて、この再

び繰り返さないと、そういう決意をもって取り組んでいただきたいと思うのですが、町長い

かがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回起きました事故によって亡くなった方には、本当にお悔やみを申

し上げるところでございますと同時に、大変今までの管理監督が不十分だったなというとこ

ろは、率直に反省しておるところでございます。なおかつ、今後に向けましてやはりしっか

りした管理監督、そして安全管理、また衛生管理、こちらのほうにおきましても目の行き届

くような体制づくりをつくっていかなければならないな。そのためには係から係長、係長か

ら課長、そして課長から部長、部長から副町長、そして最終責任者である私のほう、これら

の系統をいま一度しっかり検証しなければならないな、これは反省でございまして、その上

に立ってしっかりしたものをつくりあげていかなければならないなというふうに思っている

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） ぜひ、こういうことが二度と、私も議会で質問したくはありませんし、

どういうふうにマニュアル化し、そしてこの計画を立てたのかということもぜひ議会の場で

しっかりとまとめて説明していただきたいというふうに思います。そのことを最後にお願い

をして、次の質問に移ります。 

  ２番目の、大きな２番目ですが、高すぎる国民健康保険税の認識と対応についてというこ

とで質問をさせていただきます。 

  2014年、今から４年前です。全国知事会、全国市長会、全国町村会などの団体が加入者の

所得が低い国民健康保険が、他の医療保険より保険料が高く、負担が限界になっているとい

うことを国民健康保険の構造問題だとして、利用者保険との格差を縮小するような抜本的な

財政基盤の強化は必要だということで、政府に対してその要望を提出しております。そのこ

とをまず端的に、ここには全国町村会も含まれていますから、当然町長も参加されている団

体でありますけれども、このことについてまず町長はどのように捉えておられるかお答えを

いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 高すぎる国民健康保険税の認識ということでございますが、おっしゃ

るとおりにただいま全国知事会、あるいは全国市長会、そして全国町村会などの３団体で国

のほうに対し、今所得が低い国民健康保険が他の医療保険より保険料が高いということが指

摘されておりますが、まさにそのとおりという認識をもっておりまして、国のほうに何とか

公費負担、国の補助制度、これをしっかり確立してほしいということで訴えているところで
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ございます。 

  特に、全国、確か知事会のほうからでしたか。公費を確か１兆円でしたか、何年かにわ

たって負担しろというふうな要望もあったようですが、今町村会としては毎年3,400億円、

これを公費導入してくださいという要望をしているところでございます。その中では、私ど

もの地域のような低中所得層が今現在、加入者の主流になりつつあると。一方で、高額で納

めていただいた国保世帯が今、いろいろな会社組織ですとか、そういうものも含めて他の保

険のほうに移行しつつあると。そうすると、どうしても低中所得者層が非常に多くなってし

まう。私どもの町も議員もご承知のとおり、一人当たり平均所得収入が全国で見ても非常に

低い位置にあると。道内においても当然低い位置にある。これまで、私どもの町村は基準外

繰り入れをして、そして何とか国保会計を維持してきたわけでございますが、それすらにも

何か文句を言ってきそうな国の気配がある。そこら辺のところは、しっかり公費を充てて、

健全な国保財政を守ってほしいということを今、要望しているところでございまして、本当

に今、国民皆保険を何とかしなければならないという時期に来ているかなというふうに認識

しております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 国民健康保険の今、状況についてちょっと説明をしたいと思うのです

