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

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会令和元年９月会議を開会します。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎人事異動による管理職挨拶 

○議長（大西 智君） ここで、６月20日付で、町人事異動により昇格された管理職の方がお

られますので、ご挨拶をお願いしたいと思います。 

  高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ６月20日付の人事異動によりまして、健康福祉課長を拝命い

たしました高橋憲史でございます。わからないことばかりでございまして、関係諸氏の皆様

にはご迷惑をおかけするとは思いますが、ご指導賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。（拍手） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 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、千葉議員、８番、今野議員

を指名いたします。 

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

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 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お願いいたします。 

  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。 

それでは、議会運営委員会から所管事務調査報告を行います。読み上げて報告申し上げま

す。 

  所管事務調査報告書。 

  令和元年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

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。 
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  １、調査事項、洞爺湖町議会令和元年９月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和元年９月３日火曜日。 

  ３、出席委員、私のほか、下道副委員長、越前谷委員、立野委員、五十嵐委員でございま

す。 

  ４、委員外としまして、大西議長、板垣副議長に出席をいただいております。 

  ５、説明員、森副町長。 

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令和元

年９月会議について、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、その結果は

次のとおりであります。 

  会議期間について、９月10日から９月20日まで。 

審議日程については、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（大西 智君） 本会議の会議期間については、本日から20日までといたしますので、

議会運営にご協力をお願い申し上げます。 

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

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 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） 令和元年９月会議に町の行政報告を申し上げます。 

  まず一つ目に、寄附についてでございます。 

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

たく受納いたしました。 

  一つ目に、金品の寄附でございまして、ふるさと納税寄附金として、個人、今回は561件、

累計で975件であります。総額といたしまして、今回1,002万2,800円、累計で2,440万7,800

円でございます。 

二つ目に、物品等の寄附についてでございます。洞爺湖町地域食堂への食材等として、延

27件の方々より寄附をいただいております。内訳につきましては、各種事務事業の取組状況

に記載をさせていただいております。 

  大きな二つ目でございます。令和元年度洞爺湖町表彰式に係る被表彰者の選考についてで

ございます。 

  永年にわたり町づくりの各般においてご尽力され、功績のあった方々の表彰を11月３日の

文化の日に執り行いますが、本年度の被表彰者の選考について、８月23日に表彰審議会に諮

問し、同審議会において慎重な審議がなされ、答申をいただきました。 

  なお、功労表彰者につきまして、本会議に同意議案を提出しておりますので、よろしくご
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審議賜りますようお願い申し上げます。 

  三つ目として、ふるさと納税に係る事務処理誤りについてでございます。 

本年５月に発覚した、ふるさと納税の事務処理誤りについて、対象者545人に対し、ス

ムーズな税額控除が受けられるよう対応してまいりましたが、このたび、一連の処理が７月

19日までに完了いたしましたのでご報告いたします。 

なお、本件の事務処理誤りにより、町民の皆様の信用を一部失墜したことに鑑み、担当者

２名を厳重注意処分とし、担当部長を監督責任として訓告処分といたしましたのでご報告し

ます。 

また、これらの処分に伴い、町長及び副町長の給与の減額に係る議案を本会議に提案して

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、アイヌ施策推進法に基づく地域計画及び交付金制度についてでございます。 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律が本年５

月に施行され、従来の福祉施策や文化振興に加え、地域振興、産業振興、観光振興等を含む

新たな交付金制度が創設されたところでございます。 

本交付金制度により、多岐にわたるアイヌ関連施策を総合的に推進し、さらには、地域の

活性化に繋がるものと考えております。当町においても法律の趣旨を踏まえ、地域自治会・

洞爺湖アイヌ協会等と協議検討を進めながら、アイヌ施策推進地域計画の策定作業を進めて

いるところでございます。 

この交付金を受けて実施する予定事業につきましては、地域コミュニティーの場としても

活用できる拠点施設の整備を図り、アイヌ文化に対する親しみや理解を深めてもらう事業等

を実施することとし、共生社会の実現やアイヌ文化の振興に向けて努力してまいります。 

なお、拠点施設の設計等に関する関係予算について、本会議に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。 

五つ目に、ＪＲ洞爺駅ホームのエレベーター整備についてでございます。 

ＪＲ洞爺駅を利用される方々の利便性の向上を目指して、地域住民をはじめ、各産業団体

等々からも要望がありました、駅ホームにおけるエレベーターの設置について、これまでＪ

Ｒ北海道及び北海道運輸局と協議を行ってまいりました。ＪＲ北海道とたび重なる協議の結

果、このたび、調査設計の実施及びスケジュールが示され、今年度につきましては、全体事

業費の積算に必要な調査設計を行い、令和３年度の供用開始に向けて執り進めているところ

でございます。また、補助金等々の財源確保についても、ＪＲ北海道及び北海道運輸局と協

議を継続してまいります。 

なお、当該調査設計費につきましては、本会議に補正予算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。 

六つ目に、室蘭地方総合開発期成会の札幌要望及び東京要望についてでございます。 

室蘭地方総合開発期成会として、７月８日及び12日に札幌要望を実施し、北海道開発局、

北海道運輸局、北海道の関係部署及び北海道旅客鉄道株式会社等に出向き、懸案事項の要望
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を行ってまいりました。 

主な要望事項につきましては、国道37号線のクリヤトンネル及びチャストンネルの整備改

修、国道230号線の大原地区から留寿都村三ノ原区間の線形改良、３・４・９インター通交

差点改良、町道虻田ビワオク線及び板谷川大通り線の道道昇格と整備、国営かんがい排水事

業の大原二期地区の新規工事着手、ＪＲ洞爺駅ホームにおけるエレベーター整備などを要望

してまいりました。 

さらに、７月23日及び24日の２日間にわたり、財務省、国土交通省並びに道内選出の国会

議員等に対し東京要望活動を実施し、町政における懸案事項や要望事項に対する財源確保の

要望をしてまいりました。 

七つ目に、国土強靱化計画の策定に係る取組状況についてでございます。 

東日本大震災の教訓や今後予想される大規模自然災害に備えるため、平成25年に、強くし

なやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法が施行され、

国においては、平成26年度に「国土強靱化基本計画」を策定し、また、北海道では、平成27

年度に地域計画として「北海道強靱化計画」を策定するなど、事前防災及び減災に係る施策

を総合的に推進するための枠組みが順次整備されてまいりました。 

これらの動向を踏まえ、当町でも、有珠山噴火災害や近年の激甚化する気象災害などに備

え、当町の強靱化を図るため、国土強靱化計画の策定に向け、検討してきたところでありま

す。 

このような中、地理的に共通する自然災害リスクを有し、洞爺湖有珠山ジオパークを通じ

た地域経済や地域文化の発展を目指している有珠山周辺地域が連携して計画を策定すること

により、地域全体の強靱化が期待できることから、現在、伊達市、豊浦町、壮瞥町及び洞爺

湖町の１市３町で「有珠山周辺地域国土強靱化計画」の素案の作成作業を進めているところ

であります。 

なお、当該計画は、１市３町のそれぞれのまちづくり総合計画をはじめとする各分野別計

画に掲げる施策を国土強靱化の観点で見つめ直し、整理した計画とすることとしています。 

素案がまとまり次第、議員の皆様に報告させていただきますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

八つ目に、令和元年度台風10号に伴う対応についてでございます。 

大型の台風10号は、西日本各地で大雨を降らせながら日本海を北上し、温帯低気圧に変

わった後も勢力を保ったまま北海道を通過するものと予測されていました。 

  洞爺湖町では、８月16日午前９時に災害対策連絡会議を開催し、台風接近に備え、町内

危険箇所及び雨量が多くなる前のパトロール実施の確認を行いました。 

また、台風接近に伴い、同日午前11時10分に大雨警報が発表されましたが、洞爺湖町で

は通常よりも雨量は多くなるものの、土砂災害が発生するほどの雨量が予測されていな

かったことから、関係各課及び関係機関と連携し、警戒体制を執り、情報収集を行ったと

ころであります。 
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今回の台風については、予想されていた雨量よりも少なかったことから、町内における

被害はありませんでしたが、これから秋を迎え、降雨量が多くなる時季にもなりますので、

関係各課をはじめ、気象台や北海道と連携し、被害を最小限にすべく防災対策を講じてま

いります。 

九つ目に、ホタテ養殖事業に係る北海道知事への支援要請についてでございます。 

８月22日に、噴火湾ホタテ生産振興協議会と沿岸７市町の首長が共に、北海道知事に対し、

海洋観測施設導入整備への支援要請を行ってまいりました。 

地域の基幹産業となっておりますホタテ養殖事業は、ここ数年、ホタテガイのへい死が頻

繁に発生し、厳しい漁業環境となっており、大幅な減産が続いております。ホタテガイの大

量へい死については、原因の特定が難しいことから、現状の養殖管理に新たな観測項目を加

え、詳しい海洋環境を把握し、原因究明につなげるとともに、高度な管理体制を確立しホタ

テガイの安定生産が図られるよう努めてまいります。 

10として、景観計画の策定に向けた取組状況についてでございます。 

洞爺湖町では、景観計画の策定に向けて洞爺湖町景観計画庁内検討委員会を設置し、景観

計画の素案作成のための協議を行っております。 

現在まで２回の会議を行い、町内の土地利用、規制及び景観計画の骨子について検討いた

しました。 

今後は、学識経験者や住民等による組織を設け、検討委員会で作成する素案を基に協議を

進めてまいりますが、景観について専門知識を持った職員がいないことや早期の計画策定の

ため、業務の一部を外部委託することとし、本会議に委託料の補正予算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。 

11として、町道洞爺湖温泉大通り線道路改良についてでございます。 

町道洞爺湖温泉大通り線は、沿線に多くのホテルや商店が立ち並び、町民や多くの観光客

が利用する道路ですが、歩道のインターロッキングの劣化が著しく、観光客がキャリーケー

スを引いて歩く際に支障がある状況でございます。 

このことから、昨年度より各関係団体と改良内容について検討を行ってまいりましたが、

歩道のカラー舗装化、縁石の改修等を行うこととなり、今年度は実施設計業務を行い、来年

度から改良工事を実施いたします。 

今後とも、地域住民や観光客が安全で快適に利用できる空間を確保できるよう努めてまい

ります。 

12番目として、道道洞爺虻田線と町道虻田ビワオク線の交差点改良についてでございます。 

道道洞爺虻田線は、町道虻田ビワオク線から虻田洞爺湖インターチェンジ付近までの約

620メートル区間の整備が完了しておりますが、引き続き北海道に対し、室蘭地方総合開発

期成会等を通じて、町道虻田ビワオク線及び町道板谷川大通り線の道道昇格要望と合わせて、

セイコーマート虻田高砂店前の交差点改良要望を行っておりました。 

このたび、北海道の事業として、交差点改良の検討に向け、本年度は道路の調査が行われ
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ることとなりましたので、ご報告いたします。 

なお、道道昇格につきましては、引き続き強く要望してまいります。 

13番目に、西いぶり広域連合廃棄物処理施設の損害賠償請求訴訟についてでございます。 

西いぶり広域連合の廃棄物処理施設の性能保証責任を巡って、プラントメーカーである株

式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス及び株式会社日本製鋼所を相手に、東京高等裁判所で行

われた損害賠償請求の訴訟において、６月13日に控訴棄却の判決を受けました。 

今回の判決では、争点の一つであった性能保証責任について、一審の東京地方裁判所で認

められた広域連合側の主張が認められず、大変遺憾と言わざるを得ない結果となりました。 

広域連合では、判決を不当であると考え、最高裁判所への上告に向けた協議を行いました

が、民事訴訟法の上告理由に該当しないことから、苦渋の決断により上告を断念することと

いたしました。 

今後につきましては、回覧による広報活動を通じ、住民の皆様への説明責任をしっかりと

果たしてまいります。 

14番として、消費税率の引上げに伴う上下水道料金等の改定及び水道法の改正に伴う給水

装置工事事業者指定手数料の改定に係る洞爺湖町上下水道事業運営審議会答申についてでご

ざいます。 

消費税の引上げに伴う上下水道料金等の改定及び水道法の改正に伴う給水装置工事事業者

指定手数料の改定について、７月30日に洞爺湖町上下水道事業運営審議会に諮問し、次のと

おり答申をいただきました。 

（１）として、消費税法の一部改正に伴い、消費税率（地方消費税率を含む）の引上げ分

のみを上乗せした上下水道料金等に改定し、令和元年10月１日より８％から10％に引上げる

ことについては妥当である。 

（２）として、給水装置工事事業者の指定の更新制への改正に伴う手数料の減額改正（現

行10,000円から2,000円に改定）については妥当である。 

以上のことから、広報紙やホームページ等において、周知徹底を図ってまいります。 

なお、本会議に関係条例の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。 

  15として、ユネスコ世界ジオパーク再認定審査についてでございます。 

ユネスコ世界ジオパーク認定地域は、ユネスコによる４年に一度の再認定審査が義務付け

られておりますが、洞爺湖有珠山ジオパークは、2017年７月の再認定審査で２年間の条件付

き認定とされたため、当地域にとっては３回目となる再認定審査（現地審査）が本年７月26

日から28日の３日間の日程で実施されました。 

審査では、ユネスコから派遣されたブラジルとドイツの審査員２名が、ジオパークの見ど

ころや関係施設を訪れ、ユネスコの評価基準に基づいて審査を行いました。審査終了後の審

査員による講評では、活火山と長く共生している当地域の歴史、そして減災文化や火山マイ

スター制度、さらに、火山活動によってもたらされた大地の恵みを活かした取組などについ
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て高く評価され、２年間の条件付き認定とした前回の勧告事項は、「満足のいくレベルまで

改善され、われわれの期待を上回るものだった」とコメントされました。 

今後、審査員２名による報告書がユネスコのジオパーク担当部局に提出され、本年９月の

ユネスコ世界ジオパークカウンシル会議において審議され、認定の可否については、2020年

２月頃までに通知される予定となっております。 

16として、各種事務事業の取組状況についてでございます。 

前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告をいたします。 

なお、これらの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（大西 智君） 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。 

  皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） それでは、教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  １点目でございます。寄附についてでございます。 

前会議から本会議までの間、次の方より寄附の申し出があり、ご厚志に添うようありがた

く受納いたしました。 

（１）といたしまして、金員の寄附でございます。馬頭観世音碑の管理保存並びに供養祭

経費としてでございます。洞爺湖町入江190番地66、旧馬頭観世音碑保存協賛会会長岡田光

弘氏、金額は40万円でございます。 

二つ目といたしまして、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録推薦候補選

定についてでございます。 

令和元年７月30日、文化庁にて文化審議会世界文化遺産部会が開催され、今年度の国連教

育科学文化機関（ユネスコ）に推薦する候補として、「北海道・北東北の縄文遺跡群」が選

定されました。 

昨年、推薦候補として一度選定をいただきながら、世界自然遺産登録を目指す「奄美大島、

徳之島、沖縄島北部及び西表島」との兼ね合いから、国内推薦とはならなかった経緯があり

ますが、構成する関係自治体が引き続き連携しながら取り組んできただけに、推薦候補選定

の一報には、関係者一同も感慨深いものがあります。 

今回の結果を受け、世界遺産登録に向けましては、審査機関である国際記念物遺跡会議

（イコモス）の厳しい審査などへの対応など諸課題は少なくありません。 

今後は、関係機関等と協働しながら世界遺産登録の実現を目指すとともに、当町において

現在整備中の高砂貝塚の他、貝塚館の改修など周辺整備を進め、縄文文化という、約１万年

もの長きにわたって営まれた、高度に発達・成熟した世界史上希有な先史時代の文化を町内

外へ広く発信するなど、全力で取り組んでまいります。 

三つ目でございます。公立高等学校配置計画の決定についてでございます。 

９月３日、北海道教育委員会は令和２年度から令和４年度に係る公立高等学校配置計画と、
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令和５年度から令和８年度までの見通しを公表しました。 

