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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名全員であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、12番、大西議員、13番、五十嵐議

員を指名いたします。 

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

◎議案第53号から議案第59号まで一括上程、委員会報告、説明、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算から

議案第59号平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算までを一括議題といたします。 

  本件は、予算審査特別委員会の付託事件でありますので、予算審査特別委員会委員長から

一括して報告を求めます。 

  五十嵐委員長。 

○予算審査特別委員長（五十嵐篤雄君） おはようございます。 

  読み上げて、報告をさせていただきます。 

  報告第10号委員会審査報告書。 

平成31年３月13日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

予算審査特別委員会委員長、五十嵐篤雄。 

  洞爺湖町議会平成31年３月会議において本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のと

おり決定したので、会議規則第72条の規定により報告いたします。 

  記。 

１、事件名。 

  議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算、議案第54号平成31年度虻田郡洞爺湖

町国民健康保険特別会計予算、議案第55号平成31年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会

計予算、議案第56号平成31年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算、議案第57号平成31年

度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算、議案第58号平成31年度虻田郡洞爺湖町後期高

齢者医療特別会計予算、議案第59号平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算。 

  ２、審査日、平成31年３月８日、11日及び12日、３日間。 

  ３、審査の結果。 

  議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算、可決すべきものと決定。 

議案第54号平成31年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算、可決すべきものと決定。 
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議案第55号平成31年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算、可決すべきものと決

定。 

議案第56号平成31年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算、可決すべきものと決定。 

議案第57号平成31年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算、可決すべきものと決定。 

議案第58号平成31年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算、可決すべきものと決

定。 

議案第59号平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算、可決すべきものと決定。 

  ４、附帯決議案について。 

  本委員会において、別紙のとおり議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算に対

する附帯決議案を可決したので報告いたします。 

  この決議案については、別紙をごらんいただければと思います。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（佐々木良一君） これで、報告を終わります。 

  なお、予算審査特別委員会は、議長を除く全員による委員会でありますので、委員長に対

する質疑を省略したいと思いますが、これでよろしいでしょうか。 

〔「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。 

質疑を省略します。 

  それでは、議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算から１件ずつ討論と採決を

行います。 

  初めに、議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算について、討論はありますか。 

  まず、本件に反対者の発言を許します。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 議案第53号平成31年度一般会計予算案に対し、反対の立場で討論を行

います。 

  反対理由の第１は、地域や住民への必要な情報提供と、合意のないまま新年度の事業を推

進しようとしていることです。例えば地元事業者による介護施設建設に伴う上下水道整備の

ための実施設計委託料です。 

  町長は新年度の執行方針の中で、「誇れる地域特性を生かしたまちづくり」と称して、ユ

ネスコ世界ジオパークの認定地であることに触れ、景観や歴史、温泉など、この町にしかな

い財産の恩恵を町民の皆さんが感じ、好循環へとつなげる取り組みを進めますと述べました。

ところが、この町にしかない誇れる景観が、今30メートルを超える高層の介護施設建設に

よって損ねかねない状況にあります。 

  町長は、予算委員会の総括質疑の答弁でも、できるだけ双方、つまり福祉事業者と景観を

憂慮している観光事業者の双方の仲を取り持っていきたいと答弁されました。景観を損ねか

ねないと憂慮しているのは観光事業者だけではありません。四季折々、朝な夕なに景色が移
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り変わる洞爺湖と中島、これを取り巻く洞爺湖カルデラ、その自然の織りなす景観に癒され

ている多くの町民や観光客です。町長の姿勢は、執行方針で述べている姿勢とも思えない。

双方の仲を取り持つなどという仲裁的な姿勢でしかなく、誇れる景観を守るどころか、無責

任な対応ではありませんか。 

  この件での地域住民へのこれまでの説明は、観光協会の数名の役員にのみ行われたと聞き

ます。旅館組合、飲食店組合、土産店、さらには町民への説明も、理解を求める対応もない

まま予算が計上されたことです。 

  そもそも１年９カ月前の議会で、私が今回のような事態が起こる得ることも想定し、町が

景観計画を策定し、景観条例を定めることを求めましたが、町長自身がその必要性を認識し

ていなかったことが最大の問題だったのではありませんか。この間、行政が景観条例制定に

向けて動き出し、そのことを町の方針として内外に向けて表明していれば、今回のような地

元事業者が一方的に計画を立てることはなかったのではありませんか。条例制定まで進展し

ていなくても、地元の事業者であればこそ、町や町民、観光事業者の意向を酌んだ対応を期

待することができたのではないでしょうか。 

  この先のことを考えても、住民への説明も合意も得られない状態で予算を認めることはで

きません。今後の変更も含めて、補正予算として計上することが望ましいと考えます。 

  もう一つの例を挙げれば、保育所の統合に対する行政の姿勢です。今野議員の一般質問に

よって、保育所の統合だけでなく、民間事業者の意向によっては、公立保育所の廃止をも含

む検討が行われるということが明らかになりました。そのような姿勢に立って行政が今後の

保育所のあり方を検討するなどということは、これまで全く公表されていなかったことです。

町長、教育長の執行方針にも述べられておりません。 

  保育における行政の役割や責任を曖昧にし、民間に保育を委ねる、いわゆる認定こども園

などは、保護者と園との直接契約方式や保育料の自由設定など、自治体の公的責任の後退や

子育て格差の拡大につながるとの懸念があるものです。 

  認定こども園は、既存の保育所や幼稚園のうち四つのタイプに分かれます。一つは、保育

と教育を一体的に行う。二つは、地域で子育て支援、相談や親子の集いの場の提供などを行

うという、二つの条件を満たす施設が知事の認定を受けて、認定こども園に移行するという

ものです。 

  その形態は、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の四つのタイプに分けられま

すが、認定こども園では、定員を超えて申し込み、例えば年齢によっては定員もありますか

ら、その定員を超えて申し込みがあった場合、誰を入園させるかは施設が選考します。その

ため、入所の決定に町が責任を持たず、保育が必要な子が放置される危険が指摘されていま

す。 

  利用料についても、認定こども園では、市区町村の保育料よりも高く設定したり、保育

サービスにオプションを設けて追加料金を取ることが可能です。保護者の負担能力を超える

可能性もある上、利用料が払えなければ退所を命ずることも生じ得ることになります。 
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  行政が保育所の統合と言いながら、将来的には公的保育の廃止をも視野に入れた検討を考

