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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12月会議を開会いたします。 

  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） 

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

◎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、６番、五十嵐議員、７番、千葉議

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、これでご了承をお願いいたします。 

  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ご報告申し上げます。 

  所管事務調査報告書。令和元年12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。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会令和元年12月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和元年12月３日火曜日です。 

  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、説明員としまして、遠藤副町長に出席していただき、説明をいただきました。 

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

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

次のとおりであります。 

  会議期間について、12月10日から12月13日まで。 

  審議日程につきましては、裏面のとおりでございます。本会議。 

  以上でございます。 
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○議長（大西 智君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  本会議の会議期間については、本日から13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。 

  はじめに、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12月10日会議の町の行政報告を申し上げます。 

  一つ目に、寄附についてでございます。 

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

たく受納いたしました。 

  一つとして、金品の寄附でございまして、洞爺湖町泉34番地１、土井鉄雄氏、金額１万円

でございます。 

  二つ目も金品の寄附でございまして、ふるさと納税寄付金として、個人、今回は741件、

累計で1,116件でございます。総額といたしまして、今回は1,662万9,000円、累計で4,103万

6,800円でございます。 

  三つ目に、物品の寄附でございます。アとして、札幌市厚別区厚別中央４条２丁目13番４

号、砂澤凉子氏でございます。砂澤ビッキ散文詩集「蒼い砂丘にて」１冊。砂澤ビッキ作、

彫刻ＴＯＨのスケッチ、３点。砂澤ビッキ、スカルプチャーペインティング資料一式。イと

して、洞爺湖町青葉33番地63、髙尾桂氏。油絵が１点。拓版画(創作魚拓)１点。ウとして、

豊浦町船見町127番地18、金丸昭氏でございまして、久米敏子さんがお描きになりました絵

画１点でございます。エとして、洞爺湖町地域食堂への食材等でございまして、延べ19件。

内訳につきましては、以下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。 

  四つ目として、土地の寄附でございます。青森県五所川原市大字姥萢字舟橋45番地74、大

瀧秀子氏でございまして、高砂町76番地の１、宅地ほか20筆、１万7,178.46平米でございま

して、詳細の図面等につきましては、別紙の参考資料に記載をさせていただいております。 

  大瀧さんは、今まで洞爺湖町の入江、今現在の入江のセブンイレブンのちょうど道路、37

号線を挟んで線路側のほうに住宅をお持ちでして、そこでたばこ店を営んでおりました。ご

主人は農業を営んでおりましたが、ご主人亡き後、青森県のほうにお引っ越しをなされ、長

らくお世話になった洞爺湖町にということで、宅地あるいは雑種地、そしてその宅地の中に

住宅も含まれておりましたが、そこらの取り扱いにつきましては、私ども町村会の弁護士等

と十分協議をさせていただいて、これなら町で管理できるであろうということから、今回、

寄附の申し出を受けたところでございます。 

  大きな２番目といたしまして、第44回東京あぶた・とうや湖会総会への参加でございます。 
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  関東圏に居住する洞爺湖町出身者やその家族及び縁故者で組織する東京あぶた・とうや湖

会の第44回総会が11月２日に東京都内で開催され、大西議長、洞爺温泉観光協会長と共に出

席をいたしました。 

  総会と懇親会には約50名の方々が出席されました。洞爺湖町の近況のご報告と町の様子を

まとめたＰＲ映像を上映したところ、大変喜んでいただき、また、故郷を懐かしむ声と思い

出話に花が咲き、盛会のうちに幕を閉じました。 

  会員の皆様は各界におかれて活躍されており、今後も連携を深めてまいりたいと考えてお

ります。 

  なお、篠原会長より、来年度は同会の設立45周年となることから、洞爺湖町からの総会参

加への呼びかけがありましたので、町といたしましても、町民や各種団体への周知など、で

きる限り協力をしてまいりたいと考えております。 

  三つ目として、社会福祉法人あぶた福祉会における社会福祉施設整備についてでございま

す。 

  社会福祉法人あぶた福祉会は、町内11箇所のグループホームのうち老朽化の３棟について、

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

機能の低下に配慮した施設への建替えを進めておりましたが、去る11月12日に竣工し、同月

20日に内覧会が実施されました。 

  また、引き続き、同敷地内に地域生活支援拠点施設の整備が進められており、令和３年秋

頃の完成予定となっております。 

  町といたしましては、障がいのある方が地域で自分らしく生きがいを持って暮らせるよう、

更には、共生型施設を兼ね備えた施設として活用できるよう協力をしてまいります。 

  四つ目として、北海道登別洞爺広域観光圏協議会における海南島・広州トップセールスの

実施についてでございます。 

  11月16日から20日の日程で、北海道登別洞爺広域観光圏協議会が、中国の海南省海口市、

広東省広州市へトップセールスを実施いたしました。 

登別市長、室蘭市副市長、伊達市教育長、壮瞥町長、洞爺湖町長のほか、観光事業者15名

が参加しました。 

  昨年度発生いたしました胆振東部地震の影響により、外国人観光客が減少している中、中

国本土からの観光客が増加傾向にあることから、洞爺湖有珠山ジオパーク等についての紹介

と、来年、白老町に誕生します民族共生象徴空間「ウポポイ」を紹介し、西胆振地域が文

化・歴史において周遊できる地域であり、温泉と食の宝庫であることを伝えてまいりました。 

  また、海口市においては、湛江市のレイチョン世界ジオパークの関係者とお会いし、伊達

市教育長、壮瞥町長とともに、これからの洞爺湖有珠山ジオパークとの関わりについて、話

し合いをしてきたところであります。 

  旅行関係者からは、ゴルフ場やスポーツ観光、修学旅行の受入への質問や北海道への送客

を進めていきたいとのお話などをいただいたところであり、手応えを感じることができた
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トップセールスとなりました。 

  五つ目に、国営畑地かんがい排水事業(大原二期地区)期成会の要望についてでございます。 

  国営大原二期地区土地改良事業促進期成会として、会長の洞爺湖町長、副会長代理のＪＡ

とうや湖、小山副組合長、理事の大原地区畑地かんがい用水利用組合の増田組合長の３名で、

６月27日及び28日に、農林水産省政務三役、地元選出の国会議員、農林水産省農村振興局、

国土交通省北海道局に予算獲得に向け、要望活動を実施してまいりました。 

  その後、農林水産省の令和２年度概算要求予算に計上されたことから、再度、会長の洞爺

湖町長、副会長の村井豊浦町長、そしてＪＡとうや湖の高井組合長、小山副組合長、増田組

合長の５名で、10月７日及び８日に、前回実施いたしました要請先と財務省主計局に対して

要請活動を実施してまいりました。 

  今後とも室蘭開発建設部等の協力をいただき、早期の工事着手に向け取り組んでまいりま

す。 

  また、本要請活動に併せて、2020年東京オリンピック・パラリンピックにおいて、日本国

内で初めてグローバルギャップを取得したＪＡとうや湖の農産物が活用されるよう、10月８

日に関係事業所に対するＰＲ活動を実施いたしました。 

  また、マラソン及び競歩が札幌市で開催されることになりましたので、ＪＡとうや湖と協

力して、当町食材の活用について、更なるＰＲ活動を実施してまいります。 

  六つ目に、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、次のとおり報告をさせていた

だきます。 

  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、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） おはようございます。 

  それでは、教育委員会の行政報告を申し上げますが、報告の前に、１ページの中段で一部

文言がかすれており、読みづらくなっておりますことをお詫び申し上げたいと思います。 

  それでは、報告をさせていただきます。 

  １点目でございます。本町保育所と入江保育所の統合についてでございます。 

  虻田地区における幼児教育(保育)の今後に関する方向性については、本年７月から保育所

保護者や町民の皆さんへ説明会を開催し、ご意見を伺って参りましたが、「保育所と幼稚園

のそれぞれの良さを保護者が自由に選択できる方が良い。」との多くのご意見のもとに、

「本町保育所と入江保育所を統合して、移転先を虻田小学校とし、余剰教室を活用して保育

所を運営するとともに、私立の幼稚園については、幼稚園側のご理解のもとに、幼稚園型認

定こども園への移行も視野に、継続して運営する。」方向に決定をいたしました。 
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  つきましては、保育所保護者や町民の皆さんに再度、方向性の決定についての説明会を11

月に実施いたしましたが、反対等の意見がなかったことから、決定どおり取り進めることと

しましたので、ご報告いたします。 

  なお、来年度以降は、虻田小学校との綿密な協議を進め、基本設計など必要な作業に取り

掛かりますが、議員各位をはじめ、虻田小学校及び保育所の保護者の方々や町民の皆さんへ

は、要所要所で情報提供等をして参りたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

  ２点目でございます。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、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。 

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

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 次に、日程第４、一般質問を行います。 

  本日は、９番、下道議員から、８番、今野議員までの３名を予定しております。 

  はじめに、９番、下道議員の質問を許します。 

  ９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） おはようございます。 

  ９番、下道英明でございます。本日は、一般質問のトップバッターとして、教育行政並び

に町営住宅管理を大きなテーマとして、およそ40分から50分予定して、質問させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

  はじめに、教育行政についてでございます。 

  来年度から実施される新学習指導要領におきましては、情報活用能力を言語能力、問題発

見、解決能力などと同様に、学習の基盤となる資質、能力と位置づけ、コンピューターや情

報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、学習活動を整備す

ると明記してございます。特に、小学校において、プログラミング教育が必修化されるなど、

積極的にＩＣＴ、情報通信技術が活用されていくということでございます。 

  しかしながら、文科省の学校における教育の情報化実態調査によりますと、地方公共団体

では、環境整備に大きな格差があるということが報じられております。そういった観点から、

小学校を中心に、当町のＩＣＴ教育環境の状況、そしてまた、進捗状況についてどうなって

いるか、まず最初にお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まずはじめに、小学校を中心にＩＣＴ教育環境の進捗状況という

ことでございますけれども、当町のＩＣＴ環境整備につきましては、児童・生徒の学習用パ

ソコンにつきまして、年次計画でデスクトップ型からタブレット型ノートパソコンへ更新し、
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本年度で更新が完了してございます。 

  また、平成29年度にモデル事業として、洞爺中学校においてＷｉ－Ｆｉ環境などの環境整

備機器を導入し、有効活用について実践の中で進め、今後は町内の全小中学校において、Ｗ

ｉ－Ｆｉなどの環境整備を計画的に進めていくことで考えているところでございます。 

  国においては、2018年度から2022年度までの教育ＩＣＴ環境整備５カ年計画の目標におい

て、超高速インターネット及び無線ＬＡＮの100％整備などが示されており、また、現在、

北海道からの情報では、Ｗｉ－Ｆｉ環境などの通信回線の整備を来年度から３年間、国の補

助により整備を進めるとの連絡を受けており、国の補助率は２分の１として、一般財源の９

割を起債することができ、そのうち70％が交付税措置される方向で調整されているというも

のでございます。 

  詳しい内容は、今後、通知があると思われますが、有利な財源を活用して、町内小中学校

のＩＣＴ環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今の答弁の中で、資料のほうにも、学校におけるＩＣＴ環境整備とい

うことで、特に５カ年計画の中で、22年度まで、単年度で1,805億円の地方財政措置を講じ

ていくということで、今、次長のほうからありました、そういう形かと思うのですけれども、

特に、今のお話でいくと、児童・生徒用の学習パソコンがデスクトップからタブレットに移

行していくと、これが本年度で完了ということで。 

  先般10月に、私ども議会としても、議会改革ということで先進地の芽室町のほうに視察さ

せていただいたときに、芽室町議会というのは非常にＩＣＴに対して推進、トップランナー

としていっていると、各議員にもタブレット端末を貸与したり、議案書や会議録、こういっ

た今日の議会とかも、かなりペーパーレス化しているという形を見て驚いたのですけれども、

今まさに新学習指導要領が変わって、特にＩＣＴの環境整備のほうに軸足がドンと動いてい

くということは、これからの小学生あるいは中学生にとっては、例えば将来ここの議会で、

職員あるいは議員として活動するときも、おそらくこれが当たり前になってくるのかなとい

うことをなおさら実感したところなのですけれども、今後の小学校におけるＩＣＴ教育の整

備の目標というのがあろうかと思いますが、そこら辺のところをもう一度お願いいたします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 今後の小学校におけるＩＣＴ教育環境整備の目標についてでござ

いますけれども、国においては、2018年度から2022年度までの教育ＩＣＴ環境整備５カ年計

画において、2018年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針の目標とされている水準が

示されてございますので、これを参考として、今後の町内の小学校及び中学校におけるＩＣ

Ｔ教育整備の目標としてまいりたいと考えてございますけれども、具体的には、各小中学校

から要望の多い無線ＬＡＮと大型提示装置、実物投影機の整備を中心に進めてまいりたいと

考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 
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○９番（下道英明君） 難しい用語がたくさん出てきて、この資料でも、今、次長がおっ

しゃったような形で、学校におけるＩＣＴ環境整備ということで、特に大型の提示装置です

とかディスプレイ、モニターだと思うのですけれども、それとか実物投影機など、普通教室

とか特別教室に配置していくということで、特に大型提示、実物投影機は100％整備すると。

そしてまた、各普通教室には１台とか、あるいは特別教室用として６台、これもまた、小学

校及び特別支援学校にも整備をしていくという形になっているのですけれども、特に今の中

で、バッテリーの充電保管庫だとか、あるいは学習用ツールですとか、そしてまた、学習用

のサーバー、それと校務用のサーバー、こういった最低限の必要教室がどのように、設置す

る上で必要であるのかというのがちょっと気になるところなので、そこら辺のところはどう

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） ＩＣＴ環境整備といたしまして、大型提示装置や実物投影機につ

きましては、国の整備方針の目標とされている水準が示されているとおり、普通教室全てと

特別教室６室を基本として、各学校において必要な教室の整備を考えているところでござい

ます。そのほか、充電保管庫は、現在、パソコン教室の机上において、電源コードを接続し

て保管しており、今回は優先度は低いと考えてございますことから、整備はしないこととし

て現在考えているところでございます。 

  また、学校用ツールにつきましては、現在、既にスカイメニューというソフトウェアを導

入、使用している状況でございます。 

  それから、学校用サーバーにつきましては、現在、既に各校に設置済みであり、また、校

務用サーバーにつきましても、役場本庁舎に既に設置済みとなっており、改めて整備は要し

ない状況となっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） そうしますと、学習用サーバーはもう既に設置していますよと。また、