胆振西学区に関しては、令和３年度に伊達市内において、今後の中卒者数の状況や学校・

学科の配置状況などを勘案し、一定の学校規模を維持し、幅広い教育課程の編成・実施を図

る観点から、伊達高等学校と伊達緑丘高等学校を再編し、新設校を配置するとしています。

募集学級数は６学級で、伊達高等学校の校舎を活用し、生徒の多様な趣味・関心や進路希望

等に応じた主体的な学習が可能となるよう、普通科単位制を導入するとしています。 

また、見通しに伴う学区の検討事項としては、令和５年度以降、令和８年度までに中卒者

が186人減少することが見込まれることから、「４年間で３～４学級相当の調整が必要」、

「欠員の状況や学校・学科の配置状況を考慮し、室蘭市内において定員調整の検討が必要」

となっています。 

なお、虻田高等学校が含まれる地域連携特例校に関しては、「５月１日現在の第１学年の

在籍者数が20人未満となった場合は、所在市町村をはじめとした地域における高校の教育機

能の維持向上に向けた具体的取組とその効果を勘案した上で再編整備を留保」としています。

この内容に沿い、１年生在籍者数13人の虻田高等学校について、令和４年度は再編整備留保

となっております。 

四つ目でございます。各種事務事業の取組状況について、前会議から本会議までの各種事

務事業の取組について、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（大西 智君） 以上で、行政報告を終わります。 

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

◎報告第３号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第３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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

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

総務常任委員長の発言を許します。 

五十嵐委員長。 

○総務常任委員長（五十嵐篤雄君） おはようございます。 

読み上げて報告とさせていただきます。 

  報告第３号、所管事務調査報告書。 

令和元年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

総務常任委員会委員長、五十嵐篤雄。 



- 11 - 

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。 

１、調査事項、社会医療法人慈恵会「ひじり在宅クリニック（みんなのカフェ）」につい

て。 

２、調査日、令和元年７月22日月曜、８月28日水曜。 

３、出席委員、私ほか、今野副委員長、越前谷委員、大久保委員、石川委員。 

４、説明員等、健康福祉課、高橋課長、細江主幹。社会医療法人慈恵会ひじり在宅クリ

ニック、岡本院長、大久保事務長。 

５、調査結果。 

長寿化が進む一方で、高齢者の認知症が介護における医療福祉の現場や家庭内で大きな課

題となっている。そのような中にあって、民間医療法人が北海道の補助事業（介護サービス

提供基盤等整備事業）を活用して「みんなのカフェ」を開設されたことから、施設の見学を

兼ねて活動内容の調査を実施した。 

平成30年10月17日に完成したこの施設は、医療施設の建て替えを契機に「みんなのカフ

ェ」を併設し、認知症カフェや健康教室を開催するなど、地域の居場所として交流や医療相

談等が気軽にできる場として運用されている。 

認知症カフェについては、２から３週間に１回午前中の１時間ほど開催され、毎回講師を

招き認知症に関する講義を行っており、無料で誰でも参加できる。（15席） 

訪問診療については、外来が困難な方に対して、自宅を訪問して診察を行っており、洞爺

湖町では町内のグループホームへの訪問実績があるが、伊達市への訪問診療が約８割を占め

ている。 

以上のような取組を行っているが、「認知症カフェ」という名称から認知症患者のための

施設と思われていたり、施設利用が、午前中が前提となっていて利用の幅がないこと、開催

イベントのＰＲが不足しているなどの課題があるのも事実である。 

民間のこのような取組に対し、担当課を中心に行政との連携が必要と思われる。また「認

知症カフェ」の誤解をなくす努力を施設のＰＲを兼ねて進めると同時に、町民に気楽に利用

していただけるよう、一層の努力をしていただきたい。 

訪問診療については、民間医療機関の診療方針であり、軽々にコメントすることは控える

べきと思うが、診察を希望する町民もいると思われることから、可能であれば周知していた

だきたい。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 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〕 
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○議長（大西 智君） なければ、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４号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第５、報告第４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（大西 智君） 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。 

下道委員長。 

○経済常任委員長（下道英明君） 報告第４号、読み上げて私も報告をさせていただきます。 

  所管事務調査報告書。 

令和元年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

経済常任委員会委員長、下道英明。 

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。 

１、調査事項、森林博物館の現況について。 

２、調査日、令和元年７月19日金曜日、８月１日木曜日、28日水曜日。 

３、出席委員、私、下道、千葉副委員長、篠原委員、大屋委員、立野委員、板垣委員。 

４、説明員等、経済部、鈴木参与。観光振興課、田仁主幹。 

５、調査結果。 

洞爺湖森林博物館は、昭和30年に洞爺湖中島に洞爺湖を取り巻く豊かな自然、そこに生き

る生物をテーマとした資料を展示する施設として整備され、平成21年４月から指定管理によ

り運営、建設から年数を経過し、外観及び展示施設の老朽化が激しく、入館者数も年々減少

傾向にある。現在、町は本施設の建て替え整備を進めており、令和元年に実施設計、令和２

年度に施設の建設及びＩＣＴ（情報通信技術）設備の整備、令和３年４月に開設を予定とし

ている。 

現地に赴き、新たな計画における施設整備の内容を担当課職員から説明を受けながら、現

施設を見学するとともに周辺も見て回ったものであるが、施設から少し離れた位置（鹿防護

柵より奥側）に倒木がそのまま放置され、博物館への来訪者にも見える状態となっており、

電源用発電機の騒音も気になったところである。 

施設整備に向けては、新森林博物館を出入り口として、より多くの方々が洞爺湖中島の自
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然景観を堪能し、長時間滞在できる工夫と森林の間伐や中島を一周できる散策路の整備など

中島全体の環境整備に視点を置くとともに、現展示物にこだわらず、洞爺湖周辺の自然を意

識した展示をすることが必要と思われる。 

また、中島の森林に関しては、森林を管理する機関などと連携し、人工林を間引きしなが

ら植生を守り、自然災害で起こり得る倒木等の整理が行われることを期待するものである。 

新施設の運営に関する方針の策定に当たっては、事前に議会へ報告・協議をいただき、世

界に誇れる魅力ある観光施設とするために取り組む必要がある。 

以上でございます。 

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

ここで休憩といたします。再開を10時55分といたします。 

（午前１０時４６分） 

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

○議長（大西 智君） それでは再開をいたします。 

（午前１０時５５分） 

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

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第６、一般質問を行います。 

  本日は10番、石川議員から８番、今野議員までの３名を予定しております。 

  初めに10番、石川議員の質問を許します。 

  10番、石川議員。 

○１０番（石川邦子君） おはようございます。10番議員、石川邦子でございます。 

  初めての一般質問でございます。多少緊張しておりますが、自分の伝えたいことをしっか

りと伝えてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  私の一般質問は、２点通告をさせていただきました。 

  まず、１件目でございますが、子育てをしながら安心して働き続けることができるための 

支援策についてでございます。 

  10月の消費税増税に合わせて行われます「幼児教育・保育の無償化」により、子育て世代

の経済的負担の軽減が図られますが、同様に双子や年子などの多児育児、定住者など転入さ

れて来られた方、ひとり親や共働きの家庭など、こういった世帯に着目した子育て支援サー

ビスの拡充が必要であると考えるところでございます。 

私は今回、子育て支援策の一つでありますファミリーサポートセンター事業についての質

問をさせていただきます。 

この事業は、少子化社会対策大綱に基づき、内閣府が2019年度末までに全国で950市町村
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での実施を目指しており、また、今回の幼児教育・保育の無償化の対象ともしております。

現在、町はこのファミリーサポートセンター事業に関する計画はございますでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ご質問についてでございますけれども、ファミリーサポー

トセンター事業につきましては、切れ目のない子育て支援、かつ教育支援の取組として、子

どもの居場所づくり及び保育の確保の分野で、平成30年に策定いたしました子ども未来応援

計画の中で位置付けますとともに、体制の整備について検討を進めてきたところでございま

す。 

  ファミリーサポートセンター事業は、地域において子どもの預かりなどの援助を受けた

い者と援助したい者で構成するファミリーサポートセンターを設立して、保育所や小学校の

開始時前や終了後の子どもの預かり、保育所までの子どもの送迎など、子どもを抱える親御

さんへの援助活動をするものでございます。 

  当町におきましても、こうした援助が必要な共働きのご家庭があり、核家族化やひとり

親世帯などにおいて児童の預かりなどの援助が必要であると認識しているところでございま

す。子育てにおきまして、不安や戸惑い、また相談者が近くにいないなど、子育てに大きな

不安を抱いて生活をされているご家庭は増えていると考えております。このような育児不安

を少しでも解消し、子どもたちの健やかな成長を地域の皆様とともに守り、育てていくこと

が町民との協働の姿であると考えております。 

  現在、当町の保育所におきましては乳児保育、一時預かり保育、土曜保育、小学生につ

いては放課後児童クラブ、学童保育、また健康福祉センターにおきましては窓口における育

児相談などで親の子育てに対する各種取組を実施しているところでございます。 

ファミリーサポートセンターの立ち上げには、受け皿となる法人等の組織の役割が非常

に大きくなるものと考えております。事業の実施に当たりましては、アドバイザーの配置

が必要となりますことから、人材の発掘や確保に加え、万が一の病気や事故等への迅速な

対応を含めました危機管理対策等の徹底も重要な課題となります。 

こうした現状を踏まえ、事業の導入に向けましては、慎重を期す必要がありますことから、

時間を要するとは思いますが、社会福祉協議会を初めとして町内の子育てサークルとも協議

を重ねながら進めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。ファミリーサポートセンター事業は、子

育てのお手伝いをしたい方と子育ての手助けが欲しい方、双方が会員となりましてセンター

のアドバイザーが連絡調整を行い、地域で子育てを助け合う事業でございます。 

例えば、保護者の仕事の都合で保育所の送迎や習い事の送迎ができない、保護者が病気

になったときや冠婚葬祭などの急用ができたとき、何らかの事由が発生したときに子ども

を預かってもらうなど、既存の保育や学童の体制では応じ切れない内容ともなっています。
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身内が近くにいて、いつでも子どもを見てもらえるという家庭ばかりではありませんので、

移住者など周りに頼れる身内がいない場合などは大変助かるということでございます。 

  先ほど、担当課長の答弁でありました、子ども未来応援計画でございますが、私も再度

この計画を読み直してみました。平成30年１月に作成されたものですが、アンケート調査が

行われ、「心配なこと、困っていることがあれば教えてください」という項目がございます。

この項目は自由記述になっておりまして、自由記載の中に、共働きなので朝は良いが夕方は

迎えに行かねばならず、フルタイムでは働けません。あとファミリーサポート制度ができ、

地域で子育てをする環境が整うと幸せです。また、困っていることは町にファミリーサポー

ト機関がないこと。また、町内の人口が減っていくばかりの現状でもっと大胆に洞爺湖町で

しかできない、ほかの市町村にはない子育て支援のサービスがあれば、もっと魅力的になる

のではないでしょうかといった意見も記載されておりました。 

  この計画を見ても、ファミリーサポートセンター事業は必要としている方はいらっしゃ

ると感じたところでございます。この事業は、国や道の補助があったと思いましたが、補助

率と道内の実施状況、また胆振管内の状況等、わかりましたらお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの質問についてでございます。 

  当該事業を実施しております自治体についてでありますが、北海道における平成30年11月

の調査時点においては、道内では60自治体での導入となっておりますが、そのうち胆振管内

では苫小牧市、登別市、白老町の２市１町で導入されているとの報告を受けているところで

ございます。また、病児・緊急対応強化事業を実施している自治体につきましては、道内で

は12自治体での導入となっており、胆振管内では苫小牧市のみとなっているところでござい

ます。 

  なお、登別市におきましては、市の社会福祉協議会への委託により実施されており、苫小

牧市と白老町におきましては、各市町内に事務所を設置いたしますＮＰＯ法人への委託によ

り実施されているとのことでございます。 

  当該事業に係る補助率についてでございますけれども、会員数の区分に応じまして上限と

なる基準額が定められておりますが、最小規模となる20人から49人までの会員数の規模の場

合では、上限基準額は100万円であり、補助率は、国、道ともにそれぞれ３分の１ずつとさ

れておりますことから、合計で３分の２の補助率となっているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） ありがとうございます。 

次に、この事業の実施主体は市町村でございますが、直営でやっているところのほか、た

だいま課長のほうからのお話もありました、子育てサークルなどのＮＰＯ法人へ委託をして

やっているところ、また、社会福祉協議会に委託をして社会福祉協議会がアドバイザー、調

整役となり、有償ボランティアが協力会員となってやっているところ、この状況が多いよう
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でございますが、町内には子育てサークル、また社会福祉協議会、こうしたところの委託に

関して連携は可能なのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまのご質問についてでございますが、当町といたしま

しては、これまでも国が補助事業として制度化しておりますファミリーサポートセンター事

業の実施要綱に基づきまして、当町が実施主体となる場合において、受け皿となり得る団体

として社会福祉協議会や町内の子育てサークルの方々とも協議を重ねてきたところでござい

ます。 

現在、社会福祉協議会におきましては、こうした意向を踏まえまして、ファミリーサポー

トセンター事業とは形態や取り扱い内容が多少異なるものではございますが、有償ボランテ

ィア事業の枠組みの中でボランティア協議会会員等の事業登録者の方々を中心といたしまし

て、一定要件のもと、子育て世代への家事支援につきましても対応可能な体制整備を図り、

運用いただいているところでございます。 

  先ほども申し上げましたが、ファミリーサポートセンターの立ち上げには依頼会員、援助

会員など20人相当以上の規模が最低必要で、さらに受け皿となる組織の役割が非常に大きく

なるものであります。 

当町といたしましては、議員のおっしゃいます、地域の子育てサークルやボランティア団

体との連携なくしては実施困難な事業であると考えておりますことから、従前より町内の子

育てサークルの方々に対しましては、国の補助事業の内容に基づきまして、乳幼児や小学生

等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として児童の預かりの援助を受けたい者

と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡調整を行うことにより、地域におけ

る育児の相互援助活動を推進するとともに、早朝・夜間等の緊急時の預かりなど多様なニー

ズへの対応を図ることとされている旨、事業概要についてはご説明を申し上げた上で、現時

点におきましても、引き続き体制整備等も含めまして協議いただいているところでございま

す。 

  事業を実施するに当たり、子育てサークルへの委託が可能な場合としては、まずは会員の

募集、保険の問題、協力会員への専門知識の付与、相互援助活動の調整役であるアドバイ

ザーの配置など、子どもを預かっていただける体制が整い次第、事業の導入に向けまして着

手してまいりたいと考えているところでございます。 

  保護者の育児に対する不安を支援いただける地域の援助会員とともに解消していくことが

児童虐待等の問題も未然に防ぎ、町民との協働による住みよい町をつくっていくための有効

な手段であると考えております。 

  このような状況を踏まえ、今後におきましても、引き続き社会福祉協議会や子育てサーク

ルとの連携を密に図りながら進めてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 



- 17 - 

○１０番（石川邦子君） いろいろと課題はあるようでございますが、私はこの事業は、一つ

は必要としている保護者のニーズがあるということ、二つ目に国や道の補助事業であり、あ

る程度の財源の確保ができるということ、三つ目に幼児教育・保育の無償化の対象となって

いること、四つ目に近隣の市町村がまだ実施していない時期に実施することにより、子育て

に優しい町として注目されますし、子育て世代の移住先としてのＰＲができます。また、こ

のことが少子化対策や人口の流出を防ぐことができ、人口減少の歯止めにも寄与するものと

考えるところでございます。 

  以上のことから、私は、この事業は積極的に行うべき事業と考えますが、町長はどう思わ

れますか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 以前から出ている話でございますが、子どもは町の宝だと。その子ど