えていること。そのような行政の考え方を明らかにすることなく、新年度、関係機関との協

議を進めるべきではありません。この問題からも、町民に対する情報共有と住民参加を基本

とする行政運営となっていないことを示しています。 

  反対理由の第２は、従来から行ってきた事務事業の内容、目的や達成状況、そして改善内

容などの検証がどのように行われてきたのか、示されないまま予算措置がなされていること

です。 

  その一つに、洞爺地区、温泉地区、虻田地区を結ぶ交通網の整備があります。三つの地区

の住民の連携や交流を図り、町の一体化を促進する上で重要な交通手段であるバス運行時間

や路線の改善、整備が急がれます。特に洞爺地区の住民からは、虻田地区への行き来に不便

を生じている状況が継続して出されています。町は長年、３地域を結ぶバス運行事業者に、

生活路線維持事業者補助金として1,500万円近く支出しています。これとは別に、三つの地

域内ごとに運行する地域公共交通網、いわゆるコミバスの整備を進めていますが、コミバス

と３地域を結ぶ生活路線バスの連携が悪いために、乗り継ぎに不便を生じている状況で、こ

れまでの改善の内容や今後の対応、バス事業者との協議内容など、取組状況が示されないま

まであることです。 

  二つ目には、産業団体への職員の派遣についてです。洞爺湖町にとって、農業や漁業とと

もに観光産業は重要な基幹産業の一つであることは承知しています。そのために、観光事業

に伴う補助金や、最近では「ジオたまご」の販売促進のための補助金も支出されてきました。

そうした中で、本来、公務員として、住民全体の奉仕者であるべき町職員が、この10年来、

観光協会に繰り返し派遣されています。この間の職員派遣によって、観光協会の組織や運営

基盤の強化がどのように図られてきたのか、その効果は得られているのかなど、検証がされ

ているのか、それも明らかにされていません。 

  観光事業は、国際情勢や災害などにより変動も激しく、時には行政としての財政支援も必

要な場合が多々あることを承知していますが、それだけに足腰の強い観光協会を育成、支援

すること、行政と事業者、住民の協働で洞爺湖ブランドをつくり、広げていくことが必要な

のではないでしょうか、そのための派遣でなければなりません。 

  以上のように、地域や住民への必要な情報提供と、合意のないまま新年度の事業を推進し

ようとしていること。また、事務事業の内容、目的や達成状況、改善内容などの検証がどの

ように行われているのか示されないまま予算措置がされていることなどの理由を述べ、議案

第53号平成31年度の一般会計予算案に反対するものです。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  大西議員。 

○１２番（大西 智君） 議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算に対しまして、

賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。 

  今、反対討論ということで、６番議員がお話をしておりましたけれども、先ほど予算審査
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特別委員会の委員長であります五十嵐委員長が、この案件に関しても委員会で、可決すべき

ものと決定ということでの報告がありました。予算委員会の中でも、今、反対討論をされた

方がお話しした反対討論の部分、これに対しましても予算委員会の中でしっかり議論した中

で、その中での可決だったかなと私は受け止めております。 

  そのときにも私、賛成討論させていただいたのですけれども、31年度の一般会計の部分に

おきましては、やはり財政、大変厳しい中、地方交付税もなかなか減ってきている中で、財

調を切り崩した中で、やはり一般会計の枠組みとして各課、款、科目ごとにしっかりとした

予算組みがされているのかなと思っております。 

  一部、今、反対討論された議員の声というのでしょうか、かなり議論しなくてはいけない

部分というのはついてはあるかなと思いますけれども、ただ、そこをもって、31年度の予算

全体をだめだということにはならないのかなと思っております。やはりしっかりと議論すべ

きところは議論して、時間もある中で、まだまだこれから前向きに進められる部分が残って

いるだけに、議論というものをしていく中での、この一般会計予算というものを町側で調整

をやっていっていただければなと思っております。 

  いずれにしましても、先ほど予算審査特別委員会の委員長が報告したように、一般会計予

算については、可決すべきものとの判断の中から、賛成の部分で討論をさせていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ほかに討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、討論を終わります。 

  これから、議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算について採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立多数です。 

  したがって、議案第53号平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算については、可決されま

した。 

  次に、議案第54号平成31年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算について、討論は

ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第54号平成31年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算についてを採

決します。 

  本案は、委員長報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第54号平成31年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算については、

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第55号平成31年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算について、討論

はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第55号平成31年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算についてを

採決します。 

  本件は、委員長報告のとおり可決することに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、議案第55号平成31年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算について

は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第56号平成31年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算について、討論はあり

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第56号平成31年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算についてを採決し

ます。 

  本件は、委員長報告のとおり可決することに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、議案第56号平成31年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算については、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第57号平成31年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算について、討論は

ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第57号平成31年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算についてを採

決します。 

  本件は、委員長報告のとおり可決することに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、議案第57号平成31度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算については、

委員長報告のとおり可決されました。 
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  次に、議案第58号平成31年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算について、討論

はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第58号平成31年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算についてを

採決します。 

  本件は、委員長報告のとおり可決することに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、議案第58号平成31年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算について

は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第59号平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算について、討論はあります

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第59号平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算についてを採決します。 

  本件は、委員長報告のとおり可決することに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、議案第59号平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算については、委員長

報告のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、意見書案第15号消費税率の10％への引き上げ断念を求め

る意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  今野議員。 

○４番（今野幸子君） 意見書案第15号。平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一

様。 

  提出議員、今野幸子。賛成議員、立野広志。 

  消費税率の10％への引き上げ断念を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣。 

  消費税率の10％への引き上げ断念を求める意見書（案）。 

  毎月勤労統計調査の偽装をめぐり厚生労働省が、労働者の賃金の伸びはこれまでの公表値
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よりも低かったことを認め、「下方修正」する数値を公表しました。 

  現金給与総額（名目賃金）の前年同月に比べた伸び率が、2018年１月から同年11月までの

全ての月で、公表値を下回りました。物価の上昇を差し引いた実質賃金でも、18年１月から

同年11月まで、９月を除く全ての月で低下しています。とりわけ、政府が21年５カ月ぶりの

高い水準だとしてきた18年６月の現金給与総額は、公表してきた3.3％の伸び率から2.8％の

伸び率へと、0.5ポイントも低下しました。 

  政府はこれまで、賃金などの「上昇」を根拠に、「景気回復」は「戦後最長」になったな

どと言って、10月からの消費税増税を正当化してきました。しかし、その「賃金上昇」は偽

りであり、実際は低下していたのです。 

  政府が実施した14年４月からの消費税率の８％への引き上げは、消費を大きく後退させ、

今も深刻な不況が続いています。増税前に比べ、家計の消費支出は年間25万円も落ち込んで

います。さらに10％増税を強行すれば、暮らしの悪化だけでなく、経済そのものが破滅的打

撃を受けることは明らかです。 

  政府の増税対策も、食料品などの税率据え置きの複数税率導入や、キャッシュレス決済の

場合のポイント還元、「プレミアム」付き商品券など、制度を複雑にし、国民の暮らしや営

業の各分野で混乱を拡大するばかりです。「対策」に要する費用は、増税による増収額を大

幅に上回るものです。 

  よって、政府は、低所得者ほど負担が重く、経済を冷え込ませ、国民の暮らしと日本経済

を衰退させる増税、加えて増税判断の根拠も崩れている以上、引き上げをキッパリと断念す

ることを強く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成31年３月５日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