が、皆さん、当にご存じのように国民健康保険という保険制度は、他の健康保険に入ること

のできない、そういう方が最後の拠り所として入る健康保険制度、だから国民皆保険制度と

いうふうに言っているわけです。他の健康保険というのは、多くは給与所得者であったり、

あるいは大企業や中小企業で働く簡保の保険であったり、そういうところの保険以外、そう

いうところに入ることのできない人たちが入るわけで、中には収入が全くない、わずかしか

ない、こういう人たちも入っているのです。ですから当然、保険料を請求されても払うこと

ができない。その保険料を払えば、子育ても日々の生活にも困窮してくる、こういう人たち

もいるのですね。実は、所得は低いのに保険料は他の健康保険に比べて一番高いというのが

この国民健康保険の今の実態です。国民健康保険料、一人当たりでこれは政府が試算したの

ですけれども、中小企業の労働者が加入する協会健保というのがあります。この協会健保の

額の1.3倍。そして、大企業などで働く労働者が加入する組合健保、これから見ても1.7倍も

する保険料をこの国民健康保険加入者は納めなければならない。ですから、町長が今言われ

たように、まさにそのとおりだと。本当に保険料が高いと。町村会などでは毎年3,400億円

の国の助成を要望しているというのも、そういうところから来るわけなのです。 

  当町の場合、もう少し言いますと国民健康保険に加入している方々は、例えばこの30年度、

今年度ですね、世帯数で1,595世帯ありますが、被保険者にすると2,499人。このうち、年間

の収入が215万円以下、年間収入215万円以下、所得でいうと131万円以下になるのですが、

この人たちは全体の63.9％です。この所得がこんなに低い人たちが、全体のもう64％近くに

なっているという状況で、そのすぐ上の所得が243万円以下を入れますと、もう優に７割を

超える、そういう状況になっています。ですから、こういうわずかな収入しかない人たちが
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今、国民健康保険を納めなければならないという状況にあります。 

  そこで、実は私たち日本共産党は高すぎる国民健康保険税を引き下げる、住民と医療保険

制度を守ろうということで先月の11月１日に政策を発表いたしました。町長も新聞赤旗をお

読みになっておられますから、この私たちの提案をお読みになっているのではないかと思う

のですが、まずそのことについて伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） しっかり読ませていただきました。 

○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。それで、提言では国保税の負担が所得に対し

て重すぎるとして、先ほど2014年度に全国知事会が国に求めていた１兆円の公費負担増額と

いうのも、私たちも同じ提言に盛り込んでいます。特に、国保料の場合は、ほかの健康保険

と違って世帯割、平等割があるのです。１世帯当たりいくら、そして頭、人数ですね。人数

当たりいくらというのが加算されていくわけですよね。ほかの皆さんのように、公務員とし

て働いている人たち、家族が何人いるから保険料はいくらだと言われたことはありますか。

給料ですね、ほとんどが。所得に応じて保険料を納めているわけです、多くは。ところが、

国民健康保険は所得以外に、１世帯いくら、そして１世帯の場合は、これは平等割と言いま

す。それから人数、４人家族か２人家族か、あるいは単身かによって払う均等割というのが

加算されるから、なおのこと多くなるわけですね。そして、収入がなくても、ここの部分で

の加算が生まれてくる。ですから、実は１兆円という金額は、この均等割と平等割をその分、

丸々国が出しなさいという金額なのですよ、１兆円というのは。そうすると、所得だけで保

険料を納めることができる。当然、だから所得の少ない人は軽減もできる、ということがで

きるのですけれども、こういう形で今、少なくても協会健保並みの保険制度にしなければ、

この健康保険制度、皆保険制度は維持できなくなるということを主張しているわけです。 

生活困窮のための国の免除制度の創設や、滞納世帯への無慈悲な保険料の取り上げ、ある

いは強権的な差し押さえ、こういうことが今、全国各地で起こっています。さらに、今年度

からは都道府県化されました。そして、来年はその２年目を迎えようとしています。真屋町

長はこの点については努力されて、この30年度、29年度と同じ料率で負担が増えないように

しようということで予算を組んでいただきました。来年度はどうなるのでしょうか。来年度

は、国は５年くらいの間にもうこういう都道府県化のほうに移行して、それぞれの自治体が

一般会計から独自に繰り入れをして保険料の軽減をやっているのをやめさせるという方向に

今、指導を強めようとしていますけれども、いずれにしても町の考え方として来年度の保険

税の扱い、そして都道府県化による値上げに対してどのようにお考えなのか伺っておきたい

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） 新年度予算の国保会計の編成作業を進めるに当たっての国民健康

保険税の税率及び一般会計からの基準外繰り入れによる財政支援についてのご質問かと思い
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ます。 