校務用については、この庁舎内に全て設置していると、そういうふうに判断してよろしいの

ですね。 

  その中で、特にまた、ＩＣＴの支援要員というのも４校１人配置していくとか、あと、統

合型の校務支援システム、これも今言った、おそらくこの庁舎内でということだと思うので

すけれども、特に、このＩＣＴ環境の整備というのは、余裕教室をどのように整備するかと

いうのが大事だと思っているのです。 

  それで、普通教室にあっては、例えば机があって、スペースにそれほど余裕がない状況に

なっています。また一方、従来のＰＣ教室では、机を取っ払えば、広い空間を生かして、こ

こでしかできないということをやはり検討できると思うのですが、そういった面で、ぜひ教

育委員会が現場の声を拾いながら、今後、環境整備に努めていただきたいと思います。サー

バー、サーバーというと、国会で、桜を見る会もサーバー、サーバーで一生懸命やっていま

すけれども、それとは違いますけれども、ひとつぜひこういう完備をしていただければと思
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います。 

  続きまして、先般、空き教室という形の関連から、先般、本町、先ほどの教育長の行政報

告にもありましたが、先般、本町・入江保育所を統合して、虻田小学校の余裕教室で運営す

るとの方針が示されました。特に、公共施設を有効活用するというのは、視点は大いに私は

評価するものであります。 

  ただ、よく調べていくと、国立教育政策研究所のほうのホームページのほうを拾っていく

と、事例紹介というのがあって、そこでは、児童・生徒数の減少に伴って発生する余剰教室

を社会教育施設に転用するというのは非常に多いと。しかし、こういう保育所への転用事例

というのはすごく少ないというふうに、実際、既に報告を受けているところでございます。 

  そういった観点の中で、余剰教室を活用した保育所整備、先ほども行政報告にありました

けれども、あるいは新聞紙上、そしてまた、いろいろな形で報告を受けているところでござ

いますが、余剰教室を活用した保育所整備をどのような手順で進めていくのか、そしてまた、

来年度に向けて基本設計に着手する予定と伺っておりますけれども、概要をお示しいただき

たいと思います。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 虻田地区における幼児教育・保育の今後の方向性につきましては、

多くの方々より、保育所と幼稚園の選択枠を残すほうが良いとのご意見を踏まえ、これまで

どおり保育所、幼稚園、それぞれ運営することとしたところでございますが、その中で、本

町保育所と入江保育所については、施設の老朽化や津波浸水区域内にあることなどにより、

統合することとし、開設場所については、適当な町有地や民有地の可能性、また、既存公共

施設などの活用の可能性なども検討したところでございますけれども、定員90名程度の施設

となると、園庭を含め、かなりの広さの敷地面積を必要とすることなどから、最終的には、

子どもたちの安全や教育、保育の環境を配慮した結果、虻田小学校の余剰教室を活用するこ

ととしたところでございます。 

  議員からご質問の余剰教室を活用した保育所整備をどのような手順で進めていくかとのこ

とでございますが、一つ目として、施設整備に当たっては、小学校や保育所保育士、小学校

保護者、保育所保護者、さらには町民の皆さんと十分協議を重ね、皆が納得した上で、子ど

もたちが安心して利用できる施設であること。 

  それから、二つ目といたしまして、これまでの小学生への教育環境に配慮しながら、保育

所の子どもたちがのびのびと健やかに保育ができる環境の施設であること。 

  三つ目として、一つの施設を共有することにより、保育所と小学校が相互に教育や保育内

容を理解することができ、また、交流のできる幼・保・小連携が図れる施設であることなど

を基本方針として整備を進めてまいりたいと考えているところでございますが、いずれにい

たしましても、基本設計の段階からさまざまな方々へ情報提供に努め、協議をさせていただ

き、進めてまいりたいと考えているところでございます。 

  また、次年度以降の現在における大まかなスケジュールでございますけれども、学校や小
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学生にご迷惑をかけないように、特に工事につきましては、学校の長期休暇を柱に進めるべ

きと考えており、また、十分な保育機能を有し、子どもたちが安心できる施設であるよう、

教育現場や保護者の皆様、町民の皆様から十分ご意見を伺いながら進めてまいりたいと考え

ていることから、あくまでも現時点の見込みでございますけれども、令和２年度に基本設計、

令和３年度に実施設計、令和４年度から５年度にかけて施設の改修、令和６年４月から運営

開始の予定とし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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、いわゆる統合に向けてのタイムテーブルというのですか、来年度、

まずは基本設計を行っていくと。そしてその次、３年度に実施計画、その後は施設の改修と

か、実質、令和６年４月から運営開始ということで、一応スケジュールは組んでいると。わ

かりました。 

  ただ、一つ、本当に今回の、いわゆる小学校への利活用というのですか、余裕教室を使っ

ていくというのは、全国的にいっても非常に珍しいというのが、まず第１点だと思うのです。

ですから、ぜひそこら辺のところ、さまざまな課題があろうかと思います。 

  一つは、例えば、具体的に言うと、余裕教室を活用した保育所整備推進というのは、いろ

いろな課題があると思うのですが、ぽんと浮かんでくるのは、例えば学校と保育所の区画を

どのようにするとか、これはこれから基本設計とかの中で、保育所の関係者あるいは保護者、

そしてまた、先生方との流れの中で、教育委員会が音頭をとってお話をしていくと思うので

すけれども、まずは、学校と保育所の区画ですとか、園庭をどうするのか、つくらないで、

そのままグラウンドと一緒に時間を配分しながらやっていくのか、園庭確保の有無。そして

また、保育所園児の安全対策、ここら辺のところ。 

  そしてまた、当然学校施設の整備に、以前起債が充てられていたと思うので、それに対す

る繰上償還の財政負担をどうしていくのか。 

  それと、駐車場を今確保して、車での送迎を想定するということになれば、もう少し広域

的な保育所ということで、園児を受け入れて、まさしくそれが、人口減少の中で、小学校の

利活用ができていくと、そういうことも可能になるということで。見ていただければわかる

ように、この段階で既に道路では駐車が多いので、そういう面でいくと、ただ単に学校の改

修だけではなくて、周辺の整備というのも非常に大事になってくるし、当然駐車場スペース

というのをどのような形でやっていくか、ぜひここら辺のところを、計画段階からきている

わけですから、学校と保育所関係の情報を共有して、さまざまな想定される課題に向けて対

応して、次年度の基本設計に生かしていただきたいと思います。 

  そういった中で、小学校と保育所が連携する環境が十分なされても、仏作って魂入れずと

いうことで、そういう面では、教育長、ここで、保育所園児と児童との連携について、やは

り環境整備だけではなくて、ソフトの面で連携できていく、そういった枠組みをしっかりし

ていくことが大事だと思うし、おそらく胆振管内の中で、こういった小学校と保育所が統合
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した形で併設していくということは、かなり珍しいケースということで、おそらく新聞紙上

あるいはメディアもそうでしょうし、教育業界、教育関係者も注目していると思うので、ぜ

ひそこら辺のところの意気込みも含めて、ご答弁いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） まず、学校と保育所との連携の部分からちょっと触れさせていただ

きたいというふうに思うのですけれども、虻田小学校では、現在、小学校１年生を対象に、

毎週でございますけれども、保育所の職員、保育士が小学校に出向きまして、朝、読書の時

間を利用して読み聞かせを行っております。保育所から小学校への環境の変化の抑止と、子

どもたちの心の安定などを目的としておりますけれども、子どもたちや教員からはとても好

評で、特に子どもたちは、毎週保育所の先生が来ることを楽しみしているというような感想

をいただいているところでごす。 

  子どもたちが成長するにつれ、幼児保育・教育は、保育所や幼稚園が、就学後は小学校が

それぞれ担っておりますけれども、子どもたちにとって環境の変化は、特に入学当初は大変

大きな負担になっているというふうに思っているところでございます。そのような不安を少

しでも解消するためにも、保育所の子どもたちが普段から慣れ親しんだ小学校にそのまま継

続して通える環境、これはとても大きいと。また、子ども個々の様子を学校の先生が普段か

ら観察ができることにより、小学校へのスムーズな移行ができるというメリットは大きいと

いうふうに感じております。 

  具体的な連携等については、今後、学校と保育所が協議をして、どのようなことができる

のか検討していくということになりますけれども、基本は、小学生と保育所の児童が一つの

施設を共有することにより、子どもたちにとって愛着のある、魅力のある学校、そして保育

所であるよう連携を図って運用してまいりたいというふうに考えております。 

  議員がおっしゃいましたとおり、幼保連の保育所、学校というのは、この西胆振では、も

ちろんないわけでございます。そういった意味でも、初めての試みではございますけれども、

人間形成の土台となる乳幼児期から初等教育期まで、一貫した施設で安心して学ぶことがで

きる環境、これは子どもたちにとって本当に多くのメリットがあるというふうに思っており

ます。 

  小学校の一部の保護者の方からは、この度の小学校の余剰教室を利用した保育所の移転計

画につきましては、就学時にストレスなく学校生活に移行ができるということは良いことと

のご意見も伺っているところでございます。 

  教育委員会といたしましても、洞爺湖町の保育理念や保育目標、そして洞爺湖町の特徴的

な保育内容を継承し、安心して子どもを預けられる保育所づくり、幼保・小の連続した支援

体制の構築や、さらなる教育環境の充実、これらにも努めてまいり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） 下道議員。 
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○９番（下道英明君） 今、教育長から説明いただきました。納得するところでございますが、

先般、確か９月会議のときは、僕は、小中一貫の教育はどうかということでお話ししていて、

今度は、さらに幼保、保育所から小学校の、実質一貫になると思うので、そういった点では、

今回、小学校、中学校、私は持論として、やはり教育理念、考え方としては、小学校と中学

校の一貫連携というのは非常に大事だと思っているのですが、それと同時に、今度は保育所

の関係が出てきたので、一体化するということですから、ぜひこれは、点と点を結んで線と

して、本当に洞爺湖町の教育というのは珍しいと、保育所が、小学校、中学校が一体化して

いると、そういったところも、これはちょっと話がずれますけれども、そういった点で、や

はり教育の先進地と言われるぐらいの絶好のチャンスですから、ぜひ皆さんの意見を聞きな

がら取り組んでいただきたいと思います。 

  次に入りたいと思います。次の質問に入ります。 

  通告書にありますように、町営住宅管理についてでございます。 

  町営住宅関連の一般質問というのは、毎年多くの方が、そしてまた一般質問の中で出てき

ておりますし、私も議員になって９年近くになりますが、その中で、ほぼ毎年、定例会か、

あるいは通年会議になってからも、住宅関連については、その時代時代においてさまざまな

課題があって、その対応について各議員が福祉、まちづくりの視点から、解決に向けて努力

し、職員の皆さんと情報を共有しながら課題を見つけていっているところでございますが、

まずは、基本のきになりますけれども、最初に、当町における町営住宅の基本方針を改めて

お伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 町営住宅の基本方針でございますが、町営住宅は、議員もご承

知のとおり、公営住宅法に基づいて建設されたところでございます。この法律の目的は、国

及び地方公共団体が協力して、健康的で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、転貸することにより、国民生活の

安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするとされているところでございまして、町

営住宅につきましても、この理念に則りまして、町営住宅の管理を実施しているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） まさしく町営住宅の基本方針ということで述べていただきましたけれ

ども、もう少し具体的に細かいところで、この町に即した基本方針というか、町の状況も加

味して答弁いただきたいと思いますが。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 実質的なお話をさせていただきますと、洞爺湖町では、議員ご

承知のとおり、少子高齢化とともに人口、それから世帯数の減少が進んでいる状況にござい

ます。その状況におきまして、この町営住宅につきましては、単身者住宅等を除いても17団
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地654戸を管理してございまして、入居者数は、先月の数字でございます。1,066名の方に利

用していただいている状況でございます。町民の多くの方が利用されている住宅状況にもご

ざいますので、大変重要な施策であると考えているところでございます。 

  今後も、やはり公営住宅法、それから洞爺湖町営住宅条例、それから施設管理におきまし

ては、洞爺湖町営住宅長寿命化計画に沿って、適正な管理に努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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、単身者住宅、また、政策的な空き家、こういったところを除いて

いくと、17団地654戸という形で、人数のほうも1,066名という形で、この人数の方が利用し

ているということで、やはり少子高齢化になってきたときに、ピーク時はちょっとわかりま

せんけれども、かなり少なくなってきているという判断をさせていただきますが、そういっ

た中で、町営住宅の現状として、特に空室率ですとか、いわゆる待機待ち、都会とは違いま

すけれども、待機待ちとか、長期の空き家の状況というのがあると思うのですが、ここら辺

のところはどうでしょうか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） まず、住宅の空き家の状況を答弁させていただきます。全体で

は、先ほども申し上げたとおり、654戸の住宅を管理してございます。そのうち空き家の戸

数が52戸ほどございます。空き家率といたしましては8.0％でございます。その内訳でござ

いますが、住宅の型式別に申し上げますと、１ＬＤＫや２ＤＫの戸数は189戸ございます。

そのうち空き家が21戸ございまして、空き家率といたしましては11.1％でございます。その

うち半年以上の空き家は12戸ほどございまして、率としては6.3％ほどでございます。 

  次に、２ＬＤＫと３ＤＫの戸数でございますが、266戸ほどございます。空き家は現在13

戸ほどでございまして、空き家率は4.9％、半年以上の空き家は11戸で、率に直しますと

4.1％になります。３ＬＤＫの戸数でございますが、199戸ございます。空き家が現在18戸で、

空き家率は９％、半年以上の空き家は15戸で、率に直しますと7.5％ほどでございます。 

  それから、待機の状況でございますが、待機の状況は、町営住宅で今お待ちになっている

方が、新規においては18世帯の方が登録されておりますが、既に７世帯の方は住宅を紹介し

ておりまして、ほかにつきましても随時紹介していくこととし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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、部長のほうからありましたように、空き家率が８％ということで、