  12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 今、消費税10％の引き上げ断念を求める意見書ということで、お話

を聞いたのですけれども、その中でちょっとわからない部分があるので、説明をしていただ

きたいと思います。 

  中段ぐらいになるかと思うのですけれども、「10月からの消費税増税を正当化してきまし

た。しかし、その賃金上昇は偽りであり、実際は低下していたのです」という部分の表現な

のですけれども、どこを根拠に、どこをもって、賃金の上昇が偽りだったのか、そこをまず

お聞きしたいのですけれども。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

○４番（今野幸子君） まず、統計自体が偽装というか、統計自体がもう間違っていた。例え

ば、本来は、毎月勤労統計というのは、従業員500人以上の事業所については、全ての事業

所を調べなければならないという、調査しなければならないことになっています。これを３
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分の１の調査に変えられていた。そしてまた、それを正当な調査方法に近づけるための数値

補正が行われていた。そういった問題から、それを認めて、政府が3.3％の伸びから2.8％に

下がったこと、これは政府が認めていることです。 

  賃金上昇、これは、復元の計算する方法、３分の１しかやっていなかったものですから、

特に、それが３分の１だったというのが東京都に置かれていまして、東京都というのは、地

方よりも賃金がある程度高いわけです。それで、急にそこで３倍にしたという形、当然賃金

の高いところを急遽補正することで、急にそれが上がったという形に形式的にはなります。

ところが、ここで上がっているというのは、例えば就業者の数は増えている、それを基に、

賃金が上がったというふうな言い方をしているのですが、就業者は確かに増えているわけで

すから、総賃金は上がっているのですが、その内容というのが、例えば65歳以上の人、また

は学生、高校生とか、そしてまた、完全無職の方とか、そういった方を外した形で計算され

ていた。それで賃金も上がったという形になるかと思います。ちょっと説明が下手でごめん

なさい。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終了いたします。ご苦労さまでした。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  10番、大屋議員。 

○１０番（大屋 治君） 10番、大屋でございます。 

  意見書第15号消費税率の10％への引き上げ断念を求める意見書（案）について、反対の立

場から討論させていただきます。 

  日本の消費税は1989年に導入された間接税です。消費税をいまだに導入していない国が

多々あります。それはどこの国かは申し上げませんが、強いて言うなら、中国、ロシアに代

表される共産圏諸国です。 

  日本の消費税は、たび重なる増税により、高額であるような感覚になりますが、実は世界

から見ればまだまだ低いのです。だからといって、どんどん上げて良いという話ではないこ

とをご理解ください。 

  ここで、消費税を導入している国で高い国をご紹介します。高福祉というメリットを国民

に享受させるために高い税率を設定している国がある一方で、ハンガリーや財政破綻したギ

リシャなど、厳しい財政事情により増税をせざるを得ない国があります。まず、一番高いの

がハンガリーで27％、アイスランド25.5％、クロアチア、スウェーデン、デンマーク、ノル

ウェーが25％、アイスランド、ルーマニアが24％、アイルランド、ギリシャ、ポーランド、

ポルトガルが23％、ウルグアイが22％、イタリア、オランダ、スペイン、チェコ、ベルギー、

ラトビア、リトアニア、アルゼンチンなどが21％、その他たくさん税率の高い国がございま

すけれども、ここでは一々羅列しませんのでご了承ください。 
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  高福祉というメリットを享受されている国が一方、先ほど言ったように、不安定な社会情

勢と財政難で高い消費税率を設定せざるを得ないという事情がある国があります。 

  我が国は、少子高齢化が進展する中、社会保障制度の持続性の確保と財政健全化を同時に

達成するため、消費税の引き上げを含む社会保障と税の一体化を推進しています。子育て世

代の大胆な支援や東日本大震災や西日本豪雨災害など、莫大な復旧費用の確保のため消費税

率を上げるのは、やむを得ない事情が実在しています。 

  本件、意見書（案）は、先ほども質問者からありましたように、消費税率と関係ない内容

や文言が多々ありますし、消費税を２％上げることによって、日本経済が深刻な事態に陥っ

たり、社会が壊滅的打撃を受けるなどの表現は適切ではありません。 

  よって、消費税率10％の引き上げ断念を求める意見書（案）について、賛成しかねます。 

  以上であります。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今、反対者の反対の理由を伺ったのですが、世界の消費税の税率がど

うなっているかという話をしていますが、それだけを取り上げて、その国の消費税がこれだ

けあるのに、日本はまだ低過ぎると言わんばかりの中身ですが、その国において社会保障制

度がどうなっているのかということをしっかりと捉えた上で、この消費税の税率の問題につ

いて議論すべきところだと思うのです。税率だけを取り上げて、高いとか低いとかという問

題ではないと思います。 

  ましてや、今問題になっているのは、今年の10月に安倍首相が、景気が今までになく好循

環になってきていると。賃金も、文章の中にもありましたけれども、20数年ぶりに景気が上

がっているというようなことを理由にして、消費税の増税を行っても日本の経済には影響は

少ないのだということを述べてきたのです。ところが実際には、その基準になっていた賃金

額というのは、国の統計の仕方の誤りによって、実は下方修正せざるを得なくなった。これ

は国会の中でも明らかになっているわけです。下方修正して、ごめんなさいと言っているわ

けです。そういう、いわゆる根拠にしている景気回復というのが全く意に介していない内容

であるということを取り上げてみても、この10月からの消費税率の引き上げというのは行う

べきではないというのが、まず第１です。 

  それから、そもそも消費税は低所得者ほど負担が重い。経済を冷え込ませる消費税の増税

自体が今の日本の国民ですよ、外国の国民ではない、日本の国民の暮らしや日本経済を破壊

する、大変最悪な経済政策だということを言っているわけです。 

  先ほど反対討論の中で、質問者が取り上げたこと、意見書の中に関係のないことが取り上

げられているなんて言っていますけれども、そんな質問は一切質問されていませんし、何か

ちょっと誤解をしているのではないかと思うのですが、厚生労働省が下方修正した数値によ

れば、現金給与総額（名目賃金）の前年同月比に比べても大幅に引き下がっているし、実際

に実質賃金は何ぼだったと言って、国会でいくら質問されても、政府はそれを出さないので
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す。そういうことまでしている。こういうふうに今の政府が、賃金などの上昇を根拠に、景