  平成31年度予算における国保税の税率につきましては、税率改正は行わない予定で事務を

進めております。また、それにより平成31年度につきましては、現行税率で対応したいと考

えているところでございます。また、基準外繰り入れにつきましては、一般会計においては

普通交付税の減少などにより財政状況は大変厳しいものがございますが、町の国保加入者の、

先ほど議員もおっしゃっておりましたように、約７割を占める低所得、中間所得層の急激な

負担増を避けるという観点から国保税及び基準外繰入金で不足する財源につきましては、従

来同様に一般会計からの支援をいただき、対応してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

  なお、議員の質問にも述べられておりますが、国及び北海道に国保会計の赤字解消を求め

られているのも事実でございます。国保会計の赤字解消のために必要な国保税の税率見直し

及び基準外繰入金の解消方法等について、検討が必要な時期にもなってございます。低所得

者層への影響も含め、今後国保会計の赤字解消対策について慎重に検討を行っていく必要が

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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 来年度、平成31年度についてもとりあえず今年度の保険料率、応能、

応益割を維持して、保険料の引き上げを抑えていくと。その分の法定外繰り入れ、当然する

ことになるわけですが、そういう方向だということを今、確認させていただきました。それ

で、来年と言わず本当に今、国民健康保険、先ほど町長が最初に、まさにそのとおりだと言

われたように、加入者にとってみると深刻な問題が本当に大きいのです。ちょっと一言言い

ますと、私たち例えば政党ではずっと高すぎる国保税を引き下げろと言って、せめて協会健

保並みに、とやっていたのです。そのときには、何だ共産党は、またそんなことをやれもし

ないで言っているのだと言われるのですよ。だけども、実態はもうそこを言わざるを得ない

ような状況に今なってきている。全国の知事会も市長会も、全国町村会も同じことを言って

いるわけです。本当にそういうところと私たちは一緒に協力をして、今の政治を変えないと

だめだと思っています。そういうことをぜひ、町村の首長も町村会を初め、このさまざまな

機会を通じて政府に対してものを申していただきたいというふうに思います。 

  それと併せて今、国が指導を強めている、例えば短期保険証の発行。これは滞納世帯に対

してですね、短期保険証の発行。３カ月であったり６カ月であったり、そういう短い期間し

か有効とならない保険証を発行して、窓口にまた更新のために来たときに「払えますか」と、

「なかなか難しいですよ」「わずかしか払えません」。そしたら「もう１回また短期です

ね」という格好で多分なるのだと思うのです。そういう短期保険証の発行やあるいは資格証

明書の発行。資格証明書というのは保険証ではありません、ご存じのように。資格証明書を

病院の窓口に出すと全額出してくださいと。医療費の全額をまず払ってください。そして、

払った証明をもらって、滞納している保険料を払いながら、それであのとき窓口で全額払っ

たので還付してくださいと請求して初めて１割、ないし２割、あるいは３割負担ということ
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になってくる。ですから、資格証明書があっても病院に行けない場合も多いのですね。そう

いう資格証明書の発行状況、これらについてどうなっているのか、ちょっと説明をいただき

たいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 税務財政課長。 

○税務財政課長（佐藤久志君） 国保税の滞納者に対しましては、面談及び納税誓約書の締結

などによる納付の促進を基本として取り組んでいるところでございます。ほとんどの方はそ

の取り組みにより納税をいただいているものでございますけれども、一部の滞納者の中には

短期証の交付による措置も常態化しまして、納付約束が不履行になるなど、納付意識が極め

て低く、再三にわたる督促にも応じないなど、特に悪質で特別な事情もなく滞納しているも

のを対象としまして、措置委員会にて慎重に審議した上で資格証明書の交付を行っているも

のでございます。 

  平成30年６月１日時点での短期証及び資格証明書の発行状況でございますが、短期証が対

象者54世帯、被保険者93名、そのうち高校生世代以下を世帯構成員に有する世帯数は７世帯

で、高校生以下の被保険者は11名でございます。また、資格証明書が対象者７世帯、被保険

者８名となっており、高校生以下を構成員とする世帯はございません。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 滞納世帯の中には、今説明があった、特に悪質な場合ということを強