全体の戸数からいって、そういった形になってきていると思うのですが、また、特に各タイ

プの待機状況というのですか、この中であったのですけれども、特に、大部分の方はどのよ

うなところで希望しているのか、そこら辺のところをもうちょっと細かく。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 
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○経済部長（八反田 稔君） 一般的な話になるかもしれませんが、先ほど18戸のうち７世帯

は紹介して、そのほかの方はこれからというお話をさせていただいたのですが、この中のほ

かのお待ちの方は、どちらかと言いますと、虻田地区のバリアフリー化された住宅を希望さ

れているところから、その方々については、空室が発生していないことから、待機していた

だいているような状況でございます。人気は、大体本町地区のバリアフリー化の住宅かと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） やはりバリアフリー化された住宅の需要が高いと。そういった面で、

入居待ちの方も少ないのですけれども、政策的なものを除いても、やはり数カ月以上にわ

たって空室もあると。住宅のいわゆるセーフティネットの役割からいきますと、やはり空室

率というのも常にいろいろな、待機を待つという点では良いと思うのですが、一方で、家賃

というのは、町にとっては、行政サービスの提供の財源にもなるわけですから、そういった

面で、空き部屋を利用する理由が、やはりつぶさに検証しながら、解消して、空き室期間を

圧縮していくというか、そういったことも非常に大事だと思うし、また、入居希望者にとっ

ても有益であると思うのですが、そのあたりの対応というのをどう考えているのか、お伺い

します。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 空き室の対応でございますが、今、議員がおっしゃいましたよ

うに、空き室というのはできるだけ少なくしたいことから、入居者の希望があればすぐに対

応しなければならないでしょうし、家賃収入というのも増加につながることなので、私ども

といたしましては、空き家が発生した時点で速やかに修繕をさせていただいて、速やかに入

居ご案内をして、入っていただくという考え方は、当初から今も続いているところでござい

ますが、先ほどと答弁が被るかもしれませんが、入居者の方々が希望されているのは、どう

しても住宅水準の高い住宅を希望されていることから、どうしても古い空き家のほうはなか

なか埋まらないところが現実的でございまして、何とかそこを修繕をきちっとさせていただ

いて、できるだけたくさんの方に古い住宅も使っていただけるように、私どもも取り組みさ

せていただきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） ここまでの話はわかりました。 

  また、世帯の人員だとか入居者の体の状況ですとか、そして生活実態から見て、やはり一

定以上の規模、設備、立地条件などを備えた公営住宅に入居するということは合理的と認め

られると思うのですけれども、一方で、高齢者が多数入居する団地の中で、若年世帯が希少

な１階の部分に居住していたり、単身世帯が結果的に広い町営住宅に住んでしまうというよ

うな、いわゆる居住住居のミスマッチというのが生じているのは、これは洞爺湖町だけでは
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なくて、ほかの自治体でもあるのですが、そこら辺のミスマッチに対する方策というのを、

当町ではどのように考えているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） ミスマッチと言いましょうか、本人が当初は家族三、四人で

入っていたのですが、子どもが出ていき、残念ながらお父さんが亡くなったとかということ

で、少人数の方も現実的にいらっしゃるような状況でございます。中で、私どもといたしま

しては、先ほど空室の数字を申し上げましたが、そういう家族構成で、家族が増えた方は３

ＬＤＫを希望される方はいませんかということも、町としては各入居者のところに案内させ

ていただいて、新規の入居者のほかに、住み替えの提案も町としては提案させていただいて

おりますので、そういうようなことで取り組みさせていただいているところでございますし、

また、子どものいる方ということも話があったのですが、どうしても若年の、若い夫婦の方

が入っていただいて、小さい子どもが生まれる、もしくはいらっしゃるというところは、や

はり音の問題もあるものですから、そういうことで、ご紹介するときにそういう話もさせて

いただくケースはございますけれども、そこは入居者の方が選択することなので、いろいろ

な情報提供はきちっとさせていただいているような状況にございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） とにかくミスマッチに対しては、住み替えですとか、そういった点は

非常に有効的であると思うのですが、その中で、入居条件の見直しなどには、需給の現状と

いうのは、合わせてお伺いできますか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 入居条件の見直しでございますが、議員もご承知かと思います

が、昨年の６月に一部の団地におきまして、若年単身者の方々も入居可能とするために、入

居要件の見直しをさせていただいているところでございまして、対象は、洞爺湖温泉地区の

柳川通り団地と、それから虻田地区では、泉公園団地、両方とも４階以上を公募として、一

定の効果があったところでございます。 

  今後もこういうケースはあると思いますので、若年単身者等が入居可能となる同居親族要

件というものの緩和については、洞爺湖町営住宅運営委員会の意見を聞きながら、見直しを

進めさせていただきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、温泉地区と虻田地区の泉公園ということで、柳川はちょっと家の

すぐ上なので。ちなみに単身者等の入居状況の実績というのをもう一度、わかればお願いし

ます。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 先ほどの入居状況になりますが、昨年の６月以降本年11月まで
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の数字でございますけれども、泉公園団地で２戸が埋まってございますし、柳川通り団地に

つきましても、３戸ほど入居者が入っていただい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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 次の質問ですが、多様化する住宅困窮者並びに入居者の高齢化対策に

ついてお伺いをします。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） まずは、多様化する住宅困窮者でございますが、受け皿といた

しましては町営住宅もございますけれども、そのほかに単身者住宅、それから子育て応援住

宅、そのほかには定住促進住宅などもございます。庁内においても各部署にて、入居目的等

の共通認識を持ちまして、住宅困窮者への対応、それから併せて定住や移住促進につながる

ようなＰＲも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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） その中で、もうちょっと具体的なところで、高齢化率というのがある

と思うのですけれども、洞爺湖町の高齢化もありますけれども、入居者の高齢化率というの

をお話しください。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 町営住宅の高齢化率でございますが、調べましたら45.7％と高

い状況でございまして、町の高齢化率も高く、41.3％でございますので、特に公営住宅の高

齢化は著しい状況になっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 45.7％ということです。町自体は41％ですから、非常に高い高齢化率

だと思うのですけれども、特に、住宅管理人の高齢化とかは大きな課題だと思うのです。そ

してその中で、管理人の仕事自体も、範囲も幅広くなってきていますし、それに加えて、入

居者間の日常トラブル等というのも、いろいろな形でご相談を受ける場合がございます。そ

ういった中で、入居者のモラル低下によって引き起こされる迷惑行為等、対応すべきものが

本当に多く多く、管理上の問題としてあると思うのです。 

  そういった面では、管理人は本当に大変だと思うのですけれども、特にその中で、当然民

間の賃貸住宅とは異なる特性に基づいて、そういった問題があると思います。例えば、先ほ

ど部長がおっしゃった騒音問題ですとか、それと共益費の問題というのも結構出てきていま

して、その中で、管理人は入居者から共益費を徴収して、共用の廊下の部分の電気代ですと

か、維持管理などで必要な経費を賄っていると。一生懸命管理人も快適な住環境を守ろうと

しているところでございますけれども、一部の団地におきましては、共益費の徴収をめぐる

住民同士のトラブルも若干聞こえてきたりもしております。 

  そういった面で、民間では大家さんが家賃とともに共益費を徴収して、必要な支払いを行
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うのが当たり前なのですけれども、町営住宅においては、各団地の住民自治の中で管理人を

選んで、共益費を徴収しながら運用しているというのが現実、実際問題かと思いますけれど

も、今、部長おっしゃったように、入居している人たちの高齢化が高くなってきていると。 

  そういった中で、住宅管理人の高齢化を踏まえて、入居者の募集というのは、これはさす

がに公平性ですとか、あるいは効率性を鑑みて、ちょっと別な話になってしまうと思うので

すが、団地の修繕だとか清掃等の、いわゆる事実行為を管理人から、もし可能であれば指定

管理者制度の導入という中で、管理代行をするというか、そういった仕組みを考える時期に

も来ているのではないかなと思うのですが、この観点から、住宅管理人の高齢化とか、あと、

なり手不足対策として、限定的ですが、町営住宅の指定管理者制度の導入ということを考え

ることはできないのかなと思いまして、今回質問させていただきました。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） まず、公営住宅のいろいろなトラブルの今話がございましたが、

私どもは、多くの町営住宅が、議員もご承知のとおり集合住宅形式となってございますので、

管理人の方々が中心となって周辺環境の維持を目的に、共同の廊下、それから階段の清掃、

夏になれば草刈り、この時期になれば除雪などを、管理人を中心にということで、共同でし

ていただいているところでございますが、今お話のとおり、高齢化ということもございまし

て、この環境維持が厳しくなってきているという状況はお話いただいておりますので、今後、

町としても、可能なことについては検討して、しっかりと支援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。 

  今、もう１点が、いわゆる指定管理者制度の導入というお話があったかと思いますが、指

定管理者制度は、議員ご承知のとおり、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対

応するために、地方自治法が改正されまして、これまで限定された公の施設が民間事業者や

団体等で行うことができるようになったものでございますが、民間企業等の能力やノウハウ

を生かして、サービス向上、経費削減、地域活性化が期待されているというところでござい

ますが、いわゆる私どもの町営住宅につきましては、少子高齢化、それから人口減少が進ん

でいる中でも、政策としては、単に住宅の提供だけではなくて、やはり先ほど議員が言われ

たとおり、福祉や環境、まちづくりの面から大変重要な施策の一つだと私ども考えていると

ころでございますし、また、町営住宅は、他の地域から私どもの町への移住・定住政策にお

いても大変重要な施設であると考えているところから、やはりこれからも、今後も行政が主

体となって、このものについては取り進めていくことが必要ではないかと私どもは考えてい

るところでございますが、今後については、指定管理者制度につきましては、他の自治体の

状況も勘案しながら、勉強させていただければなというふうに思っているところでございま

す。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、高齢化の管理人が、今お話ありましたように、管理人を中心に周

辺環境の維持管理をしていると。共同の廊下の清掃や、あるいはこれから冬の時期で、駐車
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場の除雪、排雪等も管理人を中心にしているということで、若い人であればそれは問題ない

のでしょうけれども、土曜、日曜とかを使いながらとか、あるいはそういった使命感を持っ

てやっていただけるのはわかるのですが、どうしてもある程度の高齢化の流れの中で、非常

に大変な思いをしていると。やはりこの町営住宅入居者の高齢化率が45.7％というのはやっ

ぱり驚きだと思うのです。 

  そういった点で、今回は町営住宅を中心に、テーマを絞りましたけれども、今後とも高齢

化と住宅問題、戸建ても含めながら、継続して問題解決に向けて皆さんと一緒に取り組んで

いきたいと思いますけれども、この流れの中で、町長、ひとつどういう思いを持っているか

伺いたいと思いますけれども。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町の高齢化率は、議員もご承知のとおり大変高くなってきて

いると。そんな中、恵まれた自然景観あるいは気象条件の中での、北海道の中でも優れた気

象条件等々があるわけでございますが、悲しいかな、その中で有珠山噴火災害、大きな災害

の起こり得る町でもあると。 

  以前は、旧虻田町だけで１万四、五千人いた人口、さらには、旧洞爺村のほうでも2,000

人近くいた人口が、今は二つ併せて8,300人程度というところまで落ち込んでしまっている。

さらには高齢化率が進み、少子がなかなか伸び悩んでいる。そんな中、生産人口と言われて

いる方々が非常に少ないというのも現実問題かなというふうに思っております。いかに、や

はり関係人口、そして移住者、こちらの方にも目を向けていかなければならないということ

でございます。 

  そんな中、今、近々、今すぐということではないのですが、ニセコ、比羅夫方面で観光業

を営んでいる方々が、私どもの町のほうにも相当話が今来ているということもございます。

さらには、今、町の中で景観整備を図っていこうという動きもありまして、なるべく早いう

ちにそれは整備をしながら、そして、誰もがこの町、この地域で暮らしていけるような整備

づくりをしていかなければならないなというふうに思っておりますが。 

  特に、今、議員ご質問の高齢化に伴う住宅問題、こちらのほうも本当に切実な問題になっ

てきているかなというふうに思っております。特に、これは言葉は大変申し訳ないのですが、

低額所得者というか、そういう方々、特に年金生活者、こういう方々が私どもの町は非常に

多いのかな。総務省が発表し公表しております年間１人当たり総所得、これらにつきまして

も私どもの町は非常に道内でも低い位置にあるということから、年金そのものも、今、国の

施策として減額減額ということに今、相なっている状況があります。それらを一挙に打破す

る方策というのはなかなか、現実問題として厳しいものはあるわけでございますけれども、

今住んでいる方々が、まずは住み慣れたところで暮らしやすい生活ができるよう、こういう

ほうに私どもも改善できるところは改善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） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 以上で、私の一般質問を終わります。 
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  ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、９番、下道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11時25分といたします。 

（午前１１時１０分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開いたします。 

（午前１１時２５分） 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を行います。 

  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） ５番、立野広志です。通告しております３件について、これから一般

質問を行いますので、よろしくお願いいたします。 

  最初に、１件目の職員の人事管理、配置基準について伺います。 

  どうしてこういう一般質問を今回行うことにしたかということについては、あまり具体的

にいろいろ言う必要はないと思うのですが、行政の事務処理とか住民対応の面で懸念される

事象がいくつか見受けられる。どんな業務においても、住民にとって町職員というのはスペ

シャリストでなければならないと。それを町民は望んでいます。 

  経験や知識が浅い職員の研修機会の強化とか、町民や利用者との間で合意されてきた慣習

など、配置替えにおける引継事項の徹底がなされていない問題や、法や制度の改正・変更な

どにより、より高度な専門性や経験、熟達が求められる業務が増加しているもとで、安易な

配置替えは職員の負担を増やし、そしてミスや錯誤を引き起こす要因にもなっていると思い

ます。 

  町民サービスを後退させる引き金にもなりますから、業務に精通し、専門職としての知識

や経験、技能を積んだ職員がしっかりと住民への適切な説明や対応、そしてアドバイスがで

きること、このことが職員として望まれますし、町民としてもそのことを期待していると私

は思います。具体的な事象についてはこの場では明言いたしませんが、その都度所属長など

に指摘してきたところでもあります。 

  それを前提にして、これから答弁をいただきたいと思うのですが、まず、行政運営の責任

者である町長のもとにどの程度報告されているかは定かでありませんが、こうした懸念され

る事象が見受けられるわけですが、町長としてはどのようにそれを認識されているのかとい

うことについて、まずお答えいただきたいと思います。町長として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） 職員研修につきましては、その都度的確な職員研修をやらせていただ