気回復が戦後最長になったなどと言って、10月からの消費税増税を正当化してきた。しかし、

その賃金上昇は偽りだったと。実際は低下していたということを改めて強調し、この増税は

前提が崩れているということを言いたいと思います。 

  そしてもう一つ、安倍政権が十二分だと言って、増税対策を打ち出しています。しかし、

食料品などの税率の据え置きの複数税率の導入であったり、キャッシュレス決済の場合のポ

イント還元であったり、効果が疑わしいプレミアム付き商品券など、制度をさらに複雑化し

て、国民の暮らし、そして地域の自営業者の営業にも大きな負担となる。何のための増税か

ということが、これは与党の内部からも出ていることであって、百害あって一利なしのこの

10％への増税は中止しかないということを改めて述べて、賛成討論といたします。 

○議長（佐々木良一君） ほかに討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、討論を終わります。 

  これから、意見書案第15号消費税の10％への引き上げ断念を求める意見書（案）について

を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第15号消費税率の10％への引き上げ断念を求める意見書（案）につ

いては、否決されました。 

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

◎意見書案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、意見書案第16号国民健康保険の国庫負担減額調整措置の

廃止と子どもに係る均等割保険料（税）の軽減措置を求める意見書（案）についてを議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  立野議員。 

○６番（立野広志君） 意見書（案）について、読み上げて、提案させていただきます。 

  意見書案第16号。平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  提出議員、立野広志。賛成議員、今野幸子。 

  国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止と子どもに係る均等割保険料（税）の軽減措

置を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣。 
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  本文を読み上げます。 

  国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止と子どもに係る均等割保険料（税）の軽減措

置を求める意見書（案）。 

  国は、子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置について、全ての市

町村が未就学時までは何らかの助成措置を実施している実態等を踏まえ、各自治体の少子化

対策の取組を支援する観点から、平成30年度より、未就学児を対象に減額調整措置を行わな

い方針を示している。また、子どもに係る均等割保険料（税）については、加入者一人一人

に均等にかかるため、多子世帯の保険料負担が大きくなっており、子育て支援の観点から、

早急な見直しや新しい支援制度の創設が求められている。 

  よって、政府においては、国庫負担割合の引き上げなど、国民健康保険の財政基盤の拡

充・強化を図り、国の責任と負担において実効ある措置を講ずるとともに、下記の事項を早

期に実施するよう強く要望する。 

１、 国民健康保険の国庫負担減額調整措置を廃止すること。 

２、 子育て世帯の負担軽減を図るため、子どもに係る均等割保険料（税）を軽減する支援

制度を創設すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成31年３月５日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「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。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ９番、板垣です。 

  今、提出からありました国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止と子どもに係る均等

割保険料（税）の軽減措置を求める意見書（案）について、反対の立場で討論をさせていた

だきます。 

  まずもって、提出の中の文章にもありましたけれども、国民健康保険の国庫負担減額調整

というか、それに関しては、平成30年４月から未就学児童、これにも書いてありますけれど

も、廃止になっております。まずそれが一つということで。もう一つは、就学児に関しても、

要するに未就学児は、意見書の文面にもありましたけれども、全ての市町村が未就学時まで

何らかの助成措置を行っているから、去年の４月から国としてもそういう措置をしないこと

にした。就学児に関しては、全国市町村、まだ措置しているところ、していないところ、い

ろいろありますし、差が出てきてもということもありますので、まだ時期尚早なのかなとい

う感じがいたします。 
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  そのほかに、多子世帯に関しても、均等割なんかは、例えば児童手当も１人目、２人目、

３人目から増額されていますし、また、児童扶養手当は、去年の８月から増額もされており

ますし、また、金額は別にしても、今年の11月から児童扶養手当なんかも、今までよりもよ

り細かく支給される、２カ月に１回になるとか、そういう予定もありますし、また、先ほど

消費税の話もありましたけれども、消費税がそのまま10％になったとすれば、保育料の減免

とかいろいろな部分でも国、政府・与党は、いろいろな部分で少子化対策というか、子育て

支援に対してはいろいろな支援を打っている中、これもまたいろいろな部分で与党の中で考

えていることもあるとお聞きしておりますので、今回の意見書を提出するということに対し

ては反対とさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案の賛成者の発言を許します。 

  ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 意見書案第16号国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止と子ども

に係る均等割保険料（税）の軽減措置を求める意見書（案）について、賛成討論を行います。 

  国保の保険料（税）負担は、組合健保の1.6倍と高額な上、加入者の８割近くが非正規労

働者や年金生活など、低所得者です。 

  これまで国は、窓口でお金を払わずに医療にかかれるようにすると過剰受診につながると

して、現物給付方式で子どもの医療助成を行っている市町村に対しては、国民健康保険の療

養費など、国庫負担金という補助金を減額する措置をとってきました。これは、患者が窓口

で支払う額に応じて減額率が決まり、現物給付方式によって増えた医療費の分だけ、本来支

払うべきはずだった国の補助金を減額するというもので、いわば自治体へのペナルティー、

国庫負担減額調整措置です。 

  しかし、自治体が子どもの医療費助成を行うと、国保への交付金が減らされている、ペナ

ルティーについては各界の批判を受けて、政府は2018年度から未就学児についてのみ減額調

整を見直すとしました。しかし、小学校就学時以降のペナルティーは存続されています。国

は全てのペナルティーを廃止し、子どもの医療費助成制度を早急に創設すべきです。 

  非正規労働者や自営業者、無職の人らが加入する国民健康保険税、国保で、子どもの数に

応じてかかる均等割額について、独自に減免する自治体が全国で少なくても25（2019年２月

末）であることが、新聞「赤旗」での調べでわかっています。 

  道内では、旭川市でも高校世代まで、所得制限なしで第１子から減免しています。第２子

や第３子以降の子どもの均等割を減免する多子世帯減免や所得制限を設けて、対象を大学生

世帯まで広げる自治体もあります。 

  全国知事会など、地方自治体は、国に均等割の見直しを要求しています。日本共産党も、

昨年11月に発表した国保政策で、高過ぎる国保税の原因に人頭税と同じ均等割があること和

指摘し、この廃止を提案しています。また、地方議会でも自治体独自での均等割減免を求め

る意見書が増えています。 
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  今、国保の都道府県化で、市町村に値上げを求める動きが強まるもとで、多くの自治体が

ここ一、二年の間に均等割減免を開始、住民の世論と運動で、自治体独自の努力が広がって

います。 

  また、児童手当や児童扶養手当、そういった感じが増えるから、こっちは重くても良いと

いう問題にはならないと思います。 

  これらの理由から、意見書案第16号国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止と子ども

に係る均等割保険料（税）の軽減措置を求める意見書（案）について、賛成します。 

○議長（佐々木良一君） ほかに討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、討論を終了いたします。 