もたちを守っていくのは、これはもう親御さんだけでなくて、地域の方みんなで子どもを

守っていかなければならない。これは私どもの町の考え方でもあります。ただ、そのために

今までは町として少ない財源の中ではございましたけれども、子育て対策として、国よりも

先んじて、いわゆる保育所の助成、これを所得制限に関係なしに２分の１の保育料を助成す

るという制度をとらせていただいてまいりました。 

今、議員ご指摘のとおり、子育て支援のこの事業を展開するとなれば、それをサポートす

る事業主体、担当課長のほうからも、今、私どもの町として社会福祉協議会のほうと協議を

しています。あるいは町内にも子育てサークルの方がいます。残念ながら、本町地区にはそ

ういう団体がない。特に洞爺地区において子育てサークル、これを一生懸命やっている方々

もいらっしゃる。ただ、本町地区のほうまで来てというのは、今ちょっと難しい状況がある

ように聞いております。それと、社会福祉協議会のほうにおきましても、なかなか体制がと

れない、あるいは今の業務で手いっぱいだ等々の関係がございまして、ここら辺をしっかり

整備していかなければ、先に進んでいかないのかなというふうにも思っております。 

いずれにいたしましても、当町としては、子育てに関する支援策は、その都度、対応対策

をとらせていただいているつもりでございますが、ただいま、議員からおっしゃっていただ

いた、この事業につきましても、今後担当課を中心にして、あるいは必要であれば関連する

課も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） こういった事業を率先して積極的に行っている市町村では、子育て

支援に留まらず、障がいのある方や高齢者介護の分野までも幅広くファミリーサポート事業

を行っている市町村もあるようでございます。手助けを必要としている方がいらっしゃいま

すので、ぜひ積極的なご検討、積極的な調整を図られますことをご期待申し上げまして、私

の子育てをしながら安心して働き続けることができるための支援策についての質問を終わら

せていただきます。どうもありがとうございました。 

  続きまして、２件目でございます。 
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洞爺湖町合葬墓（合同墓）の設置についてでございます。 

お盆も過ぎまして、お墓についての質問をさせていただきます。お墓とは、子々孫々が一

つの墓石のもとに入り、代々引き継がれていくもの。お盆やお彼岸には亡くなった人たちを

弔い、供養をするためにお墓や納骨堂をお参りする。そのように私も思っておりましたが、

時代の流れとともに葬送の方法も多様化し、現代では散骨などの樹木葬や海洋葬などを希望

される方もいるようでございます。いろいろな考え方があるのだなと思うところでございま

す。 

 また、近年は少子高齢化の社会的背景により、周囲に迷惑をかけずに人生を終わるための

準備をする必要が増したと言われ、社会減少として終活が拡がっているようでございます。

主な事柄としては、生前のうちにお墓などの準備を残された者に迷惑がかからぬよう生前整

理を行っていくというようなことでございます。朝からちょっと暗い感じで申し訳ないので

すが、大切なお話でございます。 

私は今回、各地で増えてきております合同墓についての質問をさせていただきます。 

まず、洞爺湖町の墓地の管理状況についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 当町で管理している霊園の現状についてご説明申し上げます。 

  洞爺湖町では、三豊、洞爺湖温泉、洞爺湖観湖台霊園の３霊園と洞爺、成香、香川、岩屋

共同墓地の４共同墓地の管理を行ってございます。三豊霊園につきましては962区画を管理

しており、そのうち929区画が使用されてございます。洞爺湖温泉霊園につきましては44区

画を管理しており、そのうち29区画の使用。洞爺湖観湖台霊園につきましては270区画を管

理しており、そのうち257区画が使用されている現状でございます。 

過去３年間のお墓の新規申請及び返還状況でございますが、平成28年度は、新規申請件数

が３件。内訳につきましては、三豊霊園２件と洞爺湖温泉霊園１件でございます。返還件数

は５件で、これは全て三豊霊園になってございます。平成29年度は、新規申請件数２件、こ

れは三豊霊園でございます。返還件数８件、三豊霊園７件と観湖台霊園１件となってござい

ます。平成30年は、新規申請件数１件、これは三豊霊園でございます。返還件数12件、これ

は全て三豊霊園となっており、年々返還件数が新規取得件数を上回っている状況となってお

ります。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君）  ありがとうございます。ただいま、担当課長のほうから墓地の管理

状況についての説明がありましたが、返還の件数が年々増えているということでございます。

墓じまいというふうに言われておりますが、少子化や核家族化などにより、承継も含めて、

お墓の維持管理が困難な状況が増えてきました。 

墓じまいをされる方や、また経済的な理由により、お墓の建立やお寺への納骨ができない

方など、自分が亡くなった後の行方、将来に対する不安を抱いている方の多くは、自治体に
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よる合同墓の設置を望んでおります。合葬墓（合同墓）は永代供養墓などと同類のもので、

ここ数年、全国各地の自治体で拡がってきているようです。お寺や民間企業が経営するもの

を主に永代供養墓と呼び、公営のものは宗教的意味合いを出さないよう合葬墓（合同墓）と

呼んでいるようでございます。 

合同墓を要望する主な理由としては、一般的にはお墓を引き継ぐ後継がいない場合や子ど

もに迷惑をかけたくないという親の立場の考え、また、お墓を設置管理する費用面の問題な

どの理由が多いとされています。子どもが遠方におり、将来帰ってくる見込みがないため、

現在持っているお墓を守ることができない、お墓を建てても管理する人がいないなど、また、

墓じまいをした後も地元に合同のお墓があれば、縁のある地元のお墓に入りたいなどの要望

もあるようでございます。 

町にはこういった合同墓の問い合わせ、また、胆振管内の合同墓の設置や検討状況がわか

りましたら、お願いいたします。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） まず、問い合わせ状況でございますけれども、合同墓に関する問

い合わせは、今から５、６年前から、年数件程度ではございますが問い合わせがあるところ

でございます。問い合わせの内容につきましては、合同墓に関するもの、永代供養はしても

らえないのかとか、複数年分の霊園管理手数料を前納したいなど、複数のものが主な問い合

わせの状況となっているところでございます。 

あと、合同墓の胆振管内の状況でございますが、今現在実施しているのは、苫小牧市、登

別市、室蘭市、白老町、厚真町で既に実施している状況でございます。むかわ町では、今月

完成予定となっているようでございます。安平町につきましては、来年度以降に実施する予

定となっている状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 今の管内の状況をお伺いいたしましても、洞爺湖町においても合同

墓を検討する時期が来ているのではないかと思うところでございます。町長の考えをお伺い

いたします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほど担当課長のほうからも報告ありました、管内で合同墓を設置さ

れている地区として苫小牧市、あるいは登別市、あるいは室蘭市、そして胆振東部のほうは、

議員もご承知のとおり、昨年９月７日に胆振東部地震、北海道で最大級の地震が発生し、多

くの尊い命を失ってしまった。それで、胆振東部、特に厚真、むかわ、安平においては、そ

れぞれが共同で今復旧復興作業をやっているところでありまして、中には墓地の関係も一つ

の問題だというふうに聞いておりました。そんな関係から、急いで復旧復興と合わせて対処

しているというふうに聞いております。 

また、私どもの町につきましても、自然災害が時として襲ってくるところでございますが、



- 20 - 

幸いなことにと言ってはなんですが、2000年噴火災害では噴火災害によって一人の犠牲者も

出すことはなかった。これにつきましては火山の早期予知と、あるいは学者の先生、そして

国、気象庁、あるいは北海道、そして各市町村が連携して、これら対応に当たってきた賜物

と言われておりますが、この次、起こるであろう噴火災害、あるいは大きな自然災害等に対

しましては、その都度やはり日頃から備えをとっていかなければならないなと、そういう意

味合いもありますけれども、私どもの町は、これも先ほども担当課長のほうから報告させて

いただきましたが、三豊霊園、あるいは洞爺湖温泉霊園、洞爺の観湖台霊園等々も今現在は

空きと言いますか、返還が目立ってきているという状況もございます。そんな中で、今後共

同墓等々の考えについて、どういうふうに整理をしていったら良いのか、これはやはり他の

町村でもそういうふうなものを設置しているところもありますので、検討していかなければ

ならないなというふうには思っておりますが、今すぐにこれができるかというと、なかなか

やっぱり難しい問題もある。 

そこには地域の問題、あるいは私どもの町は、特に虻田地区、そして洞爺湖温泉地区、あ

るいは洞爺地区と大きく三つに分散されているという問題もございますし、あるいはさらに

そこに住む住民の皆様の感情問題等々もあります。きちっとやっぱり整理をして、そして将

来に向かってこういうことも考えていかなければならないなというふうには考えております。  

大変貴重なご意見でございましたので、それはそれなりにしっかり行政としても受け止め

て、今後考えてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 私も合同墓の設置に関しましては、例えば町民の意見を募集、集約

して、寄せられた意見の件数だとか内容によって検討して、計画を立てていただきたいと

思っています。お墓のことでございますから、単純に納骨するだけに留まらず、供養をする

という大切なことを考えなければならないと思っております。 

計画につきましては、お寺など納骨する施設をお持ちの関係者との協議も十分に行われ、

無縁墓との区別の問題、旧墓地における管理者と連絡のとれないお墓の整理、合同墓の設置

場所、住民に対する十分な説明など、計画的に合同墓の設置に向けて進めていただきたいと

思うところでございます。 

  今後、調査、検討し、計画の時期等明確にしていただければと思います。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

  以上で、私の初めての一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

○議長（大西 智君） これで10番、石川議員の質問を終わります。 

  次に、５番、立野議員の質問を許します。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、これから一般質問を行いたいと思います。 

  最初に私、今回事前に通告させていただいたのが、１番目は、来年度の国保税の賦課方針
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についてということでお尋ねをするわけでありますが、国や北海道は法定外繰入の解消を求

めていますけれども、保険税を決めるのは、国保法上市町村の役割だというふうになってい

ます。住民の暮らしの安定のため、法定外繰入などの施策とともに子育て支援の立場から子

どもの均等割の減免を求めたいと思います。そういうことをまず質問の中心点に置きながら、

これから国保制度の中身や、それから今、国が進めようとしている、そして２年前から始

まった国保の都道府県化によって今どういう状況が起こっているのかということなどもお話

ししていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

  まず、国保制度ですが、もう皆さんもご存じのように、国保制度は現在のような全国全て

で実施できるようになったのが1961年４月ということであります。これ以来、全ての住民が

何らかの医療保険に加入することができるようになったと。そのために、国保制度は皆保険

制度の要というふうに言われています。そして、国保加入者が2008年度に後期高齢者医療制

度ができるまでは協会けんぽに次ぐ国民の４割をカバーする大きな医療保険だったわけです。

国保制度が他の医療保険と比べても、何が違うかというと、加入者は年金生活者であったり、

非正規の労働者、事業者などもありますが、そういう方々が７割を占め、加入者１人当たり

の平均所得というのが86万円程度になります。医療保険の中で実は一番低い。そして、協会

けんぽなどでは平均142万円ということですから、約６割しか収入、平均所得がないという

ことになります。また、平均の保険料は加入者１人当たりで８万5,000円程度です。負担率

は9.9％と協会けんぽの負担率の7.5％の約1.3倍ということになります。そのために、国保

制度が発足した当時から法定軽減制度というのが導入されたということです。 

 当町における国保加入者の１人当たりの平均所得が、全道的では86万円ということなので

すが、当町の場合は１人当たりの平均所得はいくらぐらいになるでしょうか。まず、その点

についてお答えいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 当町の１人当たりの平均所得についてのご質問でございますけれ

ども、当町国保加入者１人当たりの平均所得でございますが、本算定時点、今年度６月24日

の数字になりますが、総所得金額18億1,614万4,119円、国保加入被保険者数2,443人で、１

人当たりの平均所得につきましては、おおよそ74万3,000円でございます。 

   以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 洞爺湖町の国保加入者の１人当たりの平均所得は、全道平均が86万円

に対して約11万6,600円少ない。今、お話しいただいたように74万3,407円ですか、という金

額であると。加入者の所得自体も全道的にも非常に少ないという状況です。 

  続いて、それでは国保加入者１人当たりの平均保険税、納めている保険税は１人当たりで

いくらぐらいになりますか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 当町の平均保険税でございますが、令和元年度１人当たりの平均
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保険税につきましては９万328円となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 事前にちょっとこういうことを聞きますよということで出させていた

だいたので今答えていただいていますが、全道の平均保険、この表記の仕方というのは、洞

爺湖町のように税金として納入していただいているところもあれば、保険料として納入して

いただいているところもあるので、よく、料（税）というふうに言われています。ちょっと

この辺混在して表現してしまいますけれども、同じ意味だというふうに捉えていただきたい

と思うのですが、全道の平均の保険税は、加入者１人当たりで８万5,000円でした。洞爺湖

町の加入者１人当たりの平均の保険税額は９万328円ということで、全道の加入者１人当た

りの保険税よりも8,200円負担が大きいということになります。これは何を意味するかとい

うと、つまり洞爺湖町の国保は、全道の平均に比べても加入者の平均所得は低くて、国保税

の負担は重いという状況だということだと思います。 

  まず、この件について、この現実を町長はどのように受け止められているか、その点につ

いてちょっと町長、お答えいただけますか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） これは前にもお話しさせていただいたかもしれませんが、私どもの住

民１人当たりの年間総所得、あるいは収入、これらにつきましては、全道平均よりもかなり

下回っていると。なおかつ全国でいきましたら、本当にひどい状況があると。それは私ども

も十分理解しているつもりでして、特に、国民健康保険の入ってくるものと出ていくものと

の差、特に医療費と保険料の差の部分について、賄い切れない部分があるので、その分につ

いては今までも基準外繰入と言いましょうか、こういう手立てをしてきておりました。 

ただ、これから北海道が事業主体となってくると、なかなかそうもいきづらくなってくる

のだろうとは思いますが、国民健康保険そのものについて、私どもも都市部と地方ではやっ

ぱり相当の格差があるのだなと。この解消を目指して、今、国のほうに何とか国民皆保険の

皆の意味をもう少し噛み砕いてほしいということを訴えているつもりでございまして、その

ことにつきましても、議員ご承知のとおり、全国町村会におきまして毎年のように国のほう

に要望させていただいているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、町長に説明いただきましたけれども、私も前の議会、何回か前で

すが、全国の自治体ごとの所得水準、これがネットなどでも公表されていまして、それを見

ても、本当に洞爺湖町の場合は町民の平均的な所得水準というのが全道的にも全国的にも非

常に下位に位置しているという状況をそこの中でも改めて、私、示させていただきました。

結局、所得が少ない住民が大変多い中で、医療費、医療給付はそれなりにかかってくるわけ

ですよね。ですから、当然納めなければならない保険税は増えていくと。そういうことは当

然出てくると思うのです。だからこそ、加入している国保加入者の負担というのは非常に重
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くなって、ますます住みづらくなってくるというような状況なのではないかなと思うのです