いているつもりでございます。いろいろな研修がありますが、後ほど担当部長のほうから、

どういうふうな研修をやっているのかについては説明をさせていただきますが、まずは、新
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規採用あるいは中途採用でも、役場の職員となったからには、やはり地域の皆様がいての職

場だということは常日頃話していることでございまして、地域の皆様の奉仕者、いわゆる地

域の皆様に、いろいろな相談事あるいは悩み事を聞いたときに、そのお話を聞いて自分自身

で判断できないときには、当然若い職員の場合には、その上に上司がいるわけですから、上

司に相談をしている。よく職員には「報連相」という言葉で、職員研修をやらせていただい

ておりますけれども、とにもかくにも、自分で判断できないときには上司に相談をする。そ

して上司の指示をいただく。その上司がさらに判断できないときには、さらに上の上司に相

談をするというのが、役場の業務システムのあり方でないかなというふうに思っておりまし

て、今はそういうふうな業務体系をとっている。 

  特に若い職員については、今、議員のほうからスペシャリストということのお話がありま

した。確かにそのとおりでございます。最終的には、スペシャリストの養成もしなければな

らないが、しかし、若いときには、やはりいろいろなセクション、課を回っていろいろな地

域のことを学んで、そしてある程度自分の能力を生かせる範囲というところに結果的にはた

どり着くのかなというふうに思いますが、まずはいろいろな部署でいろいろな町民の方と接

していく、これが若いときには求められている。私どもも求めている。そういう状況でござ

います。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、町長がお答えいただいた、当然のことではあるのです。当然のこ

となのですが、では、実際にそれをしっかりと行政、人事や配置の中で生かされているかど

うかということを改めて私ちょっと伺っておきたいと思うのですが、基本は人材育成だと思

うのです、職員の。どう職員を育てていくのか。それも、上からただ頭ごなしに指示をした

り指導するというものではなくて、本当に本人自身が、職員一人一人がやる気を持って、そ

れは結局公務員として、町民全体に奉仕する職員なのだという自覚と責任を持って仕事に参

画していただくということだと思うのです。そういう人材をどう育てていくのかということ

が問題だと思うのですが。 

  いろいろ調べてみましたら、実は平成９年11月に、自治省が各市区町村長宛てに、人材育

成基本方針というのをそれぞれの市区町村でつくりましょうということで指示が出されてい

ます。当然、調べたら、平成27年の段階ですが、全国の市区町村で94.6％が既にその基本方

針をつくっているというふうになっていますから、当町においてもその方針があるのだろう

というふうに思うのですけれども、これが本当にその内容が生かされているかどうかという

ことも含めて、これからお聞きしたいと思います。 

  まず、この基本方針、つくっていると思うのですが、それをさらに最近の情勢に合わせて

見直し等などを行われているのかどうか、こ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、平成22年、洞爺湖町

人材育成方針を策定しております。 



- 22 - 

  この中身を簡単にご説明させていただきますけれども、基本方針といたしまして、職員の

求める人材像というのが三つほどあります。それは、チャレンジする職員、プロフェッショ

ナルな職員、経営能力のある職員というこの３点を平成22年度に設定しておりますけれども、

そのほかに、翌年度に人事評価制度の導入ということがありまして、求められる人材育成の

定義というものがありまして、基本資質、政策能力、具体的な評価に基づく着眼点を検証し

た結果、説明責任を担える職員を育成するということを加えまして、今現在、４項目で人材

育成に取り組んでいるところでございます。 

  なお、現在まで10カ年が経過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） 最近は、地方分権だなどと言われて、国や北海道の業務もかなり町が

担わなければならない。こういう状況になってきていますから、従来以上にさらに事務処理

が求められてくる。その上、今、部長がおっしゃった、求められる人材像として、例えばプ

ロフェッショナルな職員であるとかチャレンジする職員、経営力のある職員、さらに追加さ

れて、説明責任を負う職員と、こういうことが求められるのだという。 

  実は私、最近ようやく人材育成基本方針というのを町がつくっているということを知りま

して、見させていただきました。大変良いこと書いてあるのだけど、これをどう職員に当て

はめて実施していくのか。これは求められる職員像であったり、あるいはどういう町を目指

していくのかということは書いてあります。お題目は一生懸命書いてあるのです。だけれど

も、それがしっかりと今の洞爺湖町の職員の中で、職場の中で本当に生かされているか、こ

ういう方向で活用されているのかどうか、その辺の検証というのは今までしたことがありま

すか。 

○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、今、人材育成基本方

針ということでございまして、４点ほど申し上げましたけれども、人材を育成する上で大切

なことは、職員の研修と職員の人事管理の双方から育成するという、二つの柱で定めている

ものでございます。 

  それで、四つの求める人材を先ほど述べましたけれども、町としましては、研修におきま

しては、全参加者から研修で得た成果、また決意、これらを人事担当課及び所属課で検証し

ているところでございます。また、成果についても確認しているところでございます。この

制度が始まりまして、平成29年には、27、28、29、過去３年分の、研修を受けた職員に対し

ましてアンケート調査を実施しており、７割の職員から回答を得、業務に生かすことができ

る有意義な研修だったという回答を得ております。 

  また、人事管理課は、部下の仕事ぶりを適正に評価する人事評価制度、育成につながる人

事評価制度を27年から完全に導入しております。各課の業務において、目標設定、評価の開

示、上司と部下が必ず個々に面談を行い、課の問題点、部下に対する意見、それらについて、
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各課のコミュニケーションを図りながら適切に育成しているということでございます。上か

ら一方的に押しつけたような目標設定ではなく、課で決めて、皆さんで検討した中をきちっ

と若い人を育てていく研修に着眼し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） 当然そういうことになっているのだろうなと思いますけれども、人材

育成基本方針の対応範囲と言いますか、どういうふうにこれを活用するかということについ

て指摘しているのを見ますと、まず大事なことが、例えば町役場や、それから組織としての

理想像、どういう町を目指して職員が働くのか、行政はその役割を果たしていくのかという、

しっかりとした将来像を描きながら、それに当てはめた人材をどう確保していくのかという

ことを次に検証する。そしてそのための育成も行う。さらに必要な人材の配置も行うし、そ

の後、評価もすると。今、部長が言われたような、流れはそうなのです。 

  だけど、こういうことが一連のサイクルとしてしっかりと行われていかないと、例えば評

価にしても、各所属課、部だけで評価するのではなくて、全体として、この町の将来像や組

織のあり方、あるいは職員像がそういう方向で進んでいるのかどうかということをしっかり

見る必要があると思うのです。そこを見ていかなければ、縦割り式のそういった人事、ある

いは評価しかできない。横の連携でもって仕事が全体として広がっていかない。こういうふ

うに私は思うのです。だから、こういう意味で、各人事制度を整合させていくということが

必要なのだと思うのですが、現状ではどうなのかと。 

  これは、あくまでも私がこれまで、長年行政とかかわってきて感じるところなのですが、

行政の事務処理や住民対応の面で、先ほど懸念される事象が見受けられるという話をしまし

た。つい先立ってもちょっとインターネット上のミスがあって、町としてもそれによる損失

も受けたわけですが、役場職員には、資格や免許に基づいて、特定の業務に専門的に従事す

る職員、つまり専門職員というのがいるのと同時に、一定の年数が経てば業務分野の異なる

職場へ異動することがある職員、この２種類があるということです。 

  どんな場合にとっても、町民から見れば、窓口なり事業者対応を職員というのは、要はプ

ロなわけです。それが研修中であろうと、あるいは長年勤めている職員であろうと、やっぱ

りプロなのです。だからわからないことがあれば聞くし、あるいは必要なアドバイスも受け

ようと思うし、特に、一般町民から見れば、役場に行けば、困ったときには何とかそれを助

けてもらえるのではないかと、あるいはこういう場合にどういう書類を書いたら良いのだと

いうようなことを適切にアドバイスしてもらえると思うから役場に来るわけです。ところが、

なかなかそうなっていない。全ての職員が担当業務に精通して、自信と責任を持って町民と

対応できるような、そういう町民に信頼される、町民の役に立つ役場づくりを真剣になって

私もっと考えるべきだと思っています。 

  実は、懸念されているのではないかなと思うのですが、事務手続の流れはわかっていても、

つまり右から左に書類の書き方はわかっていても、その事務処理の意味が理解できていない
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という場合があります。それから、何か町民から依頼されている件について、その理由や内

容がよくわからない。そして、処理やその後の対応も遅い。そういう場合もあるということ

です。いつもそうだというのではないです。そういう場合もある。 

  そういう点では、業務に対する専門的な知識や理解がまだ十分できていなくて、ましてや

応用ができない。こういう状況で住民と接する、あるいは事業者や関係機関と接していくと

いうことは、それは職員は、なり立てのときの仕方ないですよ、それは。わからないのだか

ら。ましてや、専門的なそういう学校を出てきた方ばかりではないわけですから。また、専

門的な学校を出たとしても、全然分野の違うところに配属されれば全然わからないわけです

から。だから、そこをしっかりとカバーできる、そういう体制が役所の中に必要だと思うの

です。本人にはしっかり研修してもらう。その時間も保障する。本人だけ、何やっているの

だといくら詰めたって、それはストレス溜まって、今、最近問題になっている自殺なんか起

こるかもしれない。そんなことをしてはだめです。やっぱり本人の能力、そして資質、理解

度に応じて、きちんと上司が配慮する、研修を行う、理解を促進する、こういうことが実際

に職場の中でできていますかと。 

  私、見ていると職員がどんどん減っているではないですか。そしてその分、非正規の職員

が増えている。だけれども、責任を負うのは正規の職員です。そうすると、正規の職員が、

特に上司になっていくと、もうその責任だけで精いっぱい。下の部下の世話までできなく

なってきているのではないかという気が実はしているのです。そういうような職員の配置状

況は僕はまずい。これでは役場としての機能が発揮できないのではないかという気がするの

です。 

  その辺について、町長、改めて人事の計画、人材育成基本方針、これすごく良いことも書

いてあるけれども、図式ばかりで、あまり詳しく説明を書いていないのでわかりづらいとこ

ろもあるのだけれども、それを本当に今、現状に照らして合っているのかどうか、もっと改

善すべきところがあるのではないかということを、やはり私は揉み直す必要があるのではな

いかなという気がするのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまご指摘、たくさん言われるのですけれども、まず１点

目ですけれども、若い職員ということで、ここ数年若い職員来ておりますけれども、１年目

から北海道における研修、町村会による研修、１年目から研修がありまして、２年目には基

本的な自治法、３年目には法務、４年目には中級、５年目には法令に対する対応力と、こう

いうような研修を、一度採用されますと５年間ずっと研修制度を受けて、職員を育てている

ところでございます。 

  また、今、立野議員おっしゃいました、課長におきましても、新任の課長になりますと、

新任課長の研修という形でございまして、部下を育成する。特に人事評価等におきまして、

個々の若い職員の強みを伸ばして、弱みを克服するような研修ができる人材育成、管理職も

人材育成が大事だというふうに考えており、積極的に取り組んでいるところでございます。 
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  その中で、今、議員おっしゃいました人材育成方針を設定しましてから１０年が経過して

いるところでございます。その間、各個別の職員に関する人事施策というものがたくさんで

きておりまして、再任用制度、行革の関係もございます。女性の職員登用、いろいろな人事

施策がたくさんできているのですけれども、これらを網羅するような基本的な人事施策に関

する方針、これらを定めていかなければならないということで、今、最終的段階で、その中

で、また新たに、ちょっとご説明させていただきますけれども、サービスの低下にならない

ような職員、今回、職員が多く退職します。また、財政上の人件費の抑制という、総支出の

抑制という問題。特に大事なのが人材の確保・育成。また、職員が働いている上で一番大事

なのは、健康管理ということもございます。それらを総合したものを現在検討しているとこ

ろでございまして、合わせて今後改正しながら、適正な人事施策を進めていきたいというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） もともと人材育成基本方針というのは、例えば、国がつくりましょう

と提案をしたから、こういったものをつくろうかということで、ある限られた部分だけでつ

くってしまうのではなくて、実際には、職員そして町民、時には、ほかの町では議会の議員

にもアンケートをとりながら、どういう職員像が求められているのか、どういう行政が求め

られているのかと、そういうようなことを調査して、１年以上かけて、実は基本方針を策定

するためのプロジェクトチームをつくって取り組んでいる町もあるそうです。 

  当然それは、行政が住民に対する約束事なのです。こういう役場を目指していきます、こ

ういう職員を目指していきますというのは、町民に対して行政がそれを約束するということ

なのです。約束するわけだから、当然その約束事は表に出します。ホームページにも載せて、

そして町内回覧にも示して、こういう内容でやっていきたいのだけれども、皆さんどうで

しょうかということで、改めてそれに対する意見を求めていく。そうやって、実は誰かが一

方的に、あるいはどこか特定した方がこの計画をつくって、そして、やりましょうと言って

いるのではないのです。また、そういうものではないのだということを改めて指摘したいし、

やっぱり洞爺湖町としても、職員に求めるだけではなくて、若手職員のいろいろな意見も聞

きながら、本当に今、現職員、来年は退職してしまう職員もいるでしょう。そういう職員の

皆さんの意見を集めた中で、これからの役場像、そして職員像というものを、みんなの協力

で、賛同でつくっていくということが大事なのだと思うのです。 

  そういう意味で言うと、この洞爺湖町の人材育成基本方針というのは、僕は改めて再検討

が必要ではないかなということを、実は実際にこの計画を見て思うのです。例えば先ほど部

長が、求められる人材像、その人材像を実現するためには、人事管理と職員研修の二つのア

プローチがあるという話をしました。その二つのアプローチについても書いてあります。書

いてあるのをよくよく見てみると、求められる人材像、町民感覚を大切にしてという言葉は

書いてあります。例えばプロフェッショナルな職員というところに。町民感覚とは何なのだ
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と、職員の目から見た町民感覚なのか、それから、町民の実態に合わせて見た町民の感覚な