調されました。その、特に悪質な場合というのは誰が決めるのかと。４条件ありますよね。

いわゆるそういう処分をする場合、税の扱いとして。例えば、その税を納めることによって

生活が困窮する、基本的な生活ができなくなる場合にはこれはしないということを含めて、

確か４条件あったはずです。滞納処分に至るまでの間ですね。例えば、悪質というのはどう

しても収入がわずかで、それを払うことで生活ができなくなるのかどうかということをしっ

かりと確認をする。そうやって対応しているのだと思いますよ。そこを個別にちょっと挙げ

るわけにはいきませんけれども、そういう対応をしながら特に悪質な場合ということなので

すが、それであったとしても私は以前にも言いましたけれども、短期保険証は保険証として

一応有効です。しかし期間は、有効期限は短い。子供のいる世帯、高校生以下の世帯は７世

帯の11名だと。そういう中で中学以下は医療費が一応補助されていますから、何とかできる

にしても中学から高校までの間というのは、やっぱり病院代を払わなければならない。そう

いう場合でもこの短期保険証を活用するということになると思います。そういう子供などが

特に具合が悪くなったときに、保険証がなくて病院に行くことができないなどということに

決してないように、これは対応としてしていただきたい。資格証明書発行は子供の世帯はい

ないと言われましたから、これは以前にもそういう子供がいる世帯の資格証明書発行すべき

ではないかということで私は述べた時期がありました。そういうことで、今もそれが取り組

まれているということだと思いますけれども、いずれにしても本当にわずかな収入しかない

人もこの国民健康保険に入っているわけです。その家庭の実態をよく把握して、保険料の減

額をしていただきたい。残念ながら国民健康保険制度には免除という制度がないのですよ。
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ですから、減額はあっても免除はない。そういう中身ですから、やはり町がその辺を、実態

をよく捉えて、支払猶予であったり、わずかな保険料の納入であったとしてもそれで延長し

ていくということをぜひしていただきたいと思うのですが、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） 議員のおっしゃるとおり、そういった面を含めまして調査を

しまして資格証明書の発行を行っているところでございます。ただ単に滞納があるというだ

けで行っているものではございません。国保税に対する納付意識が低いという背景には、制

度に対する理解・関心が薄いということもあると感じておりますので、制度の周知にもしっ

かり取り組んで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） これはもう一つ、子育て支援として実施している自治体も今増えつつ

あります。先ほど子育て支援の話が他の議員からも出ました。要は最後は財政だと、ふるさ

と納税金額が少ないのにどこから出すのだという話でしょうね、きっとね。ですが今、町が

取り組んでいる子育ての取り組みというのは、実はほかの町村で結構やっているのですよ。

うちの町だけが突出してやっているわけではない。例えば、子供の医療費を無料化するとい

うのは豊浦町では高校以下なのですね。18歳まで医療費を無料にするというふうにやってい

ますし、それから給食費についても確か半分、町が見るというふうにやっています。 

洞爺湖町はそういう進んだ自治体の取り組みを紹介して、こういうことでぜひ子育て支援

を取り組んでいただきたいということで、何回か議会で取り上げて、そして実際のそういう

苦労している方の声も挙げながら、それじゃあやるかということで始めている。まあ、やっ

てくれているのは助かるのですけれども、非常に後追い的な中身があって、ここの町だから

子育てしやすい、この町だから安心して子供を産み、育てていくことができるという町にま

だまだ私はなっていないなという気がします。 

そういう意味で、例えばこの国民健康保険の問題もそうです。実は、国民健康保険でも今、

自治体の中では第２子、第３子の子供がいる場合については、一定額の減額をするという扱

いもしています。ですから、もう取り組んでいるところは結構あるわけですよね。そういう

中で、先ほど国民健康保険が高すぎて大変だと、特に子供がいて、子育てをしながらこの保

険料を納めなければならないという状況があるわけですけれども、こういう中で子育て支援

としてもぜひ対応していただくべきことではないかと。とりあえずうちは中学卒業までは国

保については無償化しています。ただ、それが18歳にいきますと、当然保険料を払わなけれ

ばならないわけです。まだ高校生ですよ。そして、実はそれ以上がお金が一番かかるのだけ

れども、とりあえずそういう段階まで行く中で、せめて第２子、第３子の保険料の軽減など

も今後、検討の材料にしていただきたいものだということが一つと、それからこれは先ほど

も聞きましたから良いのですけれども、平成31年、来年度以降、一般財源の繰り入れもして、

国保税の引き上げは抑えるということではあるけれども、実際には法定外繰り入れを増やし

ながら、保険税そのものを減額している、あるいは減額のための取り組みをしています。そ
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ういうことも含めて、ちょっと町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） この国民皆保険、本当に勉強すればするほど今、矛盾がたくさん出て