ね。 

  そして、2018年度から市町村国保から都道府県国保に広域化されました。何が変わったか

ということなのですが、その仕組みとして、まず北海道、都道府県の役割は主に国保財政の

管理と医療費の適正化を行うというのが都道府県化された北海道としての役割になっていま

す。町の役割は何かと言いますと、今までと、これあまり大差ないのですね。保険証の交付、

保険料率の決定、賦課徴収、保険料等一部負担金の減免の決定などを行うことができると。

ただ、国保財政に関しては大きく変わりまして、道は医療費などの総額を推計して、町に国

保事業費納付金というものの納付を要請するというふうになっています。ですから、町は道

に納付金を納めなければならない。保険給付費等交付金という名目で納付金を納めるわけな

のですが、この交付金を受けて医療費などの支払いに充てるということになっています。で

すから、北海道はそれぞれの町の標準保険料率を推計して、これを公表しています。洞爺湖

町も既に発表されています。町はそれを参考にして、町の保険税率を決めて賦課徴収すると、

こういう仕組みになっていると。これが平成28年度から始まって、今年２年目という状況に

なっています。 

  そこで、納付金の問題なのですが、2019年度の国保事業費納付金の仮算定というのが行わ

れた際に、前年度の比較で保険給付額がマイナス５億円、そして給付金額はプラス７億円、

収納必要額など合わせて市町村の保険料等ですが、これがプラス20億円と。北海道がこれを

算定しているのですが、何をこれは基準にして言っているかというと、今後、被保険者が減

少するから１人当たりの保険税の料金は引き上げると、こういうことを根拠にしてこれが示

されたということであります。これが示されて以降、３月の段階で、運営協議会で公表され

たわけですが、それを基にして、町は６月頃に具体的な保険税率を計算すると、今年度もそ

ういう方式でやられたと思います。 

  では、洞爺湖町の場合、市町村別の国保のモデル世帯でどのくらいだったかというと、こ

のモデル世帯というのは40歳代の夫婦、１人のみ給与収入があって約300万円と。年間の保

険料試算額が公表されているわけですが、資産割、均等割、それぞれが引き上げられていま

す。合わせれば１万500円程度の増額になっていますし、2019年にはさらにこれも引き上げ

られているという状況です。 

ただ、これはあくまでも道が公表している内容ですから、町としては実際にどういうふう

にしているのかというのはまた別なようですが、2017年度の都道府県化される前の保険税の

収納総額がまずどのくらいになっているのか。そして、都道府県化された昨年度、2018年度

の保険税の納付額や、そして保険税の収納額、そして今年の北海道が示している納付額、こ

れらについてちょっと説明をいただけるでしょうか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） まず、平成29年度（2017年度）の保険料収納総額でございますけ

れども、２億912万7,440円でございます。平成30年度の保険税収納総額につきましては２億
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266万96円となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ここでわかってくるのは、都道府県化が実施される前は、保険税の収

納総額、つまり加入している町民の方々が払っている保険税の総額はいくらかというと、今

話がありました２億912万円というふうになります。これはまだ都道府県化の１年前の話で

すね。都道府県化されてから、今度北海道が洞爺湖町に対して、これだけの保険税を納付し

てくださいというふうに示しているのが３億1,808万円と。ですから、そのときもちょうど

平成30年の保険税として実際にどのくらい入ったかというと１億9,880万円。その差額が約

１億1,927万円。丸々１年分の保険税に相当するような金額なのですが、道への納付金の不

足額が当然出るわけです。ほぼ保険税と同じぐらい、１年分の保険税に相当する約１億

2,000万円ですね。これは昨年度どのように補塡していたでしょうか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 補塡状況でございますけれども、納付金につきましては、今言わ

れました保険税充当と、あと、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金もこの中

に含まれている状況でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 道が示した納付額というのは、非常に高い金額になっています。です

からその不足額、道に対しては納付金100％納めなければならないという決まりになってい

ますから、減額できないのですね。ですから、何とかそれを穴埋めしなくてはいけないと。

そうすると、穴埋めするために基金や一般財源からの繰入という形で、これを穴埋めして道

には納めているというのが今の実態になっています。 

  それで、つまり国保の都道府県化によって道への納付額、これは満額100％納める仕組み

に対して、今言ったように一般会計や基金などの取り崩しなどによって保険税を納めること

になるわけですが、今後、国や北海道の姿勢を伺うと、本当に一般会計からの繰入などにつ

いては止めるべきだというような方針が示されてきています。強制力はないのですが、示さ

れてきているという状況を考えたときに、住民の福祉を守る町の行政としての対応、また施

策というのがますます一層求められていくと私は思います。 

  2018年の保険料の激減緩和策として保険料の引上げを２％以内に抑制すると、これは北海

道がそういう形で２億円の財政出動を行いました。ちょうど都道府県化になった１年目です。

１年目で極端に納める納付額やそのために道民の負担する保険税や保険料が増えると、制度

をつくっても、その制度に対する信頼というのか、こんな負担になるのなら、もう止めてし

まえと言われるような状況になりかねないということもあるのかもしれませんが、いずれに

しても、道の財政出動を行ったわけです。それで、急激な保険料の引上げを緩和する措置が

初年度はとられたのです。 

ところが、今年度はどうなっているかというと、北海道は、自然増分は激減緩和の対象に
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しないと言っているのですね。そして、保険料の伸び率を今まで２％以内に抑えていたのを

10.75％まで容認するというふうに言ってきています。その結果、毎年保険税率の伸びが想

定されて、北海道が言っている、制度ができて７年目、これから５年先ですが、2024年には

今までの保険税をさらに17万円も超える保険税が新たに増額される、全道的な平均が見込ま

れるというふうになっています。これは、その当時、道議会の中でも説明していたようです

が、道はこの方針の転換によって道の繰入金22億円を充当しなくて済むことになったと評価

していると。こんなようなことまで言われているそうです。こういうことになっていけば、

それぞれ全道の市町村、そして洞爺湖町のように所得水準が低くて、今でも保険税が非常に

高い、そういう町にとって大きな負担になっていくということが言えるのではないでしょう

か。 

道は、2024年度には全道の国保料、ないし税を平準化する計画を明らかにしています。平

準化というのは何かというと、同一所得、同一保険料とすると言っているのですが、ところ

が実際に平準化されると、いろいろな不具合が起こってくるということも明らかになってき

ていますが、町長は北海道のこのような姿勢をご存じなのかどうか。また、このような道の

対応について、どのようにお考えになっているか、そのことについてもお伺いをしたいと思

います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもも今後６年後と、前は確か記憶していたかなと思うのですが、

平準化にしていきたいという道の動きがあるということは承知しておりました。がしかし、

私どもの町はあまりにも１人当たりの年間収入が都市部と違って非常にやっぱり低い状態が

続いている。町としてできる限り基準外繰入をして何とか急場をしのいできたわけでござい

ますけれども、これにだってやはり限界が来るであろうというふうに認識しております。 

だからこそ、本来、国民皆保険ということで、国民全体が平等に扱われるような形のもの、

特に所得の少ないところについては、所得の多い、それを調整するのがやはり国、道しかな

いだろうというふうに考えておりますので、町村会、特に胆振町村会のほうも東部のほうは

私どもの町よりも１人当たり平均収入が若干多いように聞いておりますが、やっぱり胆振西

部のほうはなかなか所得水準が低いままの推移をしているところが多いところでございます

ので、特に胆振町村会として問題提起、さらには今までもやってきましたけれども、今後も

強くそれは国、あるいは道に対して要望してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 立野議員、途中なのですけれども、昼食休憩をここでとりたいと思い

ます。再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５７分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────── 
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○議長（大西 智君） 午前に続き、一般質問を行います。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、質問を続けます。 

  午前中に今の国民健康保険制度、そして２年前から国保の都道府県化が実施されたことに

よって道への納付金の金額と実際に入る保険税の額の違い、これに伴う町の負担ということ

についてお話をさせていただきました。同時に、道は全道一律で同一所得、同一保険料にし

ようというような平準化を進めようとしていますけれども、これは国民健康保険法、この法

律上でいけば、保険料率を決められるのは市町村だと、都道府県ではないのですね。その立

場から言えば、結局、北海道はそれぞれの市町村で保険税、保険料の金額を決めるような形

であるけれども、同一所得、あるいは同一保険料という形に導いていくというような方向だ

ということです。 

  平準化平準化と言っていますが、平準化そのものが今、道の考えていることによれば、こ

れまで道議会とか、あるいは北海道社会保障推進協議会、道社保協と略しているのですが、

これが北海道との交渉の中で明らかにしてきた平準化の問題点もいくつかあります。医療水

準の違いを保険料に反映させないような形で平準化を行おうとしているということもありま

すが、医療水準の高い市町村の保険料は低くなるけれども、逆に低い郡部の市町村は保険料、

あるいは保険税が高くなっていくという傾向がありますし、市町村ごとの医療費の伸び率の

違いとか収納率の違い、そして保険料の一部負担金、減免などを行っている町もございます。

保険事業の経費などの違いを今度は除外するという形で平準化しようとしている。道の水準

に合わない経費は抑制的になくなってしまう、抑制的にならざるを得ないという、こんなよ

うな状況も明らかになってきました。 

それだけに、結論から言えば、平準化というのは札幌市のような大きな保険者以外の小さ

な保険者にとっては、いろいろなリスクを負わされて、過大な負担を課せられるおそれがあ

ると。そして、大体加入している保険者は、平準化を望んでいるわけではないと。望んでい

るのは今の保険料の大幅な引き下げだということを改めて指摘をしたいと思います。その上

で、来年度に向かって町としてぜひ努力していただきたいということを、これから質疑を通

じて明らかにしていきたいと思います。 

大幅な保険税の引き上げということになると、さらに負担を超えた保険税を納めなければ

ならないということが出てきます。実際に国保の加入者の平均所得も、そして払う平均の保

険税も全道平均から見れば、洞爺湖町は非常に高い値になっているという状況、所得自体は

低いのですけれども。 

そういう中で支払いが困難で保険料を滞納するという世帯も、これも全国的にもそうです

が増えてきています。滞納していることを理由にして、短期保険証や、あるいは資格証、こ

れは国保に加入していることを証明しているだけのもので、病院の窓口では10割負担しなけ

ればならないと、こういう資格証ですが、こういったものがあちこちの自治体でも発行され

ております。当町においても何件か出ているようですが、年に数件、道内でも診療を我慢し
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て毎年何人かの手遅れ死があるということも報道されていると。こういう状況です。 

そこでちょっと伺うのですが、この2015年から前年度、2018年ぐらいまでの間の当町にお

ける保険税の滞納世帯と被保険者に占める割合、そして滞納世帯に対する短期保険証の発行

や資格証明書の発行状況について説明をいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいまのご質問でございますが、平成27年度（2015年度）でご

ざいますが、滞納世帯数及び短期被保険者証、資格証明書の発行状況でございますが、滞納

世帯数につきましては220世帯、総世帯に占める割合は13.1％でございます。短期被保険者

証につきましては、対象世帯63世帯、対象被保険者98名となってございます。 

また、平成28年度（2016年度）でございますが、滞納世帯数及び短期被保険者証、資格証

明書の発行状況でございますが、滞納世帯208世帯、総世帯に占める割合は12.7％でござい

ます。短期被保険者証、対象世帯51世帯、対象被保険者94名。被保険者資格証明書、対象世

帯２世帯、対象被保険者２名となってございます。 

    平成29年度（2017年度）でございますが、滞納世帯数194世帯、総世帯に占める割合でご

ざいますが12.4％でございます。短期被保険者証、対象世帯54世帯、対象被保険者93名。被

保険者資格証明書、対象世帯７世帯、対象被保険者８名となってございます。 

    平成30年度（2018年度）でございますが、滞納世帯数175世帯、総世帯に占める割合

11.4％。短期被保険者証、対象世帯41世帯、対象被保険者68名。被保険者資格証明書、対象

世帯６世帯、対象被保険者８名となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今説明いただいたように、毎年国保加入世帯の１割強を超える世帯の

方が保険税を滞納し、そのうち４分の１の世帯、25％相当、それ以上に短期保険証が交付さ

れ、さらに滞納世帯の３％強の世帯には、窓口で10割負担となる資格証明書が交付されてい

ると、こういう状況であります。 

国保制度というのは、町民の中でも大変多くの方が加入している医療保険ではあります。

保険税の滞納に対して、特に保険証を取り上げるような制裁、資格証明書の発行などは本来

あってはならないと私は思うのですが、今そのためにも今まで以上の公費負担の増額が求め

られていると思います。 

  ５年前の2014年、これは何回か議会でも取り上げましたが、2014年に全国知事会が政府に

対して、そのために公費１兆円の投入が必要だという要請をいたしました。当時の安倍政権

のもとで努力すると、こういうふうに回答されたそうですが、未だにそれは変わっていませ

ん。特に、均等割と平等割というのは、所得がなくても課税されるという内容です。これ自

体を全国知事会は廃止して、その分の財源補塡として１兆円公費による投入が必要だという

ふうに述べているわけです。国保税も税の一種であり、所得資産割の応能負担原則を貫かな

ければならないと私は思います。 
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その上で、まず町として今後すべきこととして、ぜひ町長のお考えを伺うわけですが、一

つは、こういう全国知事会が国に対して要請している１兆円の公費投入、均等割や平等割を

なくしていくということについて、町長自身もどうお考えなのかということを伺うのと合わ

せて、今年度までは法定外繰入をすることによって保険税の増額を町としても抑えてきまし

た。大変評価を私はしたいと思います。このように、所得水準も低く、そして、その割に負

担が大きい現在の国保税の状況ですから、来年度も引き続き法定外繰入を行って保険税の増

額を抑えるということをぜひ町としては方針をもって取り組んでいただきたいと思いますし、

国や道に対しても保険税引き下げのための道費、国費の投入を要請すべきだと思いますが、

その点について町長のお考えを伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 先ほど2014年でしたか、知事会のほうで国のほうに対して１兆円の要

望をしていた。今、全国町村会のほうでは昨年もそうなのですが、3,400億円の公費導入を

してほしいということを訴えさせていただいております。その中で、均等割、平等割につい

ては、それぞれの自治体の特色を生かした中で国のほうで財政支援をしてほしいという要望

をさせていただいておりまして、今、全道の動きを見ていると、昨年と変わらないような要

望体系に今のところなっていくのではないかなというふうに推測しております。その中身と

しては、やはり国のほうで動いてくれていないというのが実態でございまして、何とかそれ

に国のほうで応じていただけるような取り組み、粘り強い取り組みを今後もしていかなけれ

ばならないなというふうに思っております。 

  また、国民皆保険でございますけれども、以前から所得割、均等割、平等割、そして資産

割というのがありました。これは、他の保険と比べて、やはり国民健康保険が高いのではな

いかという要因にもなっているということもございまして、私どもも、やはり資産割が入る

のが果たして国民健康保険の税、保険料を納めるに当たって本当に適当なのかということは

常日頃思っておりまして、ただ、令和６年度までに、北海道のほうで今その割合を均等割、

平等割、そして所得割の３本の柱にしたいという３方式というふうなことも考えているよう

でございますけれども、いずれにしても、均等割、あるいは平等割については、なかなか所

得水準の低いところについては重荷になると、これは私どもも全くそう考えておりますので、

これを何とか緩和できるようなものを国、あるいは道のほうにさらに強く求めてまいりたい

なというふうに思っております。 

  また、令和２年に対する基準外操出の関係でございますけれども、先ほども申し述べさせ

ていただきましたが、私どもの財政の許す限り何とか続けてまいりたいなというふうに考え

ておりまして、担当のほうにおいても、今これから新年度予算の要求にまた入ろうかと思い

ますが、そのことを念頭に置きながら作業に取り進んでいるというふうに伺っております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 一般会計からの法定外繰入については、今、町長は税制の許す限り、
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続けていきたいと。ちょっとみそがありますけれども、財政の許す限りと、財政が許さな