のか、言葉だけでは、よく使われる町民感覚と言うのだけれども、これは本当にまだ生きて

いないのではないかという気もしますし。 

  それから、人事管理のところで言うと、人材の活用の面で、将来的に総合的人材を育成す

ることを基本にして、定期的な人事異動を進めると書いてあるのです。確かにそうかもしれ

ませんが、しかし、本人の意向や能力、こういったものがここにどう考慮されていくのかと

いうのが全然ないのです。そういうことや、それから昇任管理、昇格とか、昇任管理を行う

ということもそうですが、能力、実績、適性を重視した、年功に捉われない昇任管理を行う

と書いてあります。その基準は何ですかと。この前出しましたよね、一つああいう記事もあ

るのでしょうけれども、それがきちんと全体のものになっているのかという気もします。 

  そして、何と言っても人材の評価です。この評価の、これは結局組織長の顔色をうかがう

ようなことではだめなのです。組織長に嫌われないように評価を高くしようということでは

だめなので、もともとは町民のため、町のためなのです。だから、例えば所属長や上司に怒

られたとしても、私はこれが大事だと思うのです、というぐらいことがないとだめなのだけ

れども、ここには、評価判定というのは、目標管理を取り入れて、これだけのことをやりな

さいという目標を決めておいて、それが到達したか、しないか、どの程度できたかというよ

うなことによって、もし人事評価がされるとすれば、やっぱりこれは、民間企業と同じよう

に、上司の顔色をうかがいながらの仕事になってしまうのではないか、その辺の評価のあり

方も具体的に書かれていない。 

  いずれにしても、言えば切りないのですが、できてもう１０年ほど経ちますから、今の国

の制度が大きく変わってきて、仕事量も増える、事務も非常に煩雑になる。そしてまた、住

民のニーズも多種多様になってきている中で、この計画、基本方針を改めて私は精査して、

現在の状況、今の職員の数、あるいは組織の状況、こういったものに合わせて、基本計画を

立て直して、最終的に町民のための町をどうつくっていくのかというところに重点を置いた

計画を進めていくべきではないのかなというふうに一つは思うのですが、その点を改めて伺

いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまご指摘いただきまして、１０年が経過するということ

でございます。現在、まず、評価のお話をさせていただきますけれども、うちの所属長、部

課長ですけれども、評価に当たりましては、部課長の評価に関する研修制度、部署によって、

あそこの部は甘いだとか辛いだとか、こういうことのないように、統一的な評価をするよう

に心がけて、課長職における研修を積んでいるところでございます。 

  また、福祉施策や、今、議員おっしゃいましたいろいろな見直し等もございまして、その

部分については多様化しているということは認識しております。今後、見直すとなれば、町

長が最初に申しました、若い職員はいろいろなところの経験を積ませるということを言って

おります。そのほか、最近、国のほうの動きとして出てきているのが、部署を固定化させる、
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自己申告制度などという言葉も最近出てきておりまして、ある程度プロフェッショナルの育

成なんていうことも出てきているところでございますが、それらを町としましても見極め、

今後、見直しができるかどうかということを考えていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員、途中なのですけれども、ここで１回休憩をとりたいと思い

ますので。 

  ここで、休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５４分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開いたします。 

（午後 １時００分） 

○議長（大西 智君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） １件目の最後のほうになりますが、職員の計画方針、人材の方針を見

ると、大体決まった期間で異動するというようなことが書かれているのですが、これはある

違う役場と言いますか、行政の職員のアンケートをとった結果をちょっと紹介したいと思う

のですが、多分同じようなことが、この町の職員の中にも、そういうふうに考えている部分

があるのではないかと、そんなことも考慮して人事配置を検討していただきたいなと思うの

ですが、例えば現在の人事制度についてどう感じますかという職員アンケートをとったそう

ですが、圧倒的に多くの職員が、自分の能力や適性がどう評価されているのかわからないと

回答しているということや、異動や昇格の基準を明確に示すべきだとか、頑張っても頑張ら

なくても給料は変わらないと回答する職員が多くいたというのです。職員一人一人の能力や

適性がどのように評価され、人事異動や昇格・昇任にどのように反映されているのか、多く

の職員が現在の人事制度に不透明さや不公平感を感じている様子がうかがえるということで、

これはある自治体の職員に向けたアンケートの結果で、そういうふうに答えています。 

  そして、人事制度に対する職員からの意見として、例えば技術も事務系も仕事内容は多様

化していると。３年や５年程度の短期間で異動すると、職場内の技術力の維持が困難と思わ

れる。いつ異動するかわからない状態で業務を行うよりも、長期間同じ職場で勤務すること

を前提として、その分野の専門的知識を身につけていくほうが人材育成につながるのではな

いかと。こういうふうに述べている方もいますし、およそ５年ごとに異動させることは、組

織としてみればロスが大きいと。専門知識のない管理職は方向性を示すことが難しければ、

部下を適切に評価もできませんと。専門性の高い職員を育成するためには、短期間で異動さ

せないほうが良いのではないかと、こういう意見もあります。その逆も当然あるわけですが。

そして最後のほうに、こんなふうな意見もありました。苦手な分野に取り組ませるのではな

く、これは、オールマイティな人材をつくるということではなくて、その人の得意とする分

野を伸ばす人材育成制度が組織力を高めるのではないかと、個性のある人が集まっている組
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織は活性化するものだと思うと、苦手な分野を克服させて、全員に平均的な能力を持たせる

のではなくて、その人の得意とする能力をもっと伸ばして、高めるほうが組織力は高まるの

ではないかと、こういうふうに考えている方もいるそうです。当然、そうではないと思って

いる方もいるのだと思うのです。 

  いずれにしても、こういう職員の方々の声もしっかり聞きながら、これからの人材育成に

役立てていくということが大事だと思いますし、時間もないので、たくさん挙げたいことは

あるのですけれども、もう一つは、職員に求めるだけではなくて、人事管理制度の構築を目

指すためには、職員にモチベーションを上げろと一生懸命言うだけではなくて、管理者側も

しっかりと職員に対する見方を改める必要があるのかなと思っています。 

  一つは、頑張ったことや成果が正しく評価されているかどうかということと。それから、

昇任・昇格の基準をさらに明確にすること。そして、職員の心身の健康を保持する、そのこ

とにも管理職としても目や耳を傾けて、職員の悩みなどもしっかりと聞いて、そして、仕事

や生活に強い不安とかストレスを抱える職員の増加が、どこでも増えているのですが、そう

いう職員が安心して働き続けられる職場環境をつくるということも大事なことだと思うので

す。求めるだけではなくて、管理職は管理職として、やるべきことをしっかり取り組んでい

ただきたい。そういう人事管理を行っていただきたいということを、この件について、最後

に求めて、できれば部長ではなくて町長に答えていただきたいと思うのですが。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） いろいろ議員のほうから心配いただきまして、本当にありがたいと

思っております。 

  また、基本方針の細部で、いくつかの点でさまざまなご指摘やご意見もいただきました。

これから参考にさせていただきたいと思っております。 

  ただ、議員のおっしゃられることも、私とどもも目指すところは一緒ではないかなという

ふうに私は思っております。本当に住民サービスを低下させない、または向上させていく。

さらには、職員が意欲を持って安心して働ける職場づくり、ここを目指していくものという

ふうに考えてございます。 

  いろいろ今、専門性の話もございましたが、当然専門的な深みを追求していくことも必要

でございますし、また一方で、住民のための職員として、オールマイティな部分もやはり求

められてくるのだというふうに思ってございます。そういうバランスのとれた職員を私ども

引き上げていくような形で育てていきたいなというふうに思ってございます。 

  本当に今、人口減少が進む一方で、住民の皆様のニーズも多様化して、また、道からも権

限移譲も来たりと、本当に細分化されてきて、業務内容が以前にも増して、人口減少が進む

私どもの町でございますけれども、以前にも増して業務は複雑化して、多様化してきている

のかなと思っております。そういう面では、職員もかなりの負担増になっているのだろうな

と思ってございます。 

  そういう中で、行財政改革等で、より効率的で効果的な行政運営を進めなければならない
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ところでもありますし、さらには、職員定数についても適正化を図らなければならないとい

う問題も抱えてございます。 

  今回の人材育成方針につきましては、組織としての視点、または職員としての視点から定

めたもの、ベクトルをみんなで統一しましょうという意味だと私は考えてございます。そう

いう思いで今、各種の施策を進めているところでございます。 

  そういうことからいきますと、基本的には、この方針自体、手法も間違ってはいないとい

うふうに思ってございます。ただ、修正すべき点は、今ご指摘もありましたように、まだま

だあるのだろうなというふうに思ってございます。こういう部分につきましては、しっかり

と修正すべきところは修正していきたいなというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま副町長が答弁したとおりでございますけれども、何か今、議

員からお話、ご質問等を承って、聞いておりますと、役場全体が沈下している、あるいは組

織が機能していないというふうに受け止めてしまったのですけれども、私は決してそうでは

ないというふうに理解しております。今、管理職も一生懸命頑張っておりますし、あるいは

部下の指導もしっかりやってくれているな。 

  人事評価の面では、今、確かに数名の方がどうも劣る、あるいは住民との接し方も非常に

不具合があるという問題提起は私のほうにも提起をされております。それらについて、今後

どうしていくかというのは、庁舎内部でしっかり検討していかなければならないなと。いわ

ゆる簡単なことなのですが、町民の皆様から頼まれたことをメモしないで、遅れてしまった、

あるいは忘れてしまった、あるいは事を起こさなかったという職員が何人かいるように聞い

ております。これは役場全体の問題にもなってきますし、あるいは個人のモラルの問題にも

つながってくるかな、そこら辺はしっかりこれからも検証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。 

  それと、先ほど来、行政のほうから、上から下のほうに全部おろしているのではないかと

いうふうなニュアンスのお話がありましたけれども、私どもこの基本計画をつくったときに

は、当然組合のほうとも協議をさせていただいて、その組織の中には組合の職員も入って、

そして皆で、町民の皆様になれるような職員像を目指そうということで、この基本計画をつ

くったわけでございまして、こちらのほう、人事管理のほうで一方的に落としたものではな

く、職員みんなとつくり上げてきたものかなというふうに私は理解しておりますので。ただ、

そういうご指摘もありますので、全体として反省すべきところは反省しながら前向きに、ま

た前のほうに進んで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。 

○５番（立野広志君） もう時間もないので、１件目についてはこのぐらいにしておきたいと

思います。 

  ２件目については、町の外郭団体で働く職員の待遇と業務の改善ということで質問させて

いただきたいと思います。 
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  町の行政の組織の外にありながら、事業や活動の内容とか人事などの面で町と密接な関係

を持って、町の補完的な業務を行う外郭団体、例えば洞爺湖ビジターセンター等利用協議会

とか、あるいは洞爺湖町社会福祉協議会などで働く職員の雇用条件や待遇など、業務内容に

見合った改善がなされるべきではないかということが１点目。 

  それから２点目は、洞爺湖ビジターセンター、そして財田自然体験ハウスの目的や役割、

協議会への管理運営に関する協定の内容及び施設の利用促進についてという二つの点につい

て質問させていただきます。 

  時間があまりありませんので、答弁もできるだけ端的にお願いしたいのですが、今の外郭

団体、二つ指摘しましたが、ここで働く職員の現在の採用種別における賃金や手当の状況に

ついて簡単に説明いただけませんか。 

○議長（大西 智君） 杉上火山科学館長。 

○火山科学館長（杉上繁雄君） 洞爺湖ビジターセンター等利用協議会で働く職員の現在の採

用種別における賃金、手当等の内容というご質問でございますが、洞爺湖ビジターセンター

等利用協議会で任用している職員につきましては、経理、受付、清掃業務担当が５名、ふれ

あい行事などの体験業務担当が４名の計９名を雇用しているところでございます。 

  給与の種類といたしましては、給料、通勤手当、超過勤務手当、住宅手当、扶養手当、燃

料手当を支給しております。 

  以上です。 

○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） 健康福祉課のほうからは、洞爺湖町社会福祉協議会の部分に

ついて回答させていただきます。 

  社会福祉協議会におけます現在の採用種別における賃金、手当等の内容についてでござい

ますが、給与の取扱いにつきましては、当協議会が規定する嘱託及び臨時職員に係る給与規

程に基づきまして、資格、年齢、勤務実績、勤務日数を考慮いたしました額により算定のも

と支給されているところでございます。 

  現在の各種事業によります採用種別についてでございますけれども、一般事務に従事され

る職員が１名、ホームヘルパー事業に従事される職員が３名、デイサービス事業に従事され

る職員が４名、病院移送サービス事業の従事職員が２名となっているとのことでございます。 

  給与等の支給の内容につきましては、給料、通勤手当、超過勤務手当となっているとの旨、

回答をいただいております。ご報告申し上げます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 社会福祉協議会では、正規職員はいますけれども、ほかに嘱託職員、

今言われた10名です。虻田地域と、それから洞爺地域を担当しているということで。そして

ビジターセンターで言いますと、職員が９名と、今、説明があったとおりです。 

  さて、これはこの後の一般議案の中に出てくるのですが、会計年度任用職員制度が来年度
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から始まります。それに伴って、町の給与表に準じて、これらの職員あるいは嘱託職員への

給与が支給されているということになるわけですが、そうしますと、会計年度任用職員制度

がそのまま、こうした職員の方々にも適用する、準用するという考えなのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 杉上火山科学館長。 

○火山科学館長（杉上繁雄君） 給与の取扱いにつきましては、洞爺湖ビジターセンター等利

用協議会就業規則の中で、職員の給料は月額として、基本賃金は、洞爺湖町臨時職員の単価

を基準に、資格、年齢、勤務実績、勤務日数等を考慮した額として、幹事会で決定すること

となっております。 

  会計年度任用職員制度の適用に関する改正を踏まえまして、これまで同様に準拠していき

たいと考えておりますので、今後、幹事会のほうへお諮りし、理解を求めることとしている

ところでございます。 

  以上です。 

○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） 洞爺湖社会福祉協議会におきます嘱託職員につきましては、

先ほど10名の任用があるのだということでご説明を申し上げたところでございますけれども、

町といたしましては、この度の会計年度任用職員制度の適用に係る改正を踏まえまして、こ

れまで同様に、町の規定の準用に、準拠していただきますように、社会福祉協議会と協議を

今後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） どちらも会計年度任用職員制度を準拠していきたいという答弁でした。