きているなという感がしてなりません。今まで国民健康保険に加入していた方も収入が若干

あるので、社会保険制度に切り替えたと。私どもの町でもそうなのですが、そうすると自由

主が半分負担する、個人が半分ということになると、税としては非常に安くなっているのか

もしれない。会社自体としてはやっぱりちゃんとしっかり納めなければならない等々の関係

もありますが、いかんせんやはりうちは低所得、中間所得層の人が先ほどもご指摘のとおり

あまりにも多すぎるということから、31年度も国が何て言ってくるかわかりませんけれども、

私どもの町としては繰り入れしなければならないだろう。その中で、先ほど来申し上げてお

りますけれども、町全体の一般会計の予算については、ある意味トータル的に考えていかな

ければならないなというふうに思っておりまして、ある程度つけるところはつけさせていた

だきますけれども、我慢していただくところはやっぱり我慢していただかなければならない

かな、そういうメリハリをもって予算づけをしていきたいなというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 国保については、また繰り返しこの後の議会でも取り上げさせていた

だいて、保険料負担の軽減のために引き続き取り組んでいきたいというふうに思っています。 

  次、３点目ですが、副読本の全児童生徒への無償配付について伺います。 

  まず最初に、副読本の役割とか教科用図書、教科書以外の小中学校において授業で使用さ

れることを目的として発行された図書、これらがどういうものがあるのかということについ

てちょっと伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 近年のものでお答えをいたしますが、教育委員会では平成27年４

月に小学生３、４年生用社会科副読本「とうやこ」の改定版300部を作成し、各学校に配付

して活用していただいています。それから、教育委員会から副読本以外にでも配っているも

のがございますので、それもお話しをさせていただきます。まず一つ目ですが、平成23年10

月に「家庭学習のしかた」ということで、これは中学生版ということで全保護者、家庭へ配

付してございます。二つ目でございますが、平成24年12月に「読書は心の栄養です」と題す

る読書推進に関するパンフレットを作成し、全保護者、家庭へ配付してございます。次に、

平成25年３月に「家庭学習のしかた」、これは一部変更版でございますけれども、全保護者、

家庭へ配付してございます。四つ目でございます。ジオパーク推進課と連携し、ジオパーク

に関する資料を平成27年から小学校３年生以上を対象として町内小中高等学校へ配付をして

いるところでございます。配付資料でございますけれども、「時間旅行」それから「おたか

ら」、「11年前の上の一日」、「ジオパークマガジン」となっています。このほかに、教育

委員会以外から副読本等でございますけれども、一つ目でございます。道徳の教科用の小中

学校全学年で「私たちの道徳」、これは旧冊子名「心のノート」でございます。これは文部
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科学省が発行でありますが、小学校においては平成30年度から教科化されたことにより、本

年度からなくなっているところでございます。それから、中学校においては平成31年度から

教科化されることから、本年度使用が終了する見込みということになってございます。 

  このほかに、有珠山火山防災教育副読本として２冊発行されてございます。一つ目が「火

の山のひびき」これは小学生版でございます。2003年、平成15年３月に有珠火山防災教育副

読本作成検討会が作成・発行し、当時町内小学校に配付されてございます。それから二つ目、

「火の山のかなで」、これは中学生版でございます。2004年、平成16年小学校版の翌年でご

ざいますが３月に、同じく有珠火山防災教育副読本作成検討会が作成・発行し、町内の小中

学校に配付されてございます。また、配付部数、正式な記録に残ってございませんので、正

式にはわかりませんが、発行当時1,000部作成され、伊達市、それから合併前の虻田町及び

壮瞥町の小学校５、６年生に配付されたようでございます。 

  また、５、６年前に教育委員会から再度、これらにつきましては町内の小中学校に20冊程

度配付したところでございます。以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回、この副読本について質問をした理由は、特に今、最初に説明を