かったからできませんでしたと言われる場合もあるのかなと、ちょっとその辺あるのですが、

いずれにしても続けていくという方向で努力をしたいということだと受けとめていきたいと

思います。ぜひそのように進めていただきたいと思います。 

  そこで、さらに保険税引き下げの重要な内容として、先ほどもお話ししましたが、均等割、

均等割というのは加入者の人数掛ける均等割額で出した額ですが、その減免の問題が特に今

どこの自治体でも重視して、子育て支援の一環としても子どものいる家庭については均等割

の減免を行うという取り組みが始まりつつあります。 

事前にちょっとお願いしたのですが、残念ながら全被保険者世帯の中の18歳以下の子ども

さんのいる世帯の人数などについてはわからないということではありますけれども、子ども

のいる世帯については、特に均等割、平等割と、生まれたばかりの赤ちゃんにまで税金がか

かるのですよ。何の能力、負担の能力もない、そういう人たちにも実は税金が課せられると。

全くこれは廃止しかないなと私は思うのですが、近隣と言いますか、道内でも今、均等割を

減額したり減免したりしているところが出ています。 

例えば浦河町などは資産割もそうですし、均等割、平等割を引き下げました。それから道

議会などでは、子どもの均等割の負担軽減を求める意見書が全会一致で採択しました。また、

旭川市などは、１世帯当たり保険料の平均を約6,800円引き下げたと聞いています。特に均

等割、平等割の部分では１割軽減していると。18歳未満の均等割の保険料を３割減免してい

ると。これも所得制限なしでやっているというような町も出てきています。税法上は、均等

割、平等割を含めて応益割については、廃止することはできないのですね。ですから、廃止

はしないけれども減免することはできると。これも市町村の判断でできるということになっ

ています。 

今年は、保険料引き下げた市町村が全道で24市町村あります。これらもやはり均等割の引

き下げを行ったということが中心になるのですが、全道でいうと13.6％になります。こうい

う意味で、ぜひ町としても一般会計の繰り入れもそうですが、特に子育て世代の応援、支援

ということも考えて、負担能力もない生まれたばかりの赤ちゃんにも税金をかけると、こう

いうような均等割や、あるいは平等割のこういう措置をなくしていく、あるいはその負担を

軽減すると。こういうことをぜひ検討してはどうかと思うのですが、その点についてはいか

がでしょうか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） ただいまのご質問でございますが、均等割保険料につきましては、

現在、北海道で知事会などと連携し、子どもにかかる保険料の軽減などを国に要望しており

まして、こうした制度のあり方につきましては、国の国保基盤強化協議会や社会保障審議会

などの場において検討されていくべきものと考えているところでございます。 

  町としましても、子どもにかかる国保税の軽減は全国的な制度として国の責任において実

施することが必要と考えており、今後の国保基盤強化協議会や社会保障審議会などの審議状
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況を見守ってまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 国に責任があるのだから国がまずやるべきだと。こういうことなので

しょうけれども、それで本当に住民の健康や暮らしを守れるかというと、なかなか厳しい状

況もあって、全道的にも、特に子どものいる世帯についての保険税の負担額を引き下げるた

めの努力を自治体独自が行っていると。保険税の料率を決めることができるのも地方自治体

としての権限ですから、そういう立場からそういう負担軽減、均等割などを減免する措置を

行っているということですので、ぜひその辺について改めてお考えいただきたいと思うので

す。 

  今も言いましたが、子どもの均等割の負担軽減、道議会でも意見書が可決になったし、大

切なのは、子どもや高齢者、あるいは低所得者の保険税の独自軽減のために減免制度を創設

すること。そのことは市町村の裁量としてできるのだということです。そして、併せてそう

いうことを独自にしながら、子どもの均等割の負担軽減を国に求める、そういったことが行

政としてやるべきことではないかというふうに思います。この点について、最後にもう一度

町長に伺って、次の質問に移りたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員のおっしゃっていたとおり、例えばゼロ歳児にも保険料が均

等割でかかってくると。これ自体がやっぱりどうなのかなという感は私どもも考えておりま

す。ただ、私どもの町は、今まで子育て対策、あるいは低所得者の軽減対策として福祉灯油

の助成、あるいは子育て対策の一環として子どもの医療費の通院、あるいは入院の助成、こ

ういうこともやらせてきておりますが、今おっしゃっていただいた国民健康保険料・税の、

いわゆる均等割の軽減、これについてはもう少し検討させていただきたいというふうに思っ

ています。確かに、全道の何カ所かで軽減をしているところがございます。私どもは今、そ

ういうところについては国のほうに財政支援をしてほしいということをお願いしております

が、財政支援していただく前にもっと地域で何とか行政もその中に入って皆さんと一緒に、

誰でもが気軽に病院にかかれるような国民保険制度、それを樹立していかなければならない

かなというふうにも思っておりますので、その辺は十分これからまた検討して、しかるべき

にまた方向性を示していきたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、２件目の質問を行います。 

障がい者施策の充実ということについてなのですが、平成30年３月で第２期洞爺湖町地域

福祉計画、そして洞爺湖町第３次障がい者基本計画、さらに、第５期障がい者・児福祉計画

などが策定されています。そして、議会でも取り上げさせていただいたことも参考にしてい

ただいているのかなと思うのですが、こういう障がいのある方のための各種制度、今、教育

長をされている皆見さんを中心にして策定された。私は読んでみて、大変説明が丁寧で、そ
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して各方面にわたってよく書かれているなというふうに思うのですが、若干ちょっと足りな

いこともあるようですけれども、それにしても各種制度、これは町の発行しているパンフ

レットになるのですが、障がいのある方のための制度としてどんな方法でこういうものがあ

るということを周知し、また、配布しているのかということだけ先にお伺いをしたいと思い

ます。短めにお願いします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ご質問についてでございますけれども、障害者の方が利用で

きるサービス内容に係る周知についてでございますけれども、福祉分野だけでなく、多岐に

わたります障害サービス制度につきまして、可能な限りわかりやすくご理解いただくための

パンフレットといたしまして、先ほどお話しございました平成23年に障害のある方の各種制

度を作成したものでございまして、これにつきましては町広報紙や町ホームページへの掲載

による周知やふれあい交流会等においてもご案内するとともに、来庁されます町民の皆様に

は役場や各支所窓口への備え付けによりまして周知に努めてきたところでございます。 

  当初は、新規に障害者手帳を取得されました方へ郵送でお送りしておりましたけれども、

制度が多岐にわたりますことや、パンフレットの送付のみではなかなかわかりづらいという

ようなご意見もいただきましたことから、現在は窓口にて手帳をお渡しする際に障がいのあ

る方が利用することのできる制度を完結にまとめました概要版としてお渡しをいたしますと

ともに、窓口におきましてもその方の手帳の等級や世帯の状況に応じまして利用可能なサー

ビスの説明や申請手続等について補足の上、ご案内しているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 当初つくったときには、郵送もして配付をしていたけれども、今は窓

口での説明という形で行っているということなのですが、2017年11月に第３次障がい者基本

計画というのをつくった中で、その計画を見ると、障がい福祉サービス利用上の困り事とい

うところがありまして、そこを見ると、サービス提供や内容に関する情報が少ないというの

が15.8％という回答が多く見られたと。そこには、さらなる情報発信施策の拡充が課題と

なっているという評価をしています。 

実は、私もそれほど多くはないですけれども、障がいを持っている方々の団体などで

ちょっとお手伝いさせていただいている関係もありまして、こういう制度の中身をどの程度

ご存じなのかなということをちょっと伺ってみたのですが、実はよく知らなかったというふ

うに答えている方が何人かおりました。特に、この中でも大変参考になると思うのですけれ

ども、交通機関の減額免除というのは普通よく言われていることなのでわかっている部分が

あるのですけれども、例えば移動支援事業、こういうことも実はやって、社会生活上必要不

可欠な外出や余暇活動などの社会参加を目的とした外出のための支援だと。原則１割負担と

いうことが書いてありますけれども、こういったことであるとか、あるいは携帯電話の利用

料についても減額される。よく知られているのはＮＨＫの受信料、これも免除されるという
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ようなこともあるのですが、よく見ると、意外と、これからでも手続して十分受けられるね

というようなものもいくつも出ているのですね。ただ、その手続の方法などについては、関

係する機関に相談してくださいとか、あるいは町の役場にというふうに書いてあります。 

実は、そういった点でいうと、まだまだ障がいを持っている方、障害等級も等級それぞれ

ありますけれども、障がいを持った家族をお持ちの方や、あるいは障がい者自身、この中身

をきちんと見て、これは今活用できないのだろうかということを判断する上では、役場の窓

口に置くだけではちょっと足りないかなという気がするのです。私としては、やはりこのパ

ンフレット、せっかく良いものをつくったわけですから、パンフレットを障がいのある方の

ためにも、あるいはその家族のためにも、広く普及するということが大事なのではないかと。

障害者手帳を持っているか持っていないかにかかわらず、町内の、例えば病院や福祉施設、

行政窓口に置いているということですけれども、あと公共施設のそういった町の案内を置い

ている箇所に何冊か置いておくとは、そういったようなことも含めて、もう少し普及に努め

ることができないだろうかということでちょっとお尋ねをしたいのですがいかがですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいま議員からご指摘いただいた部分でございますけれど

も、先ほど概要版について触れさせていただきましたけれども、その都度わかり得る範囲で

まずは修正してまいりました。現在、改めて見直しを図っているところでございまして、ご

意見を踏まえまして、手帳の区分や等級に応じまして容易に判別ができよう、まずはパンフ

レットの改善を図ってまいりたいと考えているところが１点でございます。 

  また、新たなパンフレットが作成され次第、今ご指摘のございました町ホームページや役

場等の窓口への備え付けだけではなくて、障害者手帳をお持ちでない方も含めまして、広く

住民の皆様にお知らせするために、町内の病院や薬局、施設などにも当然のことながら設置

していただけるように、今後については努めてまいりたいと思います。 

  さらに、今後につきましては、これまでの取り組みに加えまして、地域の高齢者サロンの

場にお伺いしての説明会ですとか、障がいをお持ちの方のための福祉事業を展開しておりま

す町内の社会福祉法人に対する改めてのご説明、さらには障がいをお持ちの方が勤めておら

れる町内の民間事業所にお伺いしてのご説明など、行政が地域や事業所に自ら赴きますこと

によりまして、より身近な相談者としてご理解いただけるような取り組みに努めてまいりた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 大変積極的に受け止めていただいて、これから各方面にこの活用につ

いて周知をしていきたいということであります。 

  私、もう一つ、立派なものができているのですけれども、私は、障がいは特に持っていな

いのでぱらぱらっと見る程度ですが、障がいのお持ちの方は自分の障がい、自分の状態に合

わせてどういう支援なり制度があるのかということを見るというか、１ページから全部の
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ページを眺めるのではなくて、例えば障がいの程度に応じて、あるいは障がいの内容によっ

て、ここはどうなっているのだろうということで見る方が意外といるというか、要は全部見

れないのです。口取りをして、例えばここには目次があって、こうやって出ていますけれど

も、交通費の支援であったり、あるいは公共料金の支払いであったり、あるいは減額免除の

制度、そういう障害に応じて、ここを調べたいというときにすぐ開けるような、そういう口

取りと言いますか、そういったものをもうちょっと工夫していただければ引きやすいのでは

ないかなというふうに実は思います。 

  そんなことを、つくり方としてもここまでつくっていただいているし、つくった努力は非

常に認めます。より使いやすい内容に、実際に見ていただいた方の声も聞きながら、どう

やったらすぐ開いて見ることができるか、そういうことも含めて、ぜひ声を聞きながらつく

り方も考えていただきたいというふうに思います。 

  それで、障がい者の雇用について、次、伺いたいのですが、町職員としての雇用は国の基

準に則って適正に実施されているでしょうかということと、就労機会の拡大に向かって、町

内企業への働きかけとか、町で行う業務でも雇用の機会を増やすというようなことが第３次

障がい者基本計画の中にも出ています。それに則って、どういう今状況なのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまのご質問で、洞爺湖町役場のことに関してでございま

す。法定雇用率という計算法がございまして、うちの職員に対しまして３人の雇用が必要と

なっております。洞爺湖町における雇用については、６月１日現在という国の基準がござい

まして、３人雇用している旨厚生労働省が所管しております室蘭職業安定所に報告されてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 就労機会の拡大と町内企業への働きかけということで、障が

い者の方を労働として雇用した場合、雇用する事業主に対し障害者雇用納付金制度に基づく

各種助成金がありますので、商工会と連携し、事業所等に制度の周知を行い、雇用機会がふ

えるよう取り組みをしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 障がい者の雇用率については、最近も全国的な大きな話題となりまし

て、実際に官公庁などについては、雇用率が法定雇用率を下回っているというような状況で

指摘されています。今、特に地方公共団体は、2020年度末に2.6％ということになっている

のですが、この2.6％というのは、先ほど町としては３名の雇用が必要だと言われておりま

したが、これは非正規雇用も含めた比率で言っているのですか。それとも、正規雇用者だけ

なのでしょうか。そして、2.6％自体はもう達成しているということなのでしょうか。 
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  それから二つ目、就労機会の拡大に町内企業への働きかけ、行っていきますと聞こえたの

ですよね。行っていますではなくて、行っていきますと聞こえたのですが、これまでは町と

してはこういった呼びかけは事業者に対して行っていたのでしょうか。もう一度確認させて

ください。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまのご質問でございますけれども、この計算方法には非

正規は含まれておりません。それで、正職員の数で計算されているものでございます。 

また、議員おっしゃいます0.1を上げまして2.6になるのは、平成33年４月の引上げという

ふうに暫定期間で聞いておりまして、またこれを計算しまして、適切に対処していきたいと

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（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 町内事業者の雇用機会の増大ということで、商工会のほうと

連携してその辺の周知を図って、そういう機会が増えるようにということで取り組んでまい

りたいと思います。事業主への周知については、なかなか進んでいないところもありました

ので、その辺の周知を商工会と連携して取り進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 職員の中での障がい者雇用率、これは正規の職員に限った話だという

ことなのですが、正規の職員がどんどん減らされている中で、障がいを持った方の雇用があ

れば比率は高くなっていくということなのでしょうが、一般的には非正規も含めて全体の雇

用者の中での障がい者の雇用率というふうに考えていかなければ、行政だけがそういう扱い、

確かに制度的にはそうなのかもしれませんけれども、それでは決して十分行っているという

ふうに言えるのだろうかという気がします。 

ましてや、何回も言いますが、洞爺湖町としてもほかの町村と同じように、洞爺湖町地域

福祉計画や障がい者基本計画、障がい者・児福祉計画の計画をもって取り組んでいる。その

計画の中には障がい者の雇用拡大も含めて、こういうふうに書いてあるわけです。基本施策

の１、就労支援の充実ということで、「障がい者雇用に対する理解促進を図るとともに、商

工会等、企業等との連携により、障がいのある人の雇用機会の拡大に努めます。あわせて公

共機関の雇用機会の確保に努めます。」といって、計画にしっかりと盛り込んでいるわけで

すよね。 

そのことを考えると、繰り返し民間事業者にも求めることも大事ですが、やはり自らがそ

の法定雇用率を上回る障がい者の雇用に努めていくということが私は大事なのではないかと。

せっかくつくった計画も、中身はあるけれども、実際に取り組みが十分ではないということ

の決してないようにしていただく必要があるのかなというふうに思います。 

それと、続いて、ちょっと時間がないので端折りますが、何点か伺いたいと思います。 
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障がいを持った方々に対する発達障がい児・者への乳幼児期から学齢期、思春期、そして