会計年度任用職員制度そのものは、根本的にはいろいろ問題はあるのですけれども、今回提

案される中身というのは、これまで勤務していた方々は、在職者は、新しい給与表になると

逆に月給が下がってしまうのです。下がるために、それを同じ金額に維持するために、在職

者特例ということで基本給を上げるのです。これまで同様の金額にするということなのです

が、例えば、ただ準拠すると今聞きましたけれども、そうすると、そういった在職者特例措

置も準拠して行うということで良いのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 杉上火山科学館長。 

○火山科学館長（杉上繁雄君） 洞爺湖ビジターセンター等利用協議会の職員につきましては、

現在、フルタイムでの任用でありますので、在職者特例措置の対象になる職員はおりません

が、必要が生じます場合は、在職者特例措置に準拠してまいりたいと考えております。 

○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） ただいまビジターセンターの説明の中と同様の取り扱いにな

りますけれども、今現在、社会福祉協議会におきましては、フルタイムの任用ということで

ございまして、在職者特例措置の対象となり得る職員はいないのだというような回答はござ

いましたけれども、今後そういった減給と言いましょうか、不利益の生じるような、そう
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いった事象が生じます場合にありましては、在職者特例措置の適用に準拠していただくよう

に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） 社会福祉協議会とビジターセンター等利用協議会の職員というのは、

待遇の面で若干違うのでしょうね。先ほどビジターセンターのほうで言いますと、住宅手当、

扶養手当、燃料手当がつくということだったのですが、社会福祉協議会の職員については、

こういう手当が支給されるのでしょうか、今まで支給されていたのでしょうか、そこだけ確

認をさせてください。 

○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） ただいまのご指摘につきまして、社会福祉協議会のほうに確

認をさせていただきましたけれども、従来より嘱託職員の取扱いにつきましては、今お話の

ありました手当については、ずっと支弁をされていないということで確認をとっているとこ

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） 同じような外郭団体であっても、例えばヘルパー、デイサービス、移

送等を行っている方もいますし、それなりの専門職でもあるわけなのですが、そういう方々

が長く働き続けられるためには、基本の給料だけではなくて、そういった必要な手当、こう

いったものも支給するということも、ぜひ私は検討すべきではないかというふうに思います

し、それがあってようやく年収200万円を超えるぐらいの賃金になっていくのですよね、受

け取る収入額が。 

  そうでなければ、ちょっと計算してみましたけれども、本当に基本の給料だけで見ると、

年間でいうと200万円そこそこ、なるかならないかという金額。これで家族を持って生活な

んかできる状況では決してない。当然単身であれば、それでも何とかなるのかもしれません

が、これで家庭を持ってと、あるいは子どもがいてということになると、当然それでは済ま

ないわけでありますから、その点では、待遇改善という点では、ぜひ検討していただきたい

なというふうに思います。 

  特に私、気になったのは、ビジターセンターのことについてちょっと伺いたいと思います。

ビジターセンターの職員の待遇について、主に３点について、町長の認識を伺うのですが、

ビジターセンターというのは、財田体験ハウスも含めて二つの施設を持っています。環境省

と洞爺湖町、そして洞爺湖観光協会、二つの観光協会、それから商工会による、ビジターセ

ンター等利用協議会というものをつくって、ここで管理運営がなされています。協議会の会

長は洞爺湖町長、そして館長は町の職員が担っています。環境省の管理事務所から委託され

る形で運営されていると思うのですが、職員はこの協議会を通じて雇用されるというふうに

なっています。職員が意欲を持って働ける、そういう待遇に改善することをぜひ求めたいわ
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けですが、１点目に、町長に伺います。 

  ビジターセンターなどの職員で、経験、意欲のある優秀な職員がなかなか定着できていな

いという状況を私はどうしても目にするわけです。職員の採用種別で言うと１級の５号俸に

相当する、先ほど説明していました受付や事務や清掃などを主に行う職員と、１級17号俸に

相当するガイドや体験学習の企画、そして運営を行える職員の２種類の採用となっているわ

けですが、特にガイド、体験学習を担う職員の多くが数年で辞めていく。なかなか定着でき

ない。こういう状況を私は目の当たりにして今まで見てきました。特に2000年の有珠山噴火

以降、男女を問わず、火山の仕組みや噴火のメカニズム、噴火活動によって誕生した洞爺カ

ルデラの歴史とか遺構、そして噴火による恵みやその体験など、さまざまな身の回りにある

題材を工夫して、小さい子どもから大人までわかりやすく解説、そして実験する職員の意欲

的な活動に触れてきただけに、こうした職員が定着できずに辞めていくのは実に残念でなり

ません。洞爺湖観光にとっても大きな損失になっているのではないかと思うのですが、この

点について、町長はどういうふうに受け止められていたか、その辺ちょっと伺いたいと思い

ます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 働く方の条件と言いましょうか、勤務内容等については、大変恐縮で

すけれども、私自身がしっかりその辺、理解しておりませんでしたけれども、話を聞いてい

る中では、どうも意欲を持ってきたのだけれども、中の折り合い、中で働いている方々同士

の折り合いと言いましょうか、これでは自分がだめになってしまうということで、お辞めに

なっていたという人の話は聞いたことありますけれども、やはり働きやすい環境、あるいは

明るい職場、こういうものが求められているのではないだろうかというふうに思っておりま

すが、なかなか体験ハウスの中でも、意欲を持っていたのだけれども、なかなか飛び込めれ

ない、あるいは対人、いわゆる同じ職場の中にいる方との対人関係がうまくいっていない

等々の関係でお辞めになっていった。私のところに最後にご挨拶で来ていただいた方もい

らっしゃいましたけれども、どうも対人関係でうまくいかなかったのですというお話を聞か

されたことがありました。その旨、担当のほうにはお話をさせていただいておりますけれど

も、内部の中で、いろいろな働きやすい、明るい職場づくりをしていかなければならないな

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） 町長も幾分現状については、お話を聞いているのだと思うですが、職

場環境も当然大きな問題でしょう。 

  そもそも洞爺湖ビジターセンター等利用協議会というものに、環境省のほうから、管理事

務所のほうから委託を受けて、二つの施設を管理するというふうになるわけですが、定着で

きずに辞める原因には、私事というか、私的な原因もあることもありますが、以前、辞める

ことを決意された方の話を伺うと、職場の人間関係と言いましょうか、職場の環境もありま

すが、そもそも意欲を持って、山が好きだと、自然が好きだと。だけれども、それだけは生
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活できないと。本当にスキルを上げるために努力してきたが、それが報われないのだと述べ

られていた方もおりました。 

  実際に基本給与だけでは生活がおぼつかないという状況は当然あるし、また、ああいう施

設ですから、日本人だけではなくて、外国から来られた方もいます。受付などでも、外国語

を学び、話せるように努力しようとしても、あるいはガイドでも、ガイドの工夫や資格を

持ってスキルを上げても、それが給料が上がるわけではないのだと。そういう点が、やっぱ

り基本給与のほかに手当などの加算も行って、努力や能力に報いる待遇の改善が必要なので

はないかなというふうに思います。 

  ビジターセンター等の就業規則があるのですが、その就業規則第22条は、資格、年齢、勤

務実績、勤務日数を考慮して給与を決定するとあるのですが、では、実際に資格や、あるい

は勤務実績や、そういった努力がどの程度評価されているのかということ。評価する、そう

いう仕組みになっているかどうか、１回採用すると、そこから変わらないということになっ

ているのではないかということもあるのです。 

  それと、先ほどもお話ししましたけれども、本当に職場の環境も、環境が悪ければ、環境

を管理するのは誰だと。当然館長であり、あるいは観光振興課であり、行政側がしっかりと

職場環境を改善するために手を打たなければならないはずなのです。そういうことを十分で

きないまま、実は職員が辞めていっている方もいるというあたりで、町が担うべき責任とい

うのは大きいのではないかと思うのですが、その辺についていかがですか。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖ビジターセンター等利用協議会の部分でございます。 

  協議会につきましては、洞爺湖町、また環境省、社会法人洞爺湖温泉観光協会、また商工

会、ＮＰＯ法人にぎわいネットワーク、洞爺まちづくり観光協会、そして洞爺地区のパーク

ボランティアの会、この会の方々が協議会を構成して運営をしているところであります。 

  先ほど館長がお話ししたとおり、この中には、受付業務、また清掃の部分で５名、また専

門職として４名いるところであります。専門職につきましては、給与の部分でも、先ほどお

話ししたとおり、１の17という部分の中で、採用時からそれなりに、専門職という部分での

報酬を提供しているところでありますけれども、先ほどご指摘のとおり、近年、若い方がお

辞めになるという部分は事実でありました。 

  ただ、今いる４名に関してであります。私もこの２年ほど見させていただいておりますけ

れども、積極的に勉強しながら、またいろいろな地域へ行っていろいろな学習をしながら、

それを身につけて、またそれを住民の方々、また観光客の方々にお知らせしようという努力

を見ているところでもあります。 

  そうした部分では、今回、任用職員制度が実施されることによって、今後、やはり働きの

部分で、また就労の年数によって給与等がそれなりに上がっていく、そういう部分が得れる

部分では、またこの制度ができることによってプラスになってくるかなと思っています。 

  ただ、やはり来られる方は、いろいろな希望を持って来ている方もおります。昨年辞めら
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れた方も、広島県から、やはり自分がここで目指していきたいと思って、目標を持って来ら

れた方もいますけれども、残念ながら半年近くで辞められた方もいます。やはり自分の思っ

ている部分と、洞爺湖町という部分では、生物だけではなく、火山の噴火、またこの歴史、

そうした部分をしっかりと伝えていかないといけない、そういう学習も必要でありますし、

洞爺湖にあります生態系、こうしたものも学習していかないといけないという部分では、な

かなか自分の意に添った部分ではないところも出てきているところであります。 

  ただ、先ほど言ったように、今いる４人に関しましては、意欲を持ってやっているところ

でありますし、管理する私どもにとっても、その個々がどのように伸びてくるのか、スキル

アップできてくるのか、そういう面もいろいろ考えながら対応しているところであります。 

  この一人一人の職員の向上が課全体、またその協議会全体の向上につながるものでありま

すし、その結果は町民のためになってくるものと思っています。当然観光でありますから、

洞爺湖町を訪れる観光客のためにもなるかと思っています。そうした部分では、管理という

部分においては、やはり一般職だけではなく、そこに働く人方全体のことを、一人一人自覚

を持って働いてもらうとともに、その個々が向上できるような動きを今後していきたいと思

います。そうした部分では、経営感覚もしっかり持って事業に取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） すみませんね、今の答弁聞いていて、結局、職場環境を改善するとい

うか、そういうことをきちんと行政側として、これからやっていくということなのかどうか、

今いる４名の方は一生懸命やっているからという話はわかりますよ、私も見ていますから。 

  だけれども、一つは、辞める要因には、職場環境の問題であったり、あるいは、要は待遇

の問題であったりするわけです。そこをきちんと改善するのは行政の仕事でしょうと、その

ことをどうするのですかという話を聞いたのですけれども、ちょっとその辺については答え

をいただいていないので、これまたやっていると時間がかかるのですが、いずれにしても、

やっぱり職員自身が意欲を持って働いている姿というのは、観光に訪れた人たちに対しても

満足を与えるのだと思うのです。そういう意味で言うと、やっぱり自分たちの努力がしっか

りと報われる、そういう職場環境なり待遇を保障しなくてはいけない。 

  特に、洞爺湖観光の昼間の観光の窓口でもあるわけですよね、ビジターセンターなんかは。

夜は宴会とか花火とかありますけれども、昼間の観光を本当に軸として、ビジターセンター

はこれまで運営されてきた。そういった点では、そこで働く職員が元気なかったら、やっぱ

り観光客だって、何だ洞爺湖温泉って暗いところだなと、あるいはサービスの悪いところだ

なとなってしまうのです。職員の仕事に対する意欲を引き上げるということも大事だと思う

のです。 

  ビジターセンターで働いている職員は火山科学館の仕事をしているだけではないですから。

ビジターセンター全体を見なくてはいけない。だから当然お金を払わない人もあそこに来る

わけです。そしてトイレも借りるわけです。そういう人たちも温かく迎え入れるのが施設の
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あり方だし、そういう環境をつくっていかなくてはいけない。そういうことも合わせて職場

環境づくり、そして待遇の改善、これをぜひ町として取り組んでいただきたいと。 

  これからビジターセンターの管理運営についても質問したいので、そのことをまず要望し

て、進みたいと思うのですが、私もいろいろ調べてみて、今、ビジターセンターの位置づ

けってどうなっているのかということを、ようやく頭にたたき込むことができたのですが、

先ほどもお話ししましたように、ビジターセンター、そして財田自然体験ハウス自体は、要

は環境省、管理事務所から協議会が委託をされて運営をしているということですが、それ間

違いないですか。 

○議長（大西 智君） 杉上火山科学館長。 

○火山科学館長（杉上繁雄君） 管理運営に係る協定書を結んで、施設管理のほうをさせてい

ただいております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ですね、間違いありません。しかし、協議会の頭になるのは町長です。

事務局は役場の職員が担っています。そういう点では、洞爺湖観光をどう、来訪者を迎え入

れるかというのは、行政にとっても大きな役割と責任があるのだということです。 

  その中で、では、ビジターセンターの利用協議会というのは、こういうセンターの運営管

理、そして施設の利用促進というのも、その目的、取組の中に入っていると思うのですが、

それはどうですか。 

○議長（大西 智君） 杉上火山科学館長。 

○火山科学館長（杉上繁雄君） 協定の中に具体的には、利用促進に関しては、目的云々とい

う文面はございませんが、この協議会を構成する各団体の委員の皆様から毎年事業報告なり

事業計画、予算審議等をしていただく中で、利用促進に向けたいろいろなご意見をいただき

ながら、毎年度事業を実施していくような状況でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 施設の利用促進という文言が実は入ってないビジターセンターが多い