された３、４年生向けの社会科副読本「とうやこ」ということについて、ちょっとこういう

やり方はどうなのかなということがあったものですから質問させていただいたわけですが、

そのほかに今、さまざまな平成23年度から27年度、そして30年度も含めてですか、それぞれ

副読本と思われる、あるいは言われるような冊子が配付されているのですが、まず聞きたい

のですけれども、どの副読本もその対象となる年度の学年については、それを参考資料とし

て学習しているのですよね。全て使っているかどうかはわかりませんよ。実際に使っていな

いなというのは、実は私も聞いていますけれども、例えばこの社会科副読本、これ教育長か

らいただきました。あまり部数がないそうですから。それで、これ教育委員会ではじっくり

見たでしょう。何が書いてあるかと言ったら、副読本の発行に当たってと最後のほうに、当

時の編集委員長の方のお話があるのですが、平成18年３月に旧虻田町と旧洞爺村が合併して、

皆さんが住んでいる洞爺湖町が誕生しました。それに合わせて平成20年に社会科の副読本

「とうやこ」も発行され、たくさんの児童の皆さんが「とうやこ」で学習し、郷土のすばら

しさを理解し、郷土への愛情を深めていったことだろうと思います。洞爺湖町が誕生して10

年近く経ち、これは27年の話ですね。10年近くが経ち、町の様子も随分変化してきたものが

あります。そこで今回の改定で次の三つの点を中心に編集を進めましたということで、写真

とか資料も新しくしたとか、文章表現も小学生にわかりやすくしたなどと書いてあります。

私が一番感動したのは、この２ページですね、これは「とうやこ」と書いた次のページには、

洞爺湖町町章というのがあって、町章の意味、それから洞爺湖町町民憲章というのが載って

います。残念ながら非核平和の町宣言は載っていないですけれどもね。それにしても、これ

私が言いたいのは、この冊子が27年に出ました。その前に出たのが平成20年です。20年から

27年の間に、新たに印刷して発行したことがあるでしょうか。 
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○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 一応でお答えしますが、多分出ていないと思います。この改定ま

で出ていないと思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 実は、良いことを書いてあるというより、私たちも見返したら本当に

洞爺湖町の歴史、合併する前の洞爺村の開拓の歴史、虻田の歴史、それが本当に小学生レベ

ルでわかりやすく書いてあるのです、写真も入って。これは町にとってみると歴史書なので

すよ。町のことを知る上で非常に大事だ。それが学習する学年で３年、４年生。それも、一

度平成20年のときに発行して、27年で発行して、その当時の子供たちは新しい本を手にしま

す。ところが、その副読本は持ち帰ってはならない。学校に保管しておかなければいけない

のです。そして、次の学年が学ぶときにまた使うのです。だから、最初にもらった子供たち

が、中にいろいろメモ書きしたりしたら、次の学年の子供たちもそのメモも一緒に見なけれ

ばいけない。ぼろぼろになって７年間使い続けるわけです。先生方もそうなのです。先生方

にも毎年配られるわけではない。だから、せっかく洞爺湖町の、この最後に郷土に対する、

町に対する愛着、郷土のすばらしさ、歴史文化、こういったものを家に帰ったって、これは

親が見たっておもしろいのですよ。読みやすいし、写真も出ているし。ああ、こんなことが

あったのだなと。ああ、旧洞爺村はこういう村だったのだなというようなことがわかるのに、

なぜ使い回ししなくてはいけないのだと。教科書なら学年ごとに買うではないですか。学年

ごとに買って家庭に持ち帰って、宿題もするでしょう。ところが、せっかくこの大事な洞爺

湖町の歴史、文化、産業、産業の成り立ちも書いてあります。ジオパークも書いてあります。

課長もこれ見ましたか。非常に詳しく書いていますよ、噴火の様子とか写真入りで。こうい

うものがせっかくあるのに、なぜ毎年該当する学年に、全校生徒に出せと言っているのでは

ないですよ。学習する３年生、４年生にせめて新しいのを渡して、一人一人に配付して持ち

帰って、そして見返す。その子供たちが学校を卒業しても捨てない限り家にあるわけですよ。

親も見る。そしたら、うちの町はこういう町だったよということも繰り返して見ると、こん

なに自然豊かで産業もいろいろあって、こういう苦労をして町を開いてきたのだというのが

子供たちにとってみても振り返ることができると。私は本当に残念だと。町民憲章の説明も

出ているし、洞爺湖町の町章の意味も書いてある。大人の人に聞いたって、この町民憲章は

今何ですかといったって、まともに答える人は多分いないですよ。成人式のときにちょっと

配られるくらいかな。 

  そういう意味で言うと、けちけちしないで、教育委員会は町に対して予算を要望して、毎

年３年生、４年生のクラスには必ず配付してほしい。これもそうですし、先ほど言ったほか

の副読本についても学校にさえあれば良いのだではないのですよ。学校で学ぶときに、子供

たちにとってみると見返すこともできる。そして、持ち帰って、親も含めて一緒に眺めて、

時には親御さんも「ああ、ここね。私も知っているよ」と、子供に教えることだってできる

かもしれません。実はもともと私はここの洞爺村の財田というところに生まれたのだよとか
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いう話ができるかもしれませんよ。財田ってそういうところだったのだと、だからこういう