  これから、意見書案第16号国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止と子どもに係る均

等割保険料の軽減措置を求める意見書（案）についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第16号国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止と子どもに係る

均等割保険料の軽減措置を求める意見書（案）については、否決されました。 

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

◎意見書案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、意見書案第17号教職員を増やし長時間労働の是正を求め

る意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、意見書案を読み上げて、提案させていただきます。 

  意見書案第17号。平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  提出議員、立野広志。賛成議員、今野幸子。 

  教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、財務大臣、総務大臣。 

  教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書（案）。 

  中央教育審議会（中教審）は１月25日、教員の長時間労働の是正に向けた答申を決定し、

文部科学相に提出しました。 

  不要不急な業務の削減など、業務削減の足掛かりとなる内容がある程度盛り込まれました

が、異常な長時間労働の解消に必要な、教職員増が盛り込まれませんでした。 



－190－ 

  中教審の議論では、「持ち時間数の上限を」「人材確保、予算確保を」と、多くの委員か

ら教職員の定数増を求める意見が出されましたが、予算を伴う抜本増は先送りされた形です。 

  答申は、「より短い在校時間でその成果を上げた教師に高い評価を付与する」と、「効率」

や「時短」を重視する方向が打ち出されましたが、必要な授業準備や子どもへの丁寧な関わ

りが問題視されることになれば、行き届いた教育の願いからもずれ、本末転倒です。 

  現場から聞かれる声は、教職員１人あたり、「１日４コマ」の授業負担という国の基準が

なくなったことが長時間労働の大もとにあるとの指摘です。教職員増なしに、現在の大幅な

残業時間をなくそうとすれば、現場では無理が生じます。 

  よって、国として、持ち時間数の上限を定め、そのための定数改善を行うことを柱に、非

正規教員の正規化と待遇改善や、学校閉庁などで教員の夏休みや自主的研修の権利を保障す

るよう強く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成31年３月５日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） これで説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

  13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） ただいまの意見書（案）につきまして、４点ほど簡単に質問いた

しますので、簡単にお答えをいただきたいと思います。 

  まず、長時間労働の改善を求めるということで、教職員数を増やすべきだという意見書で

ございますが、提案者は、長時間という時間を具体的に何時間が長時間なのかどうか。答申

や何かでは、一応45時間を月上限ということに定められているようでございますけれども、

長時間というのは、何時間が妥当なのか、その見解をお聞かせいただきたいと思います。 

  また、もう１点は、教職員が仮に増員されたとしたら、どのような効果が期待されるのか

が２点目です。 

  ３点目は、教職員は、私も未来を担う子どもたちを指導、教育する立場の職業ですから、

とても役割は重要だというふうに認識はしておりますけれども、何かあまりにも教職員とい

う職業に特別な配慮をされているような気がしてならないのですが、そんなことはないのか

どうか。 

  それともう１点、最後ですが、この意見書の提出先に、これを所管する文部科学大臣が提

出先になっていないのは何か理由があるのかどうか。 

  この４点、簡単にお答いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 提案者、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今４点の質問がありましたので、一つずつお答えをしたいと思います。 

  まず、長時間とは何時間だということなのですが、実は、教職員の実態調査というのが行

われておりまして、その中でも、実質的に１日10時間を超える業務をしているという教員が
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大変多いという状況もあります。いずれにしても、教職員の場合は残業というのが認められ

ておりません。もともとが給与の中に４％の残業分を含んでいるのだから、それ以上働いた

としても残業手当は出ませんということなのですが、ところが実際には、学校に残って、授

業が終わって子どもたちが帰った後も学校に残って、そして公務整理と言いますか、子ども

たちのその日の状態を記録したり、あるいは学校から指示された文章等の整理をしたりとい

うことで、そういうことで１日10時間を超える労働時間になっているというような実態が示

されておりまして、そのために教職員が鬱病などになる、精神状態になっているということ

が、昨年12月26日の文科省の調査でも明らかになりました。公立学校の教員が、5,000人を

超える人たちが実は鬱病になっており、それらは、小中学校や高校や特別支援学校や、また、

管理職も含めて、そういう状況になっているというのが明らかになりました。 

  それと、増員されたとしたら、どんなことが起こるのかということなのですが、結局、仕

事量が多いということは、それだけやるべき仕事がたくさんあるということなのです。特に、

例えばうちの町でも規模の小さい学校がいくつかあります。規模が小さいから先生方の仕事

が少ないかというとそうではなくて、逆に学校としての行事や、それから業務というのは、

１人が２人分、３人分の仕事をしなければならないという状態になるので、教員をそもそも

増やせば、その分の業務量が減ってくると。分担も増えて業務も減るということですから、

当然期待は大きくなるということになるかと思います。 

  それから、教職員に偏っているのではないかと、この文章がということなのですが、それ

も先ほどの実態調査でも示されているように、一般の労働者と違って、教職員の場合は残業

というものが認められていないわけです。ですから、そのために、何時間働いても、また、

働かなければならなくても、それは手当も支給されないという状況です。そういう意味から、

特に教職員については、定員を大幅に削減し、労働条件の改善を進めていく必要があるとい

うふうに思います。 

  それから、提出先に文部科学大臣が含まれていない。意図的ではありません。これは誤り

ですので、追加させていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 反対の立場で討論をさせていただきます。 

  昨年の通常国会で、学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律

案が成立いたしまして、不十分かもしれませんが、教職員の定数の基礎定数化、また、事務

職員の職務規程の見直し、地域住民による学校支援の充実が図られることとなりました。先

ほど申し上げましたように、十分ではないのかもしれませんが、そのような動きも出ている
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ことであります。 

  また、今年の１月25日に、この意見書にもございましたけれども、中央教育審議会（中教

審）において、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導、運営体制の構築のための学

校における働き方改革に関する総合的な方策について答申がありました。確かに教職員数に

は言及しておりませんが、その働き方の改善に向けた種々多様な答申がなされております。 

  簡単にご紹介しますが、勤務時間管理や勤務時間、健康を意識した働き方の改善であると

か、学校や教師が担う業務の明確化並びに適正化、学校組織運営体制のあり方、教師の勤務

時間制度の改革、学校における働き方改革の実現に向けた環境整備等々、ちょっと抽象的か

もしれませんが、これからこれらを基礎に、具体的に改善に向けた動きが進んでいくものと

考えられます。 

  教職員の増のみが改善策ではなく、このような基礎的なことから改善をしていくことに

よって、大切な子どもに対しての教育が充実するという形になっていくのだろうというふう

に思います。 

  よって、この意見書（案）を、この洞爺湖町議会において認め、そして対応するというこ

とに対しては反対するものでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案の賛成者の発言を許します。 

  ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 意見書案第17号教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書（案）