らしいのですが、それでも、入れない理由は、そもそもが協議会は、利用促進を図るための

議論もしなければならないということが前提だからだということなのです。 

  そうすると、当然、ビジターセンターあるいは財田自然体験ハウス、その二つの施設、ど

うやって施設の利用者、お客さんを増やすか、その施設の利用促進をどう図るかということ

で、今まで議論したことあるでしょうか。 

○議長（大西 智君） 杉上火山科学館長。 

○火山科学館長（杉上繁雄君） 協議会の委員のほうから、やはり利用者の少ない現状も見受

けられるということで、利用者をもっと増やす取り組みをしてはどうかという形で、いろい

ろと意見をいただいていく中で、今年につきましては、洞爺湖温泉観光協会、ジオパーク推

進協議会と連携して、各行事等の情報共有、情報発信、さらに施設周辺と洞爺湖周辺の開花

状況や野鳥の観察情報をフェイスブックに載せるなど、利用者の増加に向けた取り組みを
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行っております。 

  また、同じく本年度から、洞爺湖ビジターセンターでは、環境省の協力をいただき、カ

ヌーを展示し、乗船体験ができるようにしたり、職員手づくりでのペーパークラフトの展示

をし、手にとっていただいたり、財田自然体験ハウスでは、野鳥のパズルコーナーを設ける

などして、入館者が足を止め、興味深く触れ合っていただき、少しでも長い時間滞在してい

ただくような取り組みも、少しずつですけれども、進めていっ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） 実は環境省の監督官の方にも話を聞いたのですが、ほかのビジターセ

ンターでは、経営感覚を持って施設を運営するということで、かなり今努力してきていると。

積極的に、とにかく来館者を増やすための宣伝、誘客、誘致活動、こういったものに力を入

れながら取り組んでいると。今、洞爺湖ビジターセンターは黒字施設だというふうに聞いた

のですが、そういう状況の中で、正直に言えば今の施設の状況というのは受け身だと。もっ

ともっと収益力をアップする、そういう取組に努力ができるのではないだろうかというよう

なことも言われていまして、私びっくりしたのですが。ほかの施設なんかでは、冊子の販売

あるいはカフェコーナーなどもつくって、来館者がそこでコーヒーを飲みながら書籍を見た

り、あるいは施設の展示物を見学したり、あるいはお弁当を広げて食べたり、そういうよう

なことができるスペースを設けていると。 

  例えば財田自然体験ハウスには、なんか聞いたら販売機が置いてないと。その代わりカフ

ェは、注文があれば出せるのだという話はしているようですけれども、例えば支笏湖ビジ

ターセンターは、支笏湖を眺めながら読書、そして休憩、語らいなどが自由にできるラウン

ジを設けている。こんなこともあるようですし、阿寒湖の川湯温泉などでは、憩いのサロン

というスペースを設けて、飲食も可能だし、お弁当を食べたり、あるいはそこでガイドの話

を聞いたりというようなこともできる、そういう空間も設けているということ。 

  どういうふうにするかは別なのだけれども、利用協議会が、この施設を、せっかく昼間訪

れてきた人が、ただ展示物を眺めて終わりではなくて、少しでもそこでゆっくり時間を過ご

していただいて、そして少しでも収益を上げる、そういう努力をいろいろ工夫にしているの

です。そこをネックというか、基本になるのは利用協議会なのです。そこが年に１回程度の

会議で、事業報告や収支報告だけしていたのでは、おぼつかないだろうと思うのです。そう

いうことをしっかりとやるべきではないのかなということなのです。そのことをちょっと提

案したいのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 洞爺湖ビジターセンターにおいては、まず一つ、今お話しした

とおり、長い時間過ごしていただけるような環境整備をしていかないといけないと思ってい

ます。一つには、財田のほうにはカフェコーナーがあって、インスタントですけれども、

コーヒーを置いていると言っていますけれども、そこまで訪れる、やはりきっかけというの

をしっかりと周知をして、中に入っていただいて、コーヒーを飲みながらじっくりと時間を
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過ごすスペース、こういうものをつくっていかなければいけないと思っております。議員が

提案したとおり、そうした部分、また環境省とも今そうした部分でもお話をしているところ

でありますので、財田体験ハウスに関しては、やはり自然に囲まれた場所でもありますので、

ゆっくりと自然を眺めながら時間を過ごせるような、そういう整備を今後していく予定をし

ております。 

  また、先ほど言いました洞爺湖ビジターセンター、やはり洞爺周辺の自然、また、いろい

ろな情報がある場所でもあります。しっかりとその情報を見ていただいて、ほかのところへ

行っていただく、そうした部分での情報の発信地点でもありますし、議員おっしゃるとおり、

日中な重要な観光資源でもありますから、そこでゆっくりと休んで、お茶を飲んだりする場

所もありますので、そうした部分を活用して時間を過ごしていただきながら、そこをまた出

発の起点として、地域の観光施設または史跡等を巡れるような、そうした部分をしていかな

ければ、やはりお客様を待つだけではなく、来てもらう。ただ、その前には、そこの玄関に

入ってもらうような施策というものを考えている部分では、修学旅行等の誘致等を今現在

行っているところですけれども、まずは足を運んでもらう部分、そうしたものをしっかり

行って、来てくつろいでもらうような環境整備を行ってまいります。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ぜひ、今、鈴木参与が述べられた方向を努力していただきたいのです

が、洞爺湖温泉、今、日が暮れるの早いですよね、４時過ぎるとだんだんもう暗くなってき

て、施設は、冬場も含めて５時で閉館します。中には、ナイトミュージアムというのを試行

的にやっているところが全国にはあるのだそうで、いわば夜のビジターセンターです。お客

さんが洞爺湖温泉に来られて、例えば宿泊するにしても、５時過ぎて来られたら、もうビジ

ターセンターは入れないわけですよ。ちょっと夕食時間までの間とか、あるいは花火を見る

間でもというようなこともあるのかもしれません。 

  いずれにしても、これは別に、良いとか悪いとかではなく、協議会の中で、どうやって収

益力を上げるか、どうやってもっとお客さんに多く入ってもらうかという議論をすることの

中で、いろいろな工夫が出てくると思うのです。当然、時間延長したら職員の給料はどうす

るのだという話も当然ありますから。その辺もあるので、一概にそれをしなさいとは言わな

いけれども、いろいろな工夫をしながら、この洞爺湖温泉に訪れる観光客の方が満足して帰

られる、そういう施設になるように努力していただきたいし、そのためには職員の待遇も

しっかりと確保して、職員が元気に自信を持って仕事に励めるように、事務だからといって、

役場の窓口と違うのだから、外国人も来れば、外国語もしゃべって、そして案内もしなくて

はいけない。そういうスキルを上げて、頑張ろうという気持ちにさせていかないとだめです

よ。そういう待遇の改善、ぜひ進めていただきたいと思います。 

  それを聞いたら、また時間なくなってしまうのですけれども、一言、ぜひ町長、感想をお

聞かせください。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 
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○町長（真屋敏春君） ビジターセンター利用協議会、こちらのほうは、言うなれば企業会計

みたいなものです。歳入としては、環境省の歳入、町のほうからの補助、そして収益があっ

て賄う。職場環境づくりと、先ほど来、言わせていただいておりますけれども、働くみんな

が力を合わせて、集客をみんなで呼び込もうと。そして収益をたくさん上げようとなれば、

当然待遇面でも良くなっていくわけですから、そこのところは、しっかりこれからも皆さん

に頑張ってもらいたい。我々が、収益はこっちによっこしてもらいますなんていうことは考

えていないわけですから、当然協議会の中で使うわけでございますので、働いて収益が上が

れば、当然自分たちの処遇改善もなされていくという場面もありますので、しっかりそこの

ところは皆さんで協力しながら頑張ってもらいたい。そういうための町のほうの支援という

か、それは、そこには担当者もおりますので、十分そちらのほうとも協議しながら、皆さん

で良い方向に向かえられるようになってくれれば良いな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） まだこの件については言いたいこともあるのですが、また後の機会に

したいと思います。 

  次、３番目ですが、地域公共交通対策についての抜本的対応ということで求めたいと思い

ます。残り時間少ないので、何点かに絞ってお願いをしたいと思うのですが、まず、地域公

共交通、何のために始めたかといえば、やはり住民の足を確保するということだと思うので

す。そして、もう一つは、うちの町にとってみれば、町村合併によって町が、お互いに住民

が行き来できる、そういう交通の便での一体感をつくるということももう一つあったのかと

思うのです。 

  これまで、平成26年度から地域公共交通の活性化協議会によって、３地域においてコミュ

ニティバスが運行されています。これまでも今野議員も何回か質問し、その利便性を向上す

るために求めてきましたが、私、ちょっと時間がないので１点だけに絞りたいと思います。 

  実は、やっぱりコミュニティバスについて、まだまだ十分町民の中に認知されていないと

いうのが感じるのです。担当の課でも一生懸命プリントをつくって、回覧を回して、時刻表

がこうなりました、バスの乗り方はこうですということで知らせていただいているのですけ

れども、相変わらずバス停がどこにあるのかよくわからない。そして、何となくコミュニテ

ィバスそのものがなじみが薄いというような状況があるのです。 

  それで、私、参考までにお話ししたいのだけれども、この前、芽室町に行きました、議会

で。芽室町でもコミュニティバスを実施していまして、実は芽室町の、視察の目的とは違っ

たのですが、コミュニティバスの運行状況について調べてみました。そうすると、そこのバ

ス停のバスが停まる時間というのは決まっているのです。例えば17分なら17分に必ず停まる

というふうになっているのです。覚えやすいわけです。例えばそのバス停の近くに行けば、

ここのバス停なら次は何分だからということで乗ることができる。 

  それから、私たまたま息子が大阪のほうにいるものですから、大阪の河南町というところ

で、これバス停、見ていただくとわかるのですが、カナちゃんバス、河南町ですからカナ
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ちゃんなのです。そこには、バスの路線図、それから時刻表、そしてその下には、このバス

停から近くの避難所はどこですよという表示まで書いてある。こういう専用のバス停を設け

ているのです。こういうふうにすると、どこから見ても、あそこにコミュニティバスのバス

停があるというのがわかるわけで、そのバス停から乗ったらどこに行くのかということが、

路線図と時間があって、時間も、ここも同じです。１時間に２本、必ず決まった分です。30

分とか15分とか、その時間に必ずそのバス停にバスが来るのです。ですから、バスの時刻が

非常に覚えやすい。そういうやって取り組んでいるということもあります。 

  そしてもう一つ、随分以前に議会が視察をした当別町のバスなのです。ふれあいバスとい

うのがあります。これも同じように、バスに乗車するお客さんを増やすために、事業者と住

民と行政が一体となって協議会をつくって取り組んで、今、黒字だそうです。年間大体１万

人以上の方がバスを利用する。最初は赤字で出発していったのですが、どんどんそれが改善

されて黒字になっていった。うちの町で黒字にするというのは難しい面はあるかもしれませ

んけれども、そういう努力をしているという点で、ぜひその辺、私、後で資料もお渡ししま

すけれども、もっと利用しやすく、親しまれる、そういうコミュニティバスをつくるべきだ

し、つくるために努力していただきたい。 

  協議会のメンバーを見て、私やっぱり感じるのですが、実際に日頃からコミュニティバス

を利用している方、協議会の中に何人お出ででしょうか、それだけお答えください。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 協議会のメンバーで、普段からコミバスを利用されている方

はいますかということだと思うのですけれども、協議会の構成委員にお１人ずつ確認してお

りませんけれども、多分普段からの利用はされていないものというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） メンバーが決まっているからこういう形になるのだと思うのですけれ

ども、ほとんどが団体からの推薦のメンバーなのです。唯一利用者ないし住民代表というこ

とでなっているのは自治会の会長方や、あるいは商工会の役員の方と。私が見た限り皆さん

車持っているのです。多分皆さん車に乗っているなと。確かめてないですよ。だから実際に

コミュニティバスを利用している人たちが、こういうふうに変わったらもっと利用しやすい

のになと、あるいはこういう面で不便なのになという気持ちがこの協議会の中に反映されて

いるのだろうかなとちょっと不安になりました。 

  いずれにしても、洞爺湖町地域公共交通活性化協議会という名前です。協議会の会として、

住民のアンケート、利用している人だけのアンケートではなくて、これから利用を考えてい

る人や利用していない人たち、こういう人たちに向けたアンケート、これをぜひとっていた

だきたいなと。全町的なアンケートです。そして、利用できれば利用したい、あるいは利用

できない理由は何かとかいうようなことも含めて、もっと利用促進に結びついていくような、

そういう方策を私は考えていただきたいし、それから高齢者を対象にするだけではなくて、
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一般の町民も、あるいは子どもたちも利用できるような、そういうものにしていく必要があ

るのかなと。 

  さっき言った河南町などは、大阪ですから、古い町で、史跡名所なども随分あります。こ

れもコミュニティバスのバス停ごとに、ここからどこに何分、歴史的な建造物とか史跡があ

りますというようなものも、実はコミュニティバスの路線図の中に図柄で入っていまして、

こうやってバスを利用すればこの史跡を見ることができる。観光で来られた方も実はこのバ

スを利用することができると。利用している。私も実際に利用しました。100円でどこでも

行けるというようなものですが。 

  そういうふうに、実際に利用していない人の声、そして、これから利用しようと考えてい

る人たちの声、こういう人たちの声も聞きながら、協議会の中でぜひ改善を図っていただき

たい。 

  さっきのバス停については、協議会の財源だけでは、このフィーダーの補助金だけでは当

然賄えないわけです。ですから、例えば合併特例債などを活用してバス停を、これは何年に

１回かでもつくれるぐらいですから、そういうふうに、もっとわかりやすく、なじみの持て

るバス停を町の予算で例えばつくるということも含めて、あるいは駅の交流センターにコ

ミュニティバスの路線図を大きく書いて、そして観光客の方も利用できるように、そういう

掲示もするとか、いろいろもっと工夫ができるのではないかと思うのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 利用促進のために、いろいろこれまでも、たくさん利用して

いただけるように、いろいろな周知とか説明会とか、まちに出向いて説明してきたところで

ございますけれども、今、バス停の停留所の標識等の改善につきましては、運行事業者の今

現在、協力のもと設置しているというようなことから、標識等については、わかりやすく、

いろいろな情報を表示することも必要かというふうに思います。 

  当町の場合ですと、国道以外は、ルート上であれば乗り降りできる、自由乗降が可能とい

うことになっておりますから、自由乗降であるということを住民の方々にもっと周知して、

理解していただいて、もっと利用していただけるように周知を徹底していきたいなというふ

うに思っておりますし、また、そういうバス停の標識等の改善が必要であれば、運行事業者

と、あと協議会等で議論していきたいなというふうに思っております。 

  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） 私、必要だと思うのです。必要であれば、でなくて。運行事業者にバ