青年期、成人期に至るまでの医療や教育、就労など生活の各段階に応じて一貫した支援を進

めていくことも大事だと思います。これも、障がい者計画の中にそのことが実は謳われてい

るのですね。その点で、町としてはどういう取り組みをしているのかということや、もう一

つ併せて聞きますね。 

ちょっと性格が違うのですが、公共施設とか公共交通機関、駅周辺やバス停留所などこう

いったところ、あるいは商業施設など利用の多い施設への、例えば点字ブロックの設置を進

めることや、設置に当たっては、計画段階から障がい者の声を入れられるような関係機関の

連携をとりながら整備する、このことも大事かと思います。いずれにしても、これらも町の

計画の中に盛り込まれているのですよ。 

今、洞爺湖温泉の本通と、それから本町側も道路整備が行われていますけれども、特にそ

ういう要所要所で、バス停であったり、駅前であったり、交差点の横断歩道の付近であった

り、点字ブロック含めて、そういう障がいを持った方でもきちんとやっぱり障がいなく、そ

れこそ安全に歩行ができる、そういう環境をつくるために道路整備を初め、そういう計画の

中にしっかりと盛り込んでいくということも大事ではないのかなと思うのですが、その点

ちょっと二つほど聞きましたけれども、お願いいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいま議員のほうからございました生活の各段階に応じた

一貫した支援に努めることといったところでございます。 

発達障がいをお持ちの方につきましては、乳幼児期、学齢期の養育等において当町の保健

師や専門機関のコーディネーター、さらには児童相談所の専門員を通じまして必要な支援に

努めますとともに、青年期以降におきましては、日常生活の困り事の相談に加えまして、就

労にかかわる相談等さまざまな相談につきまして町内外の関係機関と連携の上支援に努めて

きているところでございます。 

  近年、障がいをお持ちの方が役場に、福祉サービスに係る相談に訪れた際、相談内容も多

種多様となってきております。専門的な知識に加えまして、近隣市町で各種障害福祉事業を

展開している事業所との連携などが強く求められてきておりますことから、相談機能の充実

対策として、障がいをお持ちの方のための福祉事業を展開している町内の社会福祉法人にそ

の一部を委託いたしまして、困難事例が生じた場合には一緒に問題解決に向けて取り組むこ

ととしているところでございます。 

  今後におきましても、町内外の支援事業所に加えまして、地域包括支援センターや社会福

祉協議会、ボランティアセンター等ともさらなる連携強化を図りますとともに、障害者自立

支援協議会における有識者からのご意見もいただきながら、今後必要とされる障がい者福祉

について十分に研究協議をしながら、また他市町村の動向ですとか財政当局とも協議を図り

ながら、障がいをお持ちの方が不安を抱えることなく、安心・安全に暮らすことのできるま

ちづくりに努めてまいりたいと考えているところでございます。 
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  以上です。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 高齢者、それから障がい者対策の建物のほうでございますが、建

物につきましては、議員もご承知かと思いますが、バリアフリー法や、それから建築基準法、

それから北海道福祉のまちづくり条例というのがございまして、そういう各種基準におきま

して、それに則って公共施設の新しくつくる部分については対応させていただいているとこ

ろでもございます。 

  また、道路の関係でございますが、道路につきましては、平成25年に町において洞爺湖町

高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に係る道路構造に関する基準を定める条例、そうい

う条例を定めさせていただきまして、高齢者や障がい者の移動等に関する促進の法定に基づ

きまして、新しい道路はそれによってつくっているという状況でございます。近年では、海

岸通等々の交差点のところにも点字ブロックを施工させていただいたり、国道においては点

字ブロックが現在もあるところでございます。 

  また、来年になりますけれども、洞爺湖温泉大通り線におきまして、インターロッキング

の改修工事もございますので、それもやはり高齢者、それから障がい者の方々に使いやすい

ということも兼ねて、今回実施設計をさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） きめ細かな障がい者、障がい児への対応支援というのが必要なのです

が、例えばその中で、発達障がいの疑いがある場合の相談体制の整備であったり、あるいは

個別の教育支援計画、それから個別の指導計画などの作成も計画の中では義務付けておりま

す。教育にかかわることもあるし、福祉にかかわることもある。いずれにしても、小さいう

ちから障がいをお持ちの方がこれまでどのような教育支援を受けてきたのか。そして、そう

いう障がいに合わせて教育なり支援を行うことで、その障がいの課題を少しずつ軽減してい

くことができるということはもう既に明らかなわけですから、そういういわば障がい者のカ

ルテのようなものをしっかりと町のほうでも管理整備して、そしてその方その方に合わせた

対応をしていくことが大事だと思うのですね。そういうことをぜひこういった個別の教育支

援計画であったり、個別の指導計画などを満遍なくやっぱりつくりながら、それを各関係者、

支援する団体や専門家の皆さんがそれに基づいて対応されるということも大事なのかなと。 

学校の中ではそういう支援学級含めて先生方がそういったものをつくりながらやっている

のですけれども、学校を出てしまうとそういうことが意外と生かされないで社会の中で苦労

するということもあるようです。ですから、そこをやっぱりカバーするのは行政の役割だろ

うと思うのですね。ですから、そういうことをぜひ進めていただきたいと思います。 

  それから、公共施設とか公共交通機関でのバリアフリー、障がい者対応というのは当然の

ことでありますが、財政的な面や、あるいは許認可の関係があったりで、なかなか十分に対

応し切れないという場合もありよね。そういう中でも関係者、特に障がいを持っている方々
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やそういう関係団体の声も聞きながら設計、施工をしていただきたいと思うのですね。実際

に利用するのはそういう方々ですから、つくったけれども、実は非常に使い勝手が悪くて、

せっかくつくったものが有効に活用できないという場合も時としてあります。ですから、当

然そういうことのないように、やはり当時者の方々の声も聞きながら、計画に反映していた

だきたいというふうに思うのですが、その点で、両方の意見について言いましたが、どうで

しょうか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず、教育の関係でございます。 

  障がいをお持ちの方の学校での支援計画等、議員おっしゃったとおり、各個別に支援計画

をつくるということで、その子に合わせた緩い教育、学校生活を送れるということで家庭の

保護者と協力してそれをつくって、相互の理解の基に学校教育を進めるということで今やっ

ている状況。 

それから、当然保育所にも入ってきますので、教育支援委員会というものがございまして、

お子様が３歳、４歳になってきますとある程度わかってきますので、保護者が不安で、例え

ば何かこういうところが気になるということでご相談があった場合については、伊達の高等

養護学校の先生だとか、専門の方々、それから保健師等が保育時間にそのお子様の様子を見

て、どういう状況であるかをしっかり見極めた上で、その後保護者とお話をして、例えば伊

達高等養護学校なり、専門機関にご相談をしたほうが良いですよというような形で今進めて

いる現状ということ。 

それから、生まれてからずっとその子の成育ということで、成育がわかるように生後７カ

月たったときに健診時に「すくすく」のファイルをつくってございます。ということは、生

まれてからずっとその子のものを保護者の方に書いていただいて、例えば病院にかかったと

きだとか、いろいろなものをつくって記録をしてもらうと。それをお渡しして、それが保育

所が終わった後に小学校にも引き継ぎができるような形、当然保護者の同意は要りますけれ

ども、そんな形で成育をしっかり見守ろうということで今そういうことをつくって進めてご

ざいますので、関係機関と協力して、一人一人に合った子育ての支援ができるような体制で

進めている状況でございます。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 改めて公共施設等々の障がい者に対する考え方だと思うのですが、

私どもは設計の段階で、先ほど申し上げた基準があって、それに基づいて設計、それから工

事に携わっているところでございますけれども、やはりその方々によっては、右に力が入ら

ない、左しか使えないとか、いろいろな方々がいらっしゃると、その方に合わせてというこ

とにはならないかもしれませんけれども、なるべくそういう形で、立野議員が言われるよう

に、いろいろな関係機関からお話をいただきながら進めさせていただきたいと思います。そ

れは新しくつくったものではなくて、今ある既存の施設においても意見をいただきながら一

番使いやすいような形のものを進めていく考えでいきたいと考えております。 
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  それから、道路の関係でございますが、道路も先ほど申し上げたとおりでございますけれ

ども、町の職員として、月に１回程度でございますけれどもパトロールを実施して、支障が

あるようなところは改善に向けて進めているところでございますけれども、その中でいろい

ろな、ここの段差があるよとか、ここは歩きにくいよと、いろいろな話をいただけますので、

それはやはり普通の方でなくて、障がい者の方はもっと大変だなと思いますので、そういう

ものはきちっとその場で現地を確認させていただいて、対応させていただくように今後も進

めていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 時間がだんだんなくなってきたので、わかりました。この件について

はまだ言いたいことがあるのですが、最後に障がい者の対応として、障がい者に対する交通

費補助について、近隣自治体並みの補助を行うということをぜひ求めたいと思います。 

結論から言いますと、今、交通費補助というと、ＪＲであるとか、あるいはタクシーであ

るとか、あるいは飛行機代であるとか、それぞれ現在の基準でもないわけでありません。た

だ、それはあくまでも障害者の等級、１級、２級程度に限られた内容でありますし、あるい

は１割程度、確か高速料金は半額だったかな、というふうに割合の限度もあります。 

そういったことではなくて、実は伊達市などもそうですが、福祉タクシー・燃料併用助成

金制度というのを実施しています。これは、市内に居住する心身に重い障がいがある方の外

出を支援するということで、タクシー運賃や、本人か介護の方が運転する自家用車へのガソ

リンとか軽油の支払いに使用できる助成券で、年間6,000円支給されるということになって

います。特に対象は身体障害者手帳をお持ちの１、２級、あるいは療育手帳のＡ判定、精神

障害保健福祉手帳の１級に該当の方だというふうに言われています。 

少しずつこういう対応が全道的にも広がっているのですが、大きな町でいえば、札幌市な

どもそうです。札幌市などは外出のきっかけづくりに障がいのある方に交通費の一部を助成

するということで、あれだけ交通機関が発達している都市でも、そういう交通費のための、

いわゆる年間４万8,000円を限度にして市内の公共交通機関や、あるいは乗車券、そしてサ

ピカカード、タクシー券、福祉車両の燃料券などに使うことができるというふうに言われて

います。 

洞爺湖町の場合でも、障がいをお持ちで病院に通うのに地元の病院では診察が難しい、あ

るいは治療ができないという場合に、室蘭、あるいは遠く札幌まで治療に行かれる方もおい

でになると聞いています。そういう方々のやはり交通費等の助成を町として積極的に取り組

んでいくということが必要かなと思っています。ますますそういう障がいがあったり高齢に

なっていくと、どうしても病院に通うにしても買い物するにしても不便が生じてきます。そ

うすると、どんどんと都市部にそういう人たちが移っていくということもありますし、若い

人が出ていくだけではなくて、そういう方々もどんどんと町から転出していくということに

もなるわけで、例えばそういう方々もこの町で必要な生活のための対応を行政側として取り
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組んでいくということが大事なのかなというふうに思うのですが、きょう言ったからすぐや

れということにはならないと思いますけれども、ぜひその点についても町としても検討して

いただきたいと思うのですがいかがですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの質問でございますけれども、まず、近隣市町の重

度障がい者助成の実施状況についてでございますけれども、胆振管内におきましては、伊達

市、室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市において実施されているということでございます。 

  先ほど議員のほうからご説明いただきましたけれども、伊達市のほうに状況を確認いたし

ましたところ、重度障がい者と言われる方がここの対象でございまして、昨年度の実績によ

りますと、重度障害者手帳交付対象者1,228人中647人が交付を受けられまして、約387万円

の費用で実施したと伺っているところでございます。 

  なお、各市町におけます財源でございますけれども、単費により実施しているといったも

のでございました。 

  洞爺湖町における各障害者手帳所持者についてでございますが、８月末現在での人数とな

りますけれども、身障者手帳は594名、療育手帳が93名、精神障害者手帳50名ということで

ございまして、延べ676名となっているところでございます。そのうち伊達市と同様に身体、

知的、精神手帳の各重度障がいの方を対象といたします場合は、身障者手帳が258名、療育

手帳が32名、精神手帳１名で、延べ291名となるところでございます。 

  これに対します北海道の補助に関してでございますけれども、北海道地域づくり総合交付

金の対象となるものではございますけれども、重度の身体障害者手帳の所持者に限定されて

いるということでございまして、タクシー料金助成分の２分の１の補助制度でございますけ

れども、１市町村当たり３年間が期限とされておりますことから、事業の導入に当たりまし

ては、３年経過後におけます財源確保を考慮した中で、障害者自立支援協議会における有識

者の方々からのご意見もいただきながら協議を進めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今日取り上げてすぐやるとは言わないだろうと思っていますから、ぜ

ひこれをきっかけにして検討、協議を進めていただきたいというふうに思います。 

  最後の質問をしたいと思います。 

景観条例、景観計画の策定手法について、行政報告もいただいておりますから行政側とし

ては内々で検討しているということで、今度、補正も出てコンサルタントに委託をするとい

うことなのですが、私が一番心配しているのは、町民の総意で計画をつくり上げるというこ

とが大事なのですが、コンサルタントに何を依頼するのか。そして、その中身はということ

でまた説明をいただくとかなり時間がかかりそうなので、その辺は割愛しますが、私が懸念

するのは、この町にとってそれぞれ景観をどう保全するのか、住民にとってこの地域の景観
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のあり方、そしてどう保全するかというのは住民自身がやっぱり考えていかなければならな

いのだろうなと思うのです。どうしても関係してコンサルタントに委託すると、専門業者と

はいえ、どこの町でも景観計画をつくっている業者かもしれません。そうすると、たまたま

洞爺湖町に合わせた文言は入るかもしれないけれども、本当に町民が望んだ形での景観の計

画素案になるのかどうか、非常にそこが心配されることであります。 

その点で、はっきり言って、コンサルタントへの委託内容とか、どんな仕様書なのか。そ

して、そのコンサルタントはその後計画にどうかかわっていくのか。ちょっとこれはほかの

議員の方にも資料として出していただければなと思ってはいるのです。ぜひその辺を示して

いただきたいと。町民の総意でもってこれをつくり上げていくということになりますと、庁

舎内だけの検討だけではなくて、まちづくりそのものにかかわる大きな問題だと思います。

教育や、あるいは福祉や、また産業にもかかわる問題。ですから、今担当が建設課でやって

いますよね。部長は能力があるから全分野にわたって検討できるのかもしれませんけれども、

これはむしろ庁舎の中のそれぞれの分野の方々が集まってこの町の将来のあり方、地域をど

うつくっていくのか、どう守っていくのかということを、一つは庁舎としての庁舎内、役場

内での検討をしっかり進めながら、今度は町民の意向も反映して取り組んでいくということ

だと思うのです。その辺の流れを説明いただけないでしょうかね。コンサルタントが入って

くると、どうしても業者任せになってくるのではないかという心配があるものですから、ぜ

ひその辺の決意も含めて、欲をいえば、町長にお答えいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 何回も庁内で検討いただいております景観条例でございますけれども、