について、賛成の立場から討論します。 

  教員の長時間労働が限界に達するもと、政府も早急な是正を掲げていますが、肝心の教員

増がないなど不十分な状況にあります。直近の過労死白書で、教職員の約８割が業務に関す

るストレスや悩みを抱えるとともに、教員増を求めています。 

  １日12時間近くに上る長時間労働の背景には、第１に、国が教員を増やさずに授業数を増

やしたこと。第２に、格差と貧困の広がりで、学校の抱える課題が増えた上、全国国力テス

トや教員免許更新制、人事評価などの学校改革が拍車をかけています。第３に、公立学校の

教員が、法律で例外的に残業代ゼロとされてきたことなど、三つの根本問題があります。 

  問題解決のためには、第１に、現在１日５から６コマとなっている受け持ち授業数を、４

コマを目安に減らし、小学校では週20コマ、中学校では18コマを上限とすること。そのため

に、小中学校の教員定数を10年間で９万人増やすこと。また、教員不足を招いている免許更

新制は廃止すべきです。教員定数を増やすための財源は、先進国最下位の教育予算の国内総

生産、ＧＤＰ比を0.1ポイント上げるだけで確保することができます。 

  第２に、学校の業務削減を国と自治体、学校現場の双方から推進すること。 

  第３は、残業代ゼロの例外の扱いを止め、残業代をきちんと支払い、残業時間を規制する

など、教職員の働くルールを確立すること。 

  第４は、公立、私立学校での非正規教職員の正規化と待遇改善を進めること。 
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  先ほど言われた中教審のは、あれはメリットが大きいというふうに出された、多分それの

ことではないかと思うのですけれども、変形性の長時間労働につながること、これは公的機

関の調査でも明らかになっていますが、独立行政法人の労働政策研究・研修機構が2014年に

実施した民間企業に対する調査では、労働時間が月200時間を超えた労働者の割合は、通常

の労働時間で25.2％だったのに対し、１年単位の変形労働制時間帯は40.1％に、明らかに過

労死ラインを超えている月250時間超の割合が２倍になる、そんなおそれもあるとなってい

ます。 

  以上の理由から、教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書（案）に賛成します。 

○議長（佐々木良一君） ほかに討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、討論を終わります。 

  これから、意見書案第17号教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書（案）につい

てを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第17号教職員を増やし長時間労働の是正を求める意見書（案）につ

いては、否決されました。 

  ここで、11時25分まで休憩をいたします。 

（午前１１時１４分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午前１１時２３分） 

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

◎意見書案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、意見書案第18号保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組

みの早期設立を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、読み上げて、提案させていただきます。 

  意見書案第18号。平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  提出議員、立野広志。賛成議員、今野幸子。 

  保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みの早期設立を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 
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  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣。 

  保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みの早期設立を求める意見書（案）。 

  高過ぎる国民健康保険料をようやく支払っても、窓口で３割の自己負担が捻出できず、病

気の症状があっても受診を手控え、我慢が出来なくなってようやく受診したときには、すで

に手遅れという悲しい事例が起きています。 

  貧困と格差の広がりから、「お金が無ければ医療が受けられない」という実態が、いわゆ

る「手遅れ死」を招いているのです。 

  保険料がそもそも払えない無保険の方や、恒常的な生活困窮者への対策が急がれます。 

  そうした中で、社会福祉法「生活困窮者に対して無料又は低額な料金で診療を行う事業」、

いわゆる、無料低額診療事業は、経済的な困難を抱えた方々にとっての最後の砦としての役

割を果たしています。 

  しかし、医薬分業が国の政策として進められてきた経過の中で、この事業の対象には保険

薬局が入っていないため、薬局において自己負担が発生する事態となり、矛盾が生じていま

す。 

  そのため、住民の生命と健康を守る立場から、保険薬局での自己負担について助成を行う

自治体もあります。 

  これまで大都市民生主管局長会議など、地方団体などからの、政府に要望しているところ

ですが、保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みを早期に設立することを強く求めるもの

です。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成31年３月５日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「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。ご苦労さんでした。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  12番、大西議員。 

○１２番（大西 智君） 本案件に対して、反対の立場で討論をさせていただきたいと思いま

す。 

  この意見書（案）全てに対して反対という部分ではございません。一部分においては、や

はりこういった制度的なものの改革というものもしっかりと考えていかなくてはいけないと

いうことでの思いはありますし、そういったしっかりとした進め方を早急にやるべきだとい

う思いも自分の中では持っております。 

  ただ、この意見書（案）全体文を見たときに、やはり意見書（案）として提出する部分の
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中においては、やはりそぐわない文言等などがあるという中で、反対をさせていただきたい

なと思っております。 

  現時点で、このまま賛同できないということなのですけれども、本案にあるとおり、無料

低額診療における薬代については、医薬分業の原則に基づき、自己負担が原則となっており

ます。無料低額診療事業は昭和26年から始められており、当時は院内処方がされており、薬

代の負担もなかったということでございます。 

  そんな中で、厚生労働省では、無料低額診療事業における薬代の問題について実態調査を

今しているところでございます。現状、低所得者の診療における薬代については、診療所が

実態を放置し、低所得者が実際に薬代の負担を迫られているというケースは少なく、多くは

院内側で対応しているということが判明しております。この部分において、やはりまだまだ

調査というものをしっかりして、慎重な判断をすべきだと思っております。 

  また、国民健康保険法第44条の中で、低所得者に対する薬代の行政側の負担といったこと

も一部考えられるようなこともあります。そういったことも含めまして、この意見書（案）

について、まだまだ慎重に考えていくべきものが多いかと思う立場で、反対の討論をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 意見書案第18号保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みの早期設立

を求める意見書（案）について、賛成の立場から討論します。 

  1990年代より、院内処方で薬を調剤するよりも院外処方せんを発行する、価格を高く設定

するなどの方法により医薬分業が行われてきました。そのため、通院患者は調剤薬局にて薬

を受け取る仕組みが主流となってきました。そのため、外来の患者が無料低額診療制度を利

用した場合、薬代が対象にならないという事態が起こっています。 

  国民健康保険法第44条では、加入者に特別な理由があって、医療機関に一部負担金、窓口

で支払う医療費や薬代を支払うことが困難な場合は、医療費や薬代を減額、免除、徴収を猶

予すると定めています。 

  このとこから、一部の市区町村では独自に基準を定めて実施している状況です。医療機関

の無料低額診療は、生活困窮者の医療費の全額または半額を減免する制度です。 

  国の方針で医薬分業が進んだのに、無料低額診療制度は、院内調剤が主流だった時代のま

ま続いているのに、病院外で処方される薬は減免対象外とされているのです。無料低額の薬

局制度が整備されない限り、患者は、医療費が減免されても薬代を払わなければならない。

薬代を払えず、受診を諦める人もいます。 

  これまでに、高知市や旭川市、苫小牧市、那覇市などでは、制度の狭間で苦しむ生活困窮

者を救済し、受診を促すために自治体が独自に実施してきました。その意義は大きいことか

ら、制度の不備を補うため、ほかの自治体も追随し、薬代の助成に踏み出しつつあります。

しかし、自治体独自の財政では患者の救済に自ずと限界があります。 
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  家庭の経済状況を問わず、憲法第25条は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保