せっかく良いものをつくっているのに、なぜそれが使い回しになって子供たちに配られない

のか。ぜひ、私教育委員会は町に対して予算要求してほしい。だめだというなら、私が町長

に直接聞きますよ。どうですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） なぜ配らないかという話なのですが、冒頭お話ししたとおり小学

校３、４年生の社会科という特定の教科の副読本ということで、使用学年が限られていると

いうことから学校管理として３、４年生用の人数プラス予備として数冊、それをプラスして

学校で無償で配付したということでございます。 

  多分、それは今も同じでございますので、その当時27年発行したときに、その後毎年では

ございませんので、学習時に児童に配付して使用したらまた使用後は回収ということで、と

いう方法で使用していただいているというのが実態ということでございます。それで、そう

いうことである程度、手でお持ちになっていますので、ある程度良い紙を使っているので、

相当年数使えるだろうということで、そんなことで毎年それぞれ個人に配付しないで学年限

定ということで、そんなことで配付をしていたということでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 教育委員会はやる気がないそうです。町長、どうですか。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 教育関係のお話でございますけれども、議員のおっしゃっているこ

とも理解はできるというところがございます。ただ、今までの考え方がございますので、教

育委員会とちょっと協議をしたいというふうには思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） どうも煮え切れないね。紙の質は良いのだよ。実はこれ、教科書と同

じような紙質ですよ。私は毎回教科書の検定、ここの奥の部屋でやっていますから見ていま

す。社会科のやつも見ます。特に戦争の表記をどうしているかなというのを見るのですけれ

ども、教科書と同じではないですか。副読本って１から10まで、これは何ページあるのかな。

ページ数を見ると歴史も出ているのであれなのですが、100ページほどあります。この副読

本の学習を100ページ全部はしていません、生徒は。ほんの数ページです。ほんの数ページ

しか見ていないのですよ。３年生、４年生が学習するから、その学年に応じて学校で持ち

回っている、使い回ししている、私はそんなの絶対認めませんよ。これは単なる教科書では

ないのです。数学や国語などと違って、例えばそれは見返すこともあるでしょう。でも、こ

れは町の歴史書ですよ。小学生版町史、そうではないですか。これを小さいうちからきちん

と知ってもらうこと、そのことが町に対する愛着が生まれる、町の歴史を知る。どんな苦労

をして先人がこの町を切り開いたのかということを知ることができるのではないですか。だ

からこそ私は、それはお金の問題はあるかもしれない。だけども大事なことですよ。ここに

何て書いているかわかります。町民憲章の前文、「私たちは、美しい洞爺湖、みのり多き大
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地、さち豊かな内浦湾にいだかれた洞爺湖町の町民です。恵まれた環境と先人の偉業を受け

つぎ、洞爺湖町民としての誇りをもち、豊かで美しく幸せな未来を築きます。」とすごく良

いことが書いてあるのですよ。そして、本文がありまして、これを本当にしっかりと子供た

ちには受け継いでいきたい。受け継ぐ責任が大人には僕はあると思うのです。教育委員会に

も町にも。ぜひ新年度に向けて配っていただきたい。そして、３、４年生でこれをみんなが、

はっきり言ってメモしたものを見るなどということがないように、自分の宝として持ってい

られるようにしてほしいと思うのですが、最後、町長どうですか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今のその「とうやこ」副読本、非常にためになる本だと自信を持って

おります。それで、財源的なものは知恵を出し合えば何とかなるのかなというふうに思いま

すので、前向きに教育委員会のほうと協議をしていってまいり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） すみません、教育長差し置いて言いましたけれども、前向きに検討し

ていただけるということですので、ぜひそのほかの副読本についてもありますので、それら

も含めて検討していただくことをお願いをしまして、私の質問を終わります。 

○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。 

  本日の一般質問は、これで終了いたします。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ４時３２分） 
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