ともかく、町で今それぞれの所管で持っているところでどういうふうなものが景観条例の中

に盛り込まれるのか。今、経済部長をまず先頭として、いろいろな関係する課、これをプロ

ジェクトとして立ち上げさせてもらいました。平成31年４月です。 

ここには、今、副町長を委員長として総務部長、経済部長、そしてジオパーク、あるいは

経済部参与、洞爺総合支所長、教育次長、企画防災課長、税務財政課長、それから建設課長、

社会教育課長、いろいろな課から声を吸い上げて、そして、例えば高さをどのくらいにした

らいいのだ、それから私どもの町には本町地区に高砂入江貝塚があると、その周辺の関係、

そして、それが本町地区においてどういうふうな状況になるのか。産業、あるいは教育、い

ろいろな分野から役場の中で検討をしていただきました。 

いよいよその検討のたたき台になるものが今度、町の有識者、あるいは地域住民の方々を

交えた検討会に移ろうと。そして、そこで出てきた素案、町の考え方、それを業者のほうに

委託しようと。委託業者が全部それを丸投げで受けるのではなくて、逐次、町の行政部門も

その中に入っていくというふうな形の、できれば私どもの考え方が反映されるような景観条

例を整備していきたい。 

ただ、ある意味、長い時間をかけてやれるものではないなというふうに思っております。

早くに整備をしてと。今そのスケジュールもいろいろ定めていただいているようですので、
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後で日程表を議員の皆様にもお知らせしていきたいなというふうに思っておりまして、今ま

で何回か役場の中で打ち合わせをやらせて、私が中に入っていくとまた私の意見が多くなっ

たら困るので、担当課長、あるいは担当部長のほうでいろいろ揉んでもらいました。それを

最終的にはまた見せていただきますけれども、町の考え方として、それを今度有識者会議、

あるいは町内の方々の住民会議みたいなものを設けて揉んでもらったものをそこで素案をつ

くって、それを業者のほうに発注していきたいと。それも逐次業者のほうのチェックを行政

でやらせてもらう。なるべく早い時期に景観条例を制定してまいりたい。今そういうつもり

で作業を進めているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） そうすると、私も今聞いてわかったのですが、コンサルタント業者へ

の委託というのは、あくまでも町の有識者を集めて検討した結果を踏まえてコンサルタント

の事業者に発注するということなのですね。私はその逆かと思っていたものですから、それ

ではちょっと町の意向がどう反映していくのかというのは非常に心配だったわけです。 

  いずれにしても、そうすると、町民を含めた有識者の会議は、当然早い時期に立ち上げて

いくのでしょうけれども、今回補正予算でコンサルタントへの委託が出ていますから、そう

すると、これは実際にはどういうふうに、今もう募集をして、いつ頃までにこれをまとめて

ということになるのでしょうか。その辺簡単に行程だけ教えてください。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 主な景観計画の流れと言いましょうか、スケジュールをちょっと

報告させていただきます。 

  現在、先ほど町長から答弁があったように、計画案、骨子案を庁内で、それも職員の中で

いろいろ喧々諤々ではないですけれども、そういう形で進めさせていただいております。そ

の後、計画の素案の検討も庁内検討委員会で素案のたたき台をつくらせていただいて、その

後に、先ほどから言われています町民も入っていただいた策定委員会で素案のたたき台を提

示するような形で考えております。それが本年度中の計画でございます。その後、来年３月

までに素案の作成まで、たたき台を素案としての形としていきたいという考えでございます。

その中で素案のパブリックコメントもその後やっていきたいと考えてございますので、そこ

ら辺タイトなスケジュールにはなるのですが、そういう形で進めていきたいのと、設計事務

所のコンサルの話でございますが、それは素案の作成段階に我々がある程度言葉等図面をま

とめた段階で、そこから入っていただこうとは思っております。コンサルタントの話を若干

私から補足説明、時間……。そうしたら後日にしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） わかりました。ちょっとわからない面もあるのですが、いずれにして

も、まちづくり、地域の方向性を決める大事な中身だということは、もう十分認識されてい

ると思います。庁内の検討だけではなくて、産業や教育、住民生活など総合的な視点での検
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討が必要ではないかと。そういう意味で、そのことを大事にして、これからの計画づくりを

進めていきたいと思います。あとは補正予算の中でちょっとお聞きしたいと思います。 

  以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（大西 智君） これで５番、立野議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩といたします。再開を午後２時20分といたします。 

 （午後 ２時０７分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時２０分） 

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

○議長（大西 智君） 引き続き一般質問を行います。 

次に、８番、今野議員の質問を許します。 

８番、今野議員。 

○８番（今野幸子君） ８番、今野幸子です。 

保育行政について、一般質問させていただきたいと思います。 

   その中から、無償化に伴う保育料と給食費の扱いについて、また早朝、延長保育の保育料、

３歳未満児の保育料などについて伺っていきます。 

まず最初に、政府が今打ち出してきた保育料の無償化により、さまざまな矛盾を感じてい

ます。そこで、延長保育について、まずは伺います。 

一つ目とて、早朝保育、延長保育の保育料について伺います。保育を受けるために保育認

定が必要となっています。認定を受ける上で保育の必要量が考慮されると思うのですが、保

育時間の認定がこれで違ってまいります。一つは、フルタイム就労を想定した利用時間、こ

れが保育標準時間として認定され最長11時間です。二つ目は、パートタイム就労を想定した

利用時間、保育短時間の認定で最長８時間となります。 

このパートタイムで働いていても、今日は何時まで仕事してくださいねとか、いろいろ

パート時間は変わるものです。そのようなとき、延長保育が必要になることはないでしょう

か。当町において、そのようなときのパートへの対応と延長保育が必要となったときの料金

はどのようになりますか。お聞きします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 初めに、早朝、延長保育の保育料というご質問でございます。 

  当町では現在、平日及び土曜日の保育標準時間として午前７時30分から午後６時30分まで

の11時間保育と、それから議員言われた、保育短時間として午前８時30分から午後４時30分

までの８時間保育を実施しているところでございます。これらにつきましては、平成27年４

月より子ども・子育て支援法の施行により実施されているものでございます。 

保育標準時間につきましては、保護者の就労時間が１カ月120時間以上、これは概ね１日

６時間以上、週４日以上などの場合に利用可能と。また、保育短時間につきましては、保護
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者の就労時間が一月64時間以上120時間未満として、概ね１日４時間以上、週５日以上など

の場合に利用可能と。家庭の状況に応じて、保育必要量が保育標準、保育短時間、それぞれ

認定される仕組みとなっているところでございます。 

  まず、保育料のことでございますけれども、ご質問の早朝保育及び延長保育の保育料等で

ございますけれども、先ほど申したとおり、必要とされる子どもには保育標準時間として、

まず午前７時30分から午後６時30分までの11時間保育を実施していることから、早朝、ある

いは延長保育等の認識はなく、あくまでも保育標準時間の範囲の保育であり、通常の保育料

以外の負担はございませんということで、まず、保育標準時間については、そういう考え方

でございます。 

それで、保育短時間の場合の、仮に勤務時間に応じてちょっと遅れるとか、いろいろなこ

とがある場合、延長保育とかどうなのかということでございますが、現実問題として、そこ

の延長してほしいとかという要望等はお聞きしてございません。それと、実際に若干勤務で

遅れると、迎えが遅れるなどのことがあれば、それは融通を利かせて、それは当然保育士等

みんないますので、11時間保育時間もやってございますので、その辺は融通を利かせて、若

干遅れても連絡だけいただければお預かりしている状況でございますので、延長保育だとか、

そういう状況はないということでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ありがとうございます。 

  では、次に行きます。３歳未満児の保育料についてお伺いいたします。 

  保育料の無償化と言いつつ、３歳未満児の子には無償化が適応されていません。この無

償化は、消費税の増税分を皆さんに返しますと言いつつも、なぜ同じく消費税をとりながら

返される人と返されない人がいるのでしょうか。全ての子どもが対象となるべきものです。   

３歳未満で無償化になるのは住民税非課税世帯だけであって、これは今までと一つも変

わりません。ですから、この世帯にとっては消費税増税分の見返りも何の恩恵もなく、増

税分だけが増えるということです。このように３歳未満児の現状で保育料が現在より高く

なる、仮定としていろいろなパターンを考えると可能性が出てくるといったことも考えら

れます。こういうことは決してあるべきではありません。 

そのためにも、今までと変わりない町の保育料の２分の１、町で負担することを引き続

き行うことはもちろんのこと、決して今より少しでも高くならないということが必要とな

ります。そのためにも、無償内の第２子への対策において、第３子と同様に無償にするこ

とが求められます。誰のために何のための無償化なのかを考えれば、そうすることは必然

的であって、多子軽減対策としても第２子への無償化はやらなければならないことと考え

ています。町の考えを聞かせてください。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） ３歳未満児の保育料ということで、初めに基本的なところの話を

させていただきます。 
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  ３歳未満児、一般で言う３号認定というものでございますが、その保育料につきましては、

本年度10月から無償化により、町民税非課税世帯の児童も無償化となりますが、それ以外の

世帯の児童につきましては、これまで同様、保育料の２分の１の町単独の助成を継続してま

いります。そこは継続でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

  それから、今、議員からご質問の多子世帯への第２子のお話がございましたが、制度上所

得の高い方で３人以上の多子世帯の方の場合、ここの２子のところが無償化にならない可能

性があるという制度上の話です。ただし、町では今想定されていません。ただし、可能性が

あるということのご指摘でございますが、ここについては国の制度でございますので、ここ

は国がつくった制度を私どもが何かできるということではございませんので、そこは独自に

手当てをするとか、どうのこうのということにはなりませんが、ただ、言えることは先ほど

言ったとおり、私どもは今までどおり２分の１の助成をしますので、基本的には上がる保護

者の世帯はなのだろうなということで、さらに国より先に２分の１で助成してございますの

で、国より早めに子育て支援対策をとってきたものと自負しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） この第２子の対応については、本当にこれからの少子化対策の一つ

としても大変重要な案件だと思うのですが、もしこれを引き続き今度の予算までに考えてい

ただき、ぜひとも第２子の無償化を考えていただきたいと思っています。 

  次、給食費についてお伺いいたします。 

  平成29年３月31日、厚生労働省が出した保育所保育指針というものがあります。この指

針の中に、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、保育の内容、運営に関する

事項が定められています。また、各保育所はこの指針の基本原則に関する事項などを踏まえ

て、保育の機能及び質の向上に努めなければならないと定めています。 

その定めている内容の一つに、健康な体と心を育てるために食育を通じた望ましい食習

慣の形成が大切である、それが書かれています。食べ物の趣味、関心、食の大切さを気づ

かせることとあります。まさに食育はこの字のごとく、食の大切さを教育する。すなわち

給食は保育の中に組み込まれているのです。保育の一部であると保育指針で示している。

なおかつ食育を推進しているのです、この中では。 

その同じ厚生労働省が、今度は、保育料の無償化から食育の一部としていた給食費を外

すというのです。これは何と矛盾なことと、誰が考えても思うことです。今度は給食費が

実費で徴収されることになります。国の基準として１カ月4,500円。しかし、食育としての

重要な給食費ですから、何としても今までのように少子化対策の一つとして町が今までみ

てきた半額、それから取り除かれた給食費の半額の負担も必要ではないでしょうか。 

なお、この無償化によって今現在よりも負担が増える家庭が１件でも出ることがあって

はなりません。そのためにも、先ほど言いました無償対策内の第２子への対応も重要です。

また、給食費等の徴収は各保育所でとありますが、このような徴収など保育士たちの負担

にならないような対策をお願いしたいと思います。 
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  子育て支援として、給食費の減額、３歳未満児への保育料と給食費の負担減、同時に第

２子への無償化、こういった給食費等徴収など保育士たちの負担を増やさないこと、滞納が

あった場合、事情を聞き、客観的に支払いが無理だと判断ができるときには、それに応じた

対応を求めます。以上についてお聞きします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 給食費の負担についてでございますが、これまで洞爺湖町単独の

子育て支援策として保育料、給食費を含むものでございますが、の２分の１の助成の対策を

講じてまいりましたが、本年10月以降におきましても、３歳以上にあっては保護者負担とな

る給食費の２分の１を、それから３歳未満児にあっては無償化の対象とならない児童の保育

料の２分の１をこれまで同様に助成し、町独自の子育て支援対策を継続してまいります。 

  それから、保育料につきましては、各保育所の保育士がという話がございますが、保育料

につきましては教育委員会の事務のほうで全てやってございますので、保育士が保護者とお

話をして徴収するなどのことは、これまでも一切してございませんので、これまで同様に教

育委員会の事務のほうでそれは担当するということになります。 

  それから滞納等、家庭の事情によってちょっと苦しいというときもありますが、それは 

ご家庭に応じて分納とかしていただいて、当然お話を聞きながら対策してございますので、

その家庭に応じた対応をしっかりしてございますので、無理矢理いただくとかというような

ことは実施してございませんので、これまで同様家庭の状況に応じて、当然相談に乗りなが

ら対応してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 除かれた給食費も２分の１で対応してもらえるということですね。

ありがとうございます。 

  続きまして、育休退所について伺います。 

  産休後の育児休暇をとっている期間は、親が家で育児をしているのだから、今入園して

いるお兄ちゃんやお姉ちゃんも一緒に保育ができるでしょうということで、つまり、保育の

必要性がないとされ、保育の認定が取り消されてしまう。そのために、入園、入所していた

お兄ちゃんお姉ちゃんが退所させられてしまうということですが、まず保育所に入るには家

庭での保育が難しいということが必要になってきます。しかし、育休退所の中には、その背

景にこういったことが書かれています。待機児童が数多くいるところにおいて、それを減ら

さなければならない。そのためには育休をとっている家庭の子は退所させて、その分今待機

している子どもをできるだけ入所させようと、そういった背景がうかがわれますが、これは

少しも待機児童が減るわけでもありません。ましてや、洞爺湖町においては、そんな政策の

必要性はないと思われます。 

子どもは成長とともに友達同士の時間を増やしたい、そういった中で成長していきます。

「友達や保育士などとともに過ごすこと、この楽しさを十分に味わうことが幼児期には特
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に重要です」と厚生労働省が解説までしています。 

産休明けといっても、まだ赤ちゃんは２カ月程度。その２カ月程度の赤ちゃんの世話は、

世話をしているとお母さんも十分にまだ眠ることもできません。そんな日が続く中の状態

で、元気に飛び回って遊びたい上の子、その子を相手に、どれだけしてあげられるでしょ

うか。寝かせつけた赤ちゃんがすぐ上の子によって起こされたり、せいぜい赤ちゃんの目

の届くところで静かに本を読んだり絵を描いたり、その程度の扱いしかできないのではな

いでしょうか。こんな状態では次の子は産めないということにもなりかねません。 

少子化を食い止めるためにも、そして何よりも子どもにとって心理的な大きなダメージ

を与えてしまうこと、これを避けるためにも、これはいち早く廃止としていただきたい。

育休退園の廃止を求めます。いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 育休時の退園ということの取り扱いでのご質問でございますけれ