障しています。全ての国民は必要な医療を受ける権利があります。憲法に照らしても、薬代

を払えずに受診を断念してきた生活困窮者を救うため、制度を改めるべきです。政府は早急

に改善策を検討すべきだと考えます。 

  以上の理由から、意見書案第18号保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みの早期設立を

求める意見書（案）について、賛成します。 

○議長（佐々木良一君） ほかに討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、討論を終了いたします。 

  これから、意見書案第18号保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みの早期設立を求める

意見書（案）についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第18号保険薬局を含む無料低額診療事業の枠組みの早期設立を求め

る意見書（案）については、否決されました。 

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

◎意見書案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、意見書案第19号就労継続支援Ｂ型事業所などの報酬引き

上げを求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 読み上げて、意見書（案）の提案させていただきます。 

  意見書案第19号。平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  提出議員、立野広志。賛成議員、今野幸子。 

  就労継続支援Ｂ型事業所などの報酬引き上げを求める意見書（案）。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣。 

  就労継続支援Ｂ型事業所などの報酬引き上げを求める意見書（案）。 

  全国1,870の事業所でつくる障害者団体「きょうされん」による全国調査にもとづく

「2018年度報酬改定の影響調査の結果報告」では、政府の報酬改定の影響で、障害者の就労

支援を行う事業所の６割が減収になったことが明らかになりました。 

  調査には、重度の障害があり一般企業への就労が困難な人を支援する「就労継続支援Ｂ型

事業所」918カ所（有効回答866カ所）と、企業への就労を希望する人を支援する「就労移行
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支援事業所」145カ所の回答を集約したものです。その結果、報酬改定前の昨年３月と改定

後の同５月の基本報酬の月収を比較したところ、就労継続支援Ｂ型の報酬が減収となった

508事業所、全体の58.7％のうち、年額300万円以上の減収見込みの事業所が最も多く約34％

を占め、年額200万円以上の減収予測を含めると、49.1％にもなるという深刻なものでした。 

  就労継続支援Ｂ型については、事業所が利用者に支払う工賃が少ないほど報酬が低くなる

仕組みを導入したことに原因があります。重度障害がある人や精神障害がある人が多いほど、

週あたりの通所日数が少なく、通所時間も短くなる傾向になるため、報酬額の減収が大きく

なっています。 

  現場からは、「今般の報酬改定はとても理不尽で、工賃や就労支援の結果のみ重視される

こととなり、Ｂ型の存続自体を危うくするものだと感じる」「週１、週２日の方を受け入れ

ることが難しくなり、切り捨てるような事業所も出てくるのではないか」などと不安の声が

あがっています。 

  よって、国においては、基本報酬を引き上げるなど、緊急に抜本的な対策を講じる事を強

く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成31年３月５日、北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「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。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） ただいま提案されました意見書に対しまして、反対の立場から討論を

させていただきます。 

  就労継続支援Ｂ型を含め、障害福祉サービス等報酬につきましては、賃金や物価の動向、

また、障害施設サービス等事業所の経営の状況、こういったものを総合的に勘案しながら設

定されております。 

  平成30年４月、昨年でありますが、報酬改定では、全体として0.47％の引き上げを行い、

再来年、３年後の次期報酬の改定に当たっても諸事情をしっかり勘案した上で必要な対応を

とると言っております。 

  また、今回の改定におきましては、当町における該当施設では、基本報酬は現実に上がっ

ている状況でもございます。この意見書が述べております、基本報酬を上げるなどの緊急的

な対策をとれと、講じろということでございますが、これに対しましては、自治体の負担も

増えることから、反対をいたします。 
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○議長（佐々木良一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  ４番、今野議員。 

○４番（今野幸子君） 意見書案第19号就労継続支援Ｂ型事業所などの報酬引き上げを求める

意見書（案）について、賛成の立場から討論します。 

  2018年度からの報酬改定の影響で、重度の障害があり、一般企業への就労が困難な人を支

援する就労継続支援Ｂ型事業所で、報酬改定前の昨年３月と改定後の同５月の基本報酬の月

収を比較したところ、58.7％の事業所で報酬が減収になったことが、障害者施設の全国組織

「きょうされん」、全国共同作業所連絡会の調査で明らかになりました。 

  就労継続支援Ｂ型の報酬が減収となった508事業所のうち約半数の249カ所が、年額200万

円以上の減収が予測されると回答しています。 

  従来までは、利用定員の数で基本報酬が決められていましたが、昨年４月の改定後から、

平均月額工賃に応じた報酬設定となり、７段階に分けられました。それにより、重度の利用

者が多い事業者や生活支援など、就労以外の活動に重きを置いている事業所は、厳しい影響

を受けることになったのです。 

  一般就労、一般事業所などに採用へつなげた場合に加算ができる仕組みが新設されました

が、重度の利用者の多い作業所にとっては困難も多く加算ができず、さらに厳しい状況と

なっています。同時に、目標工賃達成加算が廃止され、２段階目に当たる平均月額工賃３万

8,000円支払っている事業所でも減少する計算が算出されています。 

  洞爺湖町には、就労継続支援Ｂ型事業所として、「いちばんぼし」と「あすなろ」があり

ます。Ｂ型の利用者は合わせて24名です。施設に実情を伺ったところ、今回の報酬改定で、

利用者に支払う基本報酬は上がっているものの、職員の配置基準である7.5人に１人で計算

すると、二つの施設でわずか3.2人となります。実際には、いちばんぼしで10名、常勤が７

名プラス、パート３名、あすなろで９名、常勤が７名足すパートが２名というように、職員

を増やして運営しています。 

  今回の報酬改定で、国、道、町などの公的扶助費も減額され、事業所の運営努力にも限界

があります。施設の職員給与や運営費に充てられる費用も含めた基準の見直し、報酬改定引

き上げが望まれています。 

  以上の理由から、意見書案第19号就労継続支援Ｂ型事業所などの報酬引き上げを求める意

見書（案）について、賛成します。 

○議長（佐々木良一君） ほかに討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで、討論を終了します。 

  これから、意見書案第19号就労継続支援Ｂ型事業所などの報酬引き上げを求める意見書

（案）について採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第19号就労継続支援Ｂ型事業所などの報酬引き上げを求める意見書

（案）については、否決されました。 

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

◎発委第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、発意第１号洞爺湖町議会委員会条例の一部改正について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） 発意第１号を読み上げて、提案をいたします。 