ども、まず産休後の育児休業の退園ということで、子どもが生まれてから８週間は産休とい

うことで保護者お母さんは家にいると。８週過ぎた次の日から育児休業ということになって、

最大２年間の育児休業がとれるという制度になっています。 

それで、今言った子どもが生まれてからの８週間、それから８週間過ぎた次の日から育休、

そこの続きのところのお話を今、今野議員のほうからいただいてございます。 

それで、実際に洞爺湖町の保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例というものを

平成26年12月に制定してございます。これにより、妊娠中であるか、または出産後間もない

こととの基準がございます。労働基準法による産休休暇は８週間程度で運用しています。 

ただ、実際に、８週間産休が終わった次の日からお兄ちゃんお姉ちゃん退所してください

ということではなくて、例えば月の途中であれば月末までとかお預かりをして退所していた

だいたところでございますけれども、ただ、近隣市町村に実際にここの運用をどのようにし

ているかということで確認したところ、産後においても弾力的に運用して受け入れしている

ということで、ちょっと私どものところが真面目にやり過ぎていたのかなと、ある程度弾力

的とは思っていたのですが、ちょっとそうではなかったということがございましたので、今

後においては、当町においても同様に弾力的に運用して、受け入れをしていきたいと考えて

いるところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ありがとうございます。 

  それでは、次に、保育所の統廃合を含む対応について伺っていきます。 

まずその中で、周知の方法をお尋ねいたします。 

保育所の統合を含む対応について、先日７月30日、役場の防災研修ホールで18時30分から

本町・入江保育所の統合に向けた住民説明会が行われました。このようなチラシが新聞に折

り込まれたところなのですが、これには「本町保育所・入江保育所統合に係る住民説明会を

開催します」と書かれています。これを見た住民の方々は結構間違って受け止めている方が
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いました。「前に言っていた入江と本町が一つになるという話ね、その説明ね」という感じ

で受け止められていたことが何人かから聞いています。今回開かれた説明会に参加されてい

た方からの話もあります。たまたま寄ったところで説明会があるということを聞いて駆けつ

けた。若い人は新聞をとっていない人が多い。そういった声が出されていました。 

子育てに重要な保育の問題を取り上げての説明会ですから、いかに多くの人に説明会があ

ることを知らせることができるか。また、知らせるだけではなく、どうしたらより多くの人

に参加してもらえるかが大事です。そして、一番説明を必要とする人、聞いてもらいたい人

には特に力を入れての周知が必要となると思います。本町・入江保育所の統合に向けた住民

説明会という紙だけでは、先ほど言ったように勘違いされる方もおりました。 

その点を踏まえて、何について、何のために、誰のために説明をするのかを周知させる必

要があるのではないでしょうか。説明会を行ったという形だけにはならないように、１人で

も多くの人の声を聞くことが今後の保育所のあり方を大きく左右することになりますので、

周知方法についてお聞きします。また、これは今度いつころ予定しているかもあわせてお聞

かせください。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 保育所の統廃合に向けての対応ということで、まず一般町民向け

の説明会の目的と周知の方法ということでございますけれども、これは周知したとおり、本

町保育所と入江保育所統合に関する一般町民向けの説明会、統合に関することとして開催し

たということで、議員がおっしゃられたとおり、７月30日の午後６時30分から役場防災研修

ホールで開催をしたところでございます。 

周知につきましては、町内全域を対象として、７月28日日曜日の朝刊に新聞折り込みのチ

ラシを入れて、虻田地区の方々に限らず、今後保育所利用などを考えている若い保護者の多

くの方々に参加をいただきたく周知をしたということで、新聞周知が良いのではないかとい

うことで、多くの方々の目に付くのではないかという考えで新聞周知をしたということで、

それも虻田地区に限らず、温泉地区、洞爺地区も入れたということで、そんな思いを持って

周知をしたというのが実情でございます。 

  それから、今後いつ次回を改めて開催するのかということで、６月30日の説明会時に教育

長からもお話ししたとおり、今後改めてもう一回やりますということで、それはお話をさせ

ていただいたところでございますけれども、今後９月下旬から10月上旬ということで開催す

るということで内部検討してございましたが、10月４日金曜日に開催することで今準備を進

めていることと、それから、その当日におきましては、午後の１回、それから夜の１回と合

わせて２回ということで、当日同じ内容で２回ということにすれば、若いお母さん方もどち

らかに出ていただけるのではないかということで、６月30日の開催時には全体で14名の参加

で、若いお母さんと思われる方が２名しかいなかったので、今度はお昼と夜とですれば、ど

ちらかには出られるだろうということで、多くの参加が見込めるというようなことで同じ日

に２回ということで、今後準備を進めていくこととしているところでございます。 
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○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） いつするかということはわかりました。そして、今度の開催の集ま

りやすい時間帯を想定して昼と夜に分けたこともわかりました。ただ、この日にするよとい

う連絡をどのような、また同じ新聞だけでするのか、その方法をもうちょっと詳しく教えて

ください。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 当日、先ほど議員もおっしゃったとおり、若い方はなかなか新聞

をとっていないと、そういうこともはっきり言われましたので、今後におきましては、新聞

チラシをやめまして、公報であれば回ってくるので、回覧ということで、公報による回覧を

まず入れる、それから、今若い人は結構インターネットをやりますので町ホームページの掲

載、それから「さわやか」、それから役場などによる公共施設の周知チラシの掲出、それか

ら子育てサークルへの参加呼びかけというようなことで小まめにやっていきたいということ

で考えているところでございます。 

  合わせて周知チラシの内容についても、具体的な説明事項等を町内私立幼稚園から幼稚園

も含めた新たな機能を付加した認定こども園化もしたいというようなことの提案があったと

いうようなことも簡単に入れて、もう少しわかりやすいようなチラシの回覧の周知方法でし

ていきたいと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 新聞だけではなくて、こういった感じで知らせていただける。ほか

にも良いアイデアがあったらぜひ取り組んでください。 

  続いて、説明会で出された疑問や意見に対する認識と文書における内容、それとメリッ

ト、デメリットの表現についてお聞きしたいと思います。 

  説明会に参加された方から出された疑問や意見、今のままの保育の良さが多く出されま

した。また、幼稚園での説明会でも、やはり「今のままの幼稚園が良い」という意見が多

かったと聞きました。でも、その中では、「保育時間見てもらって、幼稚園の勉強も見ても

らえる、ああ、なんか得した気持ちで私は良いと思う」そういう意見も出ていたことは確か

です。逆に「弁当に子どもの好きなものを入れてください、食べるのが遅くなるので」と幼

稚園に批判的な意見もありました。 

  今後の説明会には、保育所に子を預けていた方が多いことで、保育のことの良さを知っ

ている人が多いということになります。また、幼稚園での説明会にしても同じことのように、

幼稚園に行っている方が主なので、幼稚園の良さがわかっている。だから今の幼稚園が良い。

こういった意見が多く出されることは、この結果はごくごく当たり前のことのように思われ

ます。 

  そんな説明会の結果ですが、幼保連携型こども園に本町・入江保育所が統合された場合、

散歩や昼寝など保育所でより良い保育を行っていたことがなくなってしまう。保育所の良い

点を少しでも取り入れると言われていますが、これは幼稚園のほうでの言葉ですが、そのこ
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とで今まで良いと行われてきていた幼稚園の良さが逆に崩れてしまうことはないか。今ある

保育所、幼稚園の良さを残すにはどうあるべきなのか。また、もう一つの策として小学校の

空き教室の改築での保育所の案、本町保育所をつくるときに津波の心配はないとしてつくら

れた。今回は津波の心配があるとして移設を考えている。小学校の老朽化、大丈夫なので

しょうか。同じ失敗を繰り返すことはないのか、などの声が上がっていました。小学校の先

生たちとの共通の認識、これも必要と思われます。これもどうなるのか。保育士たちの受け

入れはどうなるのか。障がいのある子の保育はどうなるのか。昼寝なしで早朝から最後まで

の保育時間、子どもに負担はないのかなど、まだまだわからないことが数多くあります。 

  それらについて、町の考えが定まっているのでしょうか。はっきりしていることがあれ

ば、後でお聞きします。 

  また、メリット、デメリットについてですが、メリット、デメリットは、誰のためのメ

リットであるか、デメリットであるのか。保育を受ける子どもにとって、またその保護者に

とってのメリット、デメリットであるべきではないでしょうか。例えば連携型認定こども園

のメリットの中に町財政のスリム化が書かれてありました。この町財政のスリム化によって

子どもたちにどんなメリットがあるのか。町財政のスリム化が保育にメリットとなるとすれ

ばお金のかかることは全てデメリットになってしまいます。何もできなくなる状態です。町

の職員としては、財政スリム化を上げる気持ちは大いにわかります。子どもにとってのメ

リット、デメリットであってほしいものです。 

また、保育所と幼稚園の２園のところのデメリットの中に、２号の受け入れが両施設で

競合と書かれていました。これは子どもにとって、また保護者にとっても、子が入りたい

ところ、親が入れたいところを選択できるということにおいては、大きなメリットになる

のではないでしょうか。保護者にとって、我が子にとって、どんな保育が良いのか。我が

家にとってどんなメリットがあるのか、デメリットになるのか、これが一番知りたいので

はないでしょうか。 

次の説明会では、住民目線のメリットやデメリット、聞かれたら説明するという感覚で

はなく、もっともっと大変でしょうが、前回出された意見や疑問についての答弁等も含め

て、資料で多くの住民の声が引き出されるような、そしてその声が十分に反映されるよう

な方向へ進めるような説明会に持っていってほしいと思います。町政が進められるような、

そのための説明会であるべきと思われます。 

町にとってのメリットが住民のメリットになるとは限らず、また、その逆も考えられま

す。消費税増税分で無償化に打ち出してきましたが、その恩恵をたっぷりと受けられる人

もいれば、何一つ受けられない人、また恩恵どころか値上げになる可能性が生まれる、そ

ういった子どもの保護者の目線に立ったメリット、デメリットをできるだけ多く挙げ、わ

かりやすい資料での説明会というか話し合いを持つための考えをぜひとも聞かせていただ

きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 
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○教育次長（天野英樹君） 先立っての説明会のときに、ある程度疑問や何かは全て口頭でお

答えをさせていただいたということでございます。 

それで、提示文書とメリット・デメリットの表現内容ということで、説明会時の説明会資

料は、Ａ３判の表裏を使用して説明をさせていただきましたが、要点をまとめてわかりやす

くということを心がけて私どもはつくったつもりでございますが、全部を紙面に入れること

は難しいことから、不足する部分においては口頭で説明をさせていただいたと。それからま

た、何か疑問、質問があったときは全て口頭でお答えをさせていただいたというのが実情で

ございます。しかしながら、口頭説明では聞き漏れがあったり、メモできないなどの話もい

ただきましたので、メリット、デメリットなどはもう少し紙面に入れるなど再度の説明会で

は工夫をしてお配りをして説明させていただきたいと考えているところでございます。 

それから、検討資料の中の２号の受け入れが両施設で競合するからデメリットということ

で載せてございますが、これにつきましては、当然３号は、要するに３号認定というのは３

歳から５歳で保育を必要とするということで、私立幼稚園も保育所機能を付加するというこ

とでございますので、私どもが継続して町立でやった場合、当然競合するので、そこは基本

的にはデメリットとなる部分。 

それから、先ほど議員からお話があったように、子どもたちのメリットであったり、それ

から保護者のメリットであったり、行政のメリットと、いろいろな場面の当然メリット、デ

メリットがあると思いますので、それは何か一つに限ってということではございませんので、

ここでつくった資料についてはあくまでも代表的なものということで載せたということで、

わかりやすくということでつくったつもりでございますが、先ほども言ったとおり、ご指摘

受けたとおり、もう少しここについては目で見てわかるような形のメリット、デメリット等

を先立っての説明会のご意見を踏まえて、ちょっと改良して配布をしていきたいということ

で考えているところでございます。 

あと、それから、学校の関係については、教育長のほうからご答弁させていただきます。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 今、今野議員からさまざまな説明会におけるご意見等いただいたと

ころでございますけれども、まず、これも議員ご承知と思うのですけれども、当町の保育所

では非認知機能、例えば目標に向かって頑張る力だとか、他の人とうまくやる力だとか、そ

れから感情をコントロールする力だとか、そういった内面の力のことを言いますけれども、

洞爺湖町では、この非認知機能を将来の人生に向けてより伸ばしていくために五感をたくさ

ん使った遊びというものを通した保育を行っているところでございます。 

  その一例といたしましては、例えば薄着保育だとか、裸足保育、それからリズム運動や

マット運動、散歩、泥遊び多々あるのですけれども、こういったような保育には今後とも子

供たちの健やかな成長を第一に考えてまいりたいというふうに思っているところでございま

す。 

それから、今回、仮に本町保育所と入江保育所だけの合併というような場合になったとき
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の虻田小学校の空き教室を利用した場合の保育所の設置についてでございますけれども、説

明会の中にも、教育委員会のほうから各学校の教職員に説明をするべきではないのかという

ようなお話をいただきました。その後、私、もう一度虻田小学校の校長先生といろいろと協

議をさせていただいて、当初、教育委員会が学校へ出向いていって説明をさせていただきた

いというご相談をさせていただいたのですけれども、小学校を管理する学校長のほうから、

その点については自分から説明をするという強い申し出があったことから、学校長から説明

をいただいたところでございます。 

なお、説明に対する質疑や意見というものは、なかったとの報告をいただいておりますけ

れども、今後この先何か質問や意見等があった場合につきましては、教育委員会へ連絡いた

だけますようお願いをしているところでございますけれども、現時点ではそのような質問も

ない状況であり、学校教職員の皆様におかれましてもご理解いただいたものではないかとい

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（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） この説明会、後にも出てきますけれども、本当に慎重に進めていっ

てほしいと思います。 

  最後に、これまで町立保育所が果たしてきた「保育水準」、今言われたような保育の質

について、維持する考えがあるのか。今後の対応についてお聞きします。 

これは、さきに聞いたことと重複することが多くありますが、現在保育所にいる保護者

の方やそれ以前の保護者の方が、今のままの保育であってほしい、そう望む声が多かった

のは保育所の保育の良さを知っているからであって、幼稚園の保護者は幼稚園のよさを

知っているからであると。また、保育園と幼稚園の両方を受けられる、そういったよさも

あった、先ほど２号の受け入れが競合になる、そういったことが上げられています。 

そういった中で、洞爺湖町の子どもが少ないことだけを上げて何でも縮小する方向に進

むのではなく、産み、育てやすい町として、また子育てしやすい町として、それに加え、

観光条例に守られるようになる洞爺湖町の中で子どもを育てられる、これはすごい、町外

にもアピールできることになるのではないでしょうか。それによれば、移住対策なども必

要になってくるかもしれません。話は戻します。 

私は、このような橫のつながりによってさまざまな情報、そして情報交換や限られた財

源の中で多くのアイデアを生み出しながら今の保育の質や水準を下げることなく、より一

層よい子育て支援を行うことは、洞爺湖町の少子化対策に大きな影響を与えます。それは、

ここに座っておられる皆さんの、そして職員の方々の力によってそれが実現されます。こ

の保育行政がかかっています。 

今の保育の水準、そして質を落とすことなく、今後の住民の方々から出てくる声、要望、

これをいかにどれだけ多くの要望に応えていけるかが重要になります。そのためにも、

じっくりと説明し、話し合いを十分とる必要があります。今後、この保育の質や水準を落
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とすことなく、先ほど言われたような保育所のたくさんのニーズ、そういった保育行政を

行うための考え、策、そして今後どのように進めたいのか、もし町の考えがありましたら

お聞きします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） これまで町立保育所が果たしてきた保育水準や保育の質について

の考えでございますけれども、基本は維持、そして向上であると考えてございます。子ども

たちがすくすくと健やかに成長することを第一に考えてまいります。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） そのためにも、今度の説明会をぜひ成功させていただきたいと思い

ます。洞爺湖町の子育て支援が今後の洞爺湖町の少子化を食い止め、もしくは増となること

を心から願って今後の支援対策に皆さんと一緒に目を向けていきたいと考えております。 

  これで、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、８番、今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（大西 智君） 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 ３時０８分） 
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