  発意第１号。平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  提出者、議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  洞爺湖町議会委員会条例の一部改正について。 

  上記議案を別紙のとおり、会議規則第９条第３項の規定により提出をいたします。 

  提案の理由。 

  議員定数の改正に伴い、常任委員会及び議会運営委員会の委員の定数を変更するため、本

案を提出いたします。 

  裏面をごらんください。 

  洞爺湖町議会委員会条例の一部を改正する条例であります。 

  洞爺湖町議会委員会条例（平成18年洞爺湖町条例第154）の一部を次のように改正する。 

  添付の発意説明資料をごらんいただきたいと思います。１ページでございます。 

  改正内容でありますが、議員定数が14名から12名に、２名の削減となることから、常任委

員会や議会運営委員会の委員の定数を改正するものであります。 

  第２条第１号の総務常任委員会及び第２号の経済常任委員会の定数「７人」を「６人」に、

第３号の議会広報常任委員委の定数を「８人」から「７人」に改正し、第５条第２項の議会

運営委員会の定数「６人」を「５人」に改正するものであります。 

  また議案に戻っていただきまして、附則でありますが、施行日は、改選後の議員の任期の

始まりである平成31年５月１日から施行するものであります。 

  以上、ご提案いたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「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。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、発意第１号洞爺湖町議会委員会条例の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、発意第１号洞爺湖町議会委員会条例の一部改正については、原案のとおり可

決されました。 

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

◎発委第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第９、発意第２号洞爺湖町議会会議規則の一部改正についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） それでは、発意第２号であります。同じく読み上げ

て、提案をいたします。 

  発意第２号。平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  提出者、議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  洞爺湖町議会会議規則の部改正について。 

  上記議案を別紙のとおり、会議規則第９条第３項の規定により提出します。 

  提案の理由でございます。 

  議員定数の改正に伴い、会議規則の動議や異議申出等に必要な人数を改正するため、本案

を提出するものでございます。 

  説明資料で説明します。２ページをごらんください。 

  改正内容でありますが、この規則についても、議員定数が２名の削減となることから、会

議における動議や異議申し出などに必要な人数を改正するものであります。 

  第４条第２項の会議時間、第14条の先決動議の措置、第27条の開票及び投票の効力、第32

条の一括議題及び第51条第２項の発言時間の制限時間の条文中、「３人」を「２人」に改正

し、３ページの第77条の投票に表決、第82条の簡易表決の条文中、「４分の１」を「２人」

に、第83条第２項の表決の順序中、「３人」を「２人」に改正するものであります。 

  また議案に戻っていただきまして、附則でありますが、この規則は、改選後の議員の任期

の始まりである平成31年５月１日から施行するものであります。 

  以上、提案しますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、発意第２号洞爺湖町議会会議規則の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、発意第２号洞爺湖町議会会議規則の一部改正については、原案のとおり可決

されました。 

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

◎発委第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第10、発意第３号洞爺湖町議会傍聴規則の一部改正についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） 発意第３号であります。同じく読み上げて、提案い

たします。 

  発意第３号。平成31年３月５日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  提出者、議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  洞爺湖町議会傍聴規則の一部改正について。 

  上記議案を別紙のとおり、会議規則第９条第３項の規定により提出します。 

  提案の理由。 

  個人情報保護の観点から、傍聴人受付簿から傍聴人受付表に改めるため、本案を提出いた

します。 

  次のページをごらんください。 

  洞爺湖町議会傍聴規則の一部を改正する規則。 

  洞爺湖町議会傍聴規則（平成18年洞爺湖町議会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  説明資料で説明したいと思います。４ページでございます。 

  ４ページの洞爺湖町議会傍聴規則新旧対照表でございます。改正内容でありますが、現在、

会議を傍聴されるときに住所や氏名、年齢を受付簿に記入していただいておりますが、他の

傍聴者にその方の名前や年齢などの個人情報が知られてしまうため、受付表に記入していた

だき、受付箱に投函していただくような制度に変更するものであります。 

  第４条の傍聴の提出中、「傍聴人受付簿」を「傍聴人受付表」に改正するものであります。 

  また議案に戻っていただきまして、新たに、別記様式といたしまして、「傍聴人受付表」
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を追加し、附則の施行日は、公布の日から施行するものであります。 

  以上、提案しますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「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。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、発意第３号洞爺湖町議会傍聴規則の一部改正についてを採決いたします。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、発意第３号洞爺湖町議会傍聴規則の一部改正については、原案のとおり可決

されました。 

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

◎町長挨拶 

○議長（佐々木良一君） 以上で、提出された議案は終わりましたが、閉会に当たり、町長か

ら発言の申し出がありますので、これを許可します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町議会平成31年３月会議の終わりに当たりまして、一言ご挨拶

を申し上げます。 

  議員各位におきましては、去る５日以来、ご提案いたしました条例改正や、平成31年度一

般会計など多くの議案を慎重にご審議を賜り、心から厚くお礼を申し上げます。 

  また、一般質問を初め予算審査特別委員会などでいただきました貴重なご意見、ご提案や

附帯決議も十分踏まえながら、引き続き適正な行政運営に努めてまいります。 

  新たな元号を迎える新年度は、４月に統一地方選挙、７月には参議院議員選挙を控え、新

たな時代の流れに応じた行財政運営を遂行するほか、花和地区におきまして、単身者住宅を

整備し、若い就業世帯の定住促進に結びつけ、防災につきましては、非常用発電機の設置や

防災備蓄を進め、防災力の一層の強化に努めてまいります。 

  また、町道におきましては、虻田地区環境整備事業に基づき、引き続き計画的な整備を行

うなど、地域の魅力を生かして、この町に住んで良かったと思えるまちづくりを目指してま

いりますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。 

  なお、来月には町議会議員選挙があり、定数が14名から12名へと２名削減となりますが、

選挙に挑まれる方々にはご健闘をご祈念申し上げるところでごす。 
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  なお、今期をもって勇退をなされます議員各位におかれましては、これまで洞爺湖町の自

治発展に多大なるご支援、そしてご尽力を賜りましたことに深く敬意と感謝を申し上げると

ころでございます。 

  結びになりますが、洞爺湖町のますますの発展のため、議員各位の一層のご理解とご協力

を賜りますようお願いを申し上げ、平成31年度３月会議の終わりに当たり、ご挨拶にかえさ

せていただきます。 

  ありがとうございました。 

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

◎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。 

  明日から４月末までは休会となっていますので、ご承知願います。 

  ３月会議終了に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  至らない議長ではありましたけれども、同僚議員の皆様、理事者各位、職員の皆様、町民

の皆様にご支援をいただきまして本当にありがとうございました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ０時００分） 
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