ス停の設置もお願いしているということですから、お金がなくて、多分古いバス停が並んで

いるのだと思うのです。文字がちょっと薄くなったり、はげて一部分さびついていたり、見

ていませんか、そういうバス停、見ているでしょう。そして、路線図なんか書いた紙がぺた

んと張ってぐらいです。それでは、やっぱりイメージ悪いです。 

  そして、バスのデザインも、ほかの町では、バスそのもののボディーにもシールのような
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ものでもそうなのですが、コミュニティバスの表示をして、見たらすぐわかるようになって

いる。そんなこともありますから、そういうのは、運行事業者というか、事業者に任せると、

やっぱり予算の関係があるから、なかなかいかないのだと思うのです。そこは町がしっかり

と設備するために予算立てることも私、大事たと思うのです。毎年やらなくてはいけないわ

けではないのですから。そうやってバス停やバスのデザインも含めて、もう少し親しみやす

いものに改善して、利用しやすいようにすべきではないかと思うのですが、町長、いかがで

すか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 今さまざまなご意見いただきました。担当課のほうでは、さまざま

制約がある中で、しかも地域ニーズが幅広く点在する中で、本当に苦労して今現在のシステ

ムをつくってきたのだなというふうに思ってございます。また、さらには、適宜さまざまな

ご意見等を伺いながら、改善できるものは改善してきていると私は認識しているところでご

ざいます。 

  そういう意味では、一定の理解、住民の皆様の理解は得ていると思うのですが、今おっ

しゃられたように、まだまだ利便性の問題、それから本当に使いやすくなっているか、そう

いうことを含めて、本当に高いシステムになっていかなければいけないなというふうに思っ

ていますが、まだまだ不足な部分はあろうと思っております。今後ともより親しまれ、利用

しやすい運行を目指していきたいと思ってございます。 

  先ほどちょっとラッピングバスの話もされてございましたが、今、洞爺地区のほうでは、

さくら号というピンク色のバスを使って運行させていただいたり、今後、町としましても

ラッピングしたバスを導入する予定でございますので、これらもしっかりと活用していきた

いなというふうに思ってございます。そういうことで、当然財源や、またいろいろな制約も

ございますので、それらも考慮しながら進めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 先ほど当別町の紹介をしました。視察に行ったときに、何が違うのか

なということで、改めて振り返ってみましたら、やはり当別町の優れた取組、職員の自信に

満ちた説明に、それを聞くにつけて非常に感銘を受けたのですが、まず、現状の調査と分析、

それから住民の移動ニーズの把握、行政や事業者、住民の協議の場を設けてきたこと。改善

のための取組と検証においても、単に路線の便数を削減して経費を減らすのではなくて、と

ことん利用者のニーズに応えて、利便性を改善しながら有効な路線や便数を確保することに

努めた。それが１万人を超えるほどになったというふうに言われています。ですから、どれ

だけ利用者の声を聞くか、どれだけニーズに応えていくのかということを前提に協議を進め

てきたということ。 

  あと、洞爺湖町の場合、やはり何といっても問題になるのは、三つの地域を巡回するバス

だけではなくて、三つの地域を結ぶ幹線の交通網がまだまだ十分できていないということで

す。特に洞爺湖温泉から洞爺に向かってのバス路線、交通の便が非常に希薄だと。ここをき
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ちんと改善しなければ、やはり町としての一体感も削がれる状況だと。温泉で何かあっても、

あるいは虻田地区で何か夕方とか夜にかけてあったとしても帰るバスがないと。あるいは逆

に言うと、洞爺で何かあっても、こちらに帰ってくるバスもない。こういう状況ですから、

ここにも協議会としてぜひ議論もし、幹線の足の確保のために力を尽くしていただきたいと

思うのですが、これを含めて、町長、最後にどうでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。町長、時間がないので簡潔にお願いします。 

○町長（真屋敏春君） 公共交通の関係については、これからも検討を重ねてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 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２時15分といたします。 

（午後 ２時０２分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開いたします。 

（午後 ２時１５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） 学校教育について伺います。 

  まずはじめに、教職員の仕事の内容、また、勤務時間の現状をどのように捉えているか質

問させていただきます。 

  教育の主人公は子ども。教育は、子どもの学び、成長する権利を満たすための営みであり、

そこでは一人一人の個人の尊重が、尊厳が何よりも大切にされなければなりません。そのた

めにも教育が自主的に豊かに営まれるような条件整備が重要です。 

  そのため、全国的にも同じように、洞爺湖町でもやはり教職員の皆さん、児童・生徒のた

めによりよい教育を少しでもと目指し、一人一人に合った指導にも支援員と一緒になって熱

心に取り組まれている姿を先日見させていただきました。その熱心さと、やるべき仕事の増

大、授業時数も増え、その上、小さな規模の学校においては、学校文章の分担、それらも増

えるとともに、それらを１人で担当することも多くなります。その上、複式学級により、一

層の仕事がのしかかっていきます。先生たちの熱心さも相まって仕事の時間も、帰宅するの

は20時過ぎ、体力的にも精神的にも限度が超えるものではないでしょうか。 

  職員の仕事は、授業のほかにも数多くあります。その仕事の内容と勤務時間の今の現状を

どのように捉えているか、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） まず、先生方の仕事の内容でございます。まず、学校では、授業

指導をする以外にすべき仕事でございますが、主なものでお答えさせていただきます。 

  一つ目です。授業に関する準備として、教材研究、教材づくり、資料・プリント作成、テ
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スト問題、練習問題作成、評価等、印刷など。二つ目といたしまして、校務に関する仕事と

して、教務に関すること、指導に関すること、研修に関すること、校内特別委員会に関する

ことなどでございます。三つ目でございます。地域に関する仕事として、学校運営協議会、

地域の教育素材、地域人材の活用、地域の健全育成活動、それから職業体験学習への協力依

頼などでございます。四つ目でございます。子どもの指導に関する仕事として、家庭訪問、

いじめ・不登校対応、非行等の指導などでございます。五つ目、その他として、中学校の部

活指導等、ＰＴＡ活動の企画・運営、学校行事の企画・運営、学級通信・学校通信作成、各

種保護者案内作成、スクールバス乗車確認などと多岐にわた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） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当に数え切れないほどの仕事が山積みになっているよう、その忙し

さが本当に目に見えるようです。学校や教職員が本当に担うべき業務に専念できる環境整備、

本当に子どもと接し、子どもの教育に本当に向き合える、そういう環境整備。多くの学校か

ら声も上がっております。 

  小学校専科、教員の配置、実践力ある教員の増員、また、校内研修、コーディネーターや

初任者指導員の派遣、スクール・サポート・スタッフ、やがてそれと同じようなカウンセ

ラー、ソーシャルワーカーなどさまざまな支援員、特別支援教育補助指導員、適応指導教室

指導員らの配置、そして外国人の英語指導助手及び外国語活動サポーターの派遣など、学校

司書、そして退職教員など外部の人材の配置、法律相談体制の整備、今ちょっと挙げさせて

もらったものは、旭川市教委で、今のままではいけないということで、小中学校の働き方改

革を推進するプランをつくり上げたというその一部です。 

  この洞爺湖町においてもさまざまな支援が行われていますが、現状は、先ほど言ったよう

な仕事が多く、本当に帰る時間も８時、９時、そんな状況の中で働いています。 

  そこで、洞爺湖町にも１人配置されていますが、一般的には、事務的なサポーターとして、

スクール・サポート・スタッフ、これをぜひ増員してほしい。それも短期間ではなく、常勤

でいられるともっともっと良い。そうするとお互いの先生たちの信頼感も深まる。仕事も見

えやすくなる、受けるほうもしやすくなる。そんな状況ではないかと思います。しかし、北

海道ではまだまだ少ない配置の数で、それも大規模な小中学校から進めようとしています。

小さな学校には、先ほど言いましたような、大きな学校にはない大変さがあることから、ぜ

ひ配置へ向けて動くことが必要であるかと思います。 

  胆振管内でも、災害のあったむかわ町、安平町、厚真町などで募集をし、むかわ町では小

学校３校、中学校２校にそれぞれ１名が配置されたそうです。ただ、就労期間などに問題も

あるそうです。こういったことでとても助かっているという話を聞いています。 

  スクール・サポート・スタッフ配置に向けての考えをお聞きします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） スクール・サポート・スタッフ配置事業につきましてでございま
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すけれども、これにつきましては、昨年度から北海道教育委員会事業として始まっていると

ころでございます。 

  はじめに、本事業の趣旨でございますけれども、教員が児童・生徒への指導や教材研究等

に一層注力できる体制を整備するため、教員の業務支援を行うこととして、もって、学校の

働き方改革を推進するというもので、費用は全額北海道教育委員会の負担となっているとこ

ろでございます。 

  また、スクール・サポート・スタッフの具体的な職務でございますけれども、一つ目とし

て、学習プリント等の印刷、配布準備、二つ目として、授業準備の補助、三つ目として、採

点業務の補助、四つ目として、その他教員が行う業務のうち、教員としての専門的な知識及

び技能を要しない業務などとなっているところでございます。 

  具体的には、スクール・サポート・スタッフの希望調査がございまして、町内各校に実施

要領等を送付の上確認し、昨年度は１校から募集がございまして、この１校に配置が決定さ

れ、本年度も同様に各校に希望を募った上で、昨年度と同じ学校からのみ希望があり、配置

が決定し、１名が配置されているという状況でございます。 

  本事業につきましては、各校の希望調査により、申請の上決定されるものであることから、

希望すれば全て配置ということではございませんけれども、議員がおっしゃるように、先生

の仕事の手助けとなる事業であることと認識していることから、まずは各校の配置希望をし

ていただくように促してまいり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） 情熱を持って子どもたちのことを思うと、これもあれもしなければな

らない、そんな仕事もあり、そして、してあげたい仕事もあり、このように切りのない仕事。

やりがいも大きいだけに、また、精神的にも大きな負担がかかってくることも多い。先生が

元気がなくなれば児童・生徒にも大きく影響を与えることになるでしょうから、少しでも先

生たちの負担を減らすことができるよう、どうかよろしくお願いいたします。 

  児童・生徒の現状について伺います。 

  この社会には、さまざまな理由で支援を受けている子が数多くいます。私の孫もそのうち

の１人なのですが、この洞爺湖町にも何らかの支援を必要としている児童・生徒がいますが、

その現状について認識を、差し支えない範囲でお聞かせください。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 支援を必要としている子が何人いるかということでございますが、

通告でお話をお伺いしたときに、小学校ということでお聞きしてございますので、小学校と

いうことで、全体でお話をさせていただきます。 

  支援を必要としている小学校全体の児童数でございますけれども、特別支援学級に在籍し

ている人数でお答えをさせていただきます。知的障害が５名、病弱が１名、情緒障害が17名、

弱視が１名、難聴が１名の計25名でございます。特別支援学級に在籍している児童につきま

しては、保護者の経済的負担を軽減するため、特別教育支援奨励費が支給されることになっ
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てございまして、費目については、就学援助費と同様の13項目となっているところでござい

ます。これらのほかに、学校において介護員がついて、学校生活のお手伝いをする場合もご

ざいます。 

  また、普通学級において何らかの支援を要する児童も３校全体で相当数いますが、これら

の児童につきましては、特別支援教育支援員や介護員がついて支援をし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） いろいろな支援をしてもらっている体制に悩む。しかし、先ほど言っ

たように孫のこともあり、いろいろな支援の仕方、それについて悩むことがあるのです。例

えば支援学級でずっと支援を受けたほうが良いのか、そしてまた、そこから通常学級への参

加も含めたほうが良いのか、支援員や学校全体の中で、専門的な知識を持っている人がどれ

ほどいるのか、通級の子が通常学級に行くことがよくあることですが、文科省の初等・中等

教育の特別支援というところで、通級児童・生徒が通常学級の中に入って困っている状態、

通常学級の集団の中では、見逃したり後回しになったりすることがあり、困っているのが、

困った児童・生徒というふうに印象づけられ、指導されることがあると書かれていました。

そのため、自己肯定感が低くなり、２次障害も生まれるとあります。 

  支援対策として行われていると思いますが、専門の人たちの講演など、学習が、その子に

かかわっている先生だけ、支援員だけに留まらず、学校全体でそれが共有されているのか。

子どもも子どもの人生が懸かっていますので、全教員が共通の認識のもと、今行っている支

援をより一層のものになるよう、学習の機会、専門のアドバイスなど、その子の理解を深め、

その子に合った支援ができるようなそんな、町として、先生たちが専門的な知識を共有でき

るような体制づくり、少しでもそういった支援をより一層力強いものにしていくことが必要

ですが、どういうお考えをお持ちですか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） まず、現状について、お話を一部させてもらいたいと思います。 

  まず、特別支援教育支援員というのが、全校で今現在６名いらっしゃいます。この方たち

は、皆さん教員免許をお持ちの方ということになっております。通常学級で、発達障害のあ

る児童・生徒へのサポート、また、特別支援学級の児童・生徒へのサポートを主な用務とし

ているところでございます。 

  二つ目に、学力向上支援員、これは全校で３名、現在いらっしゃいます。この方たちも教

員の資格免許が必要な状況となっております。主な用務としては、通常学級での学力支援が

用務の内容となっているところでございます。 

  最後に、特別支援学級介護員、これが全校で８名いらっしゃいます。この皆様は、教員の

免許、資格は要らないのですけれども、介護員というような形で、通常学級で、肢体不自由

及び虚弱の児童・生徒をサポートしております。また、特別支援学級でも同じようなサポー
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ト内容となっているところでございます。 

  他市町村の小中学校でも配慮が必要な児童・生徒は、特別支援教育支援員や介護員などを

配置して支援しているところでございますけれども、当町の場合には、町部局のご理解のも

と、他の市町村に比べまして、支援員等の配慮が手厚く、教育現場からも大変感謝をされて

いる現状でございます。 

  今後につきましても、洞爺湖町の子どもたちが安心して教育を受けられる環境確保につい

ては努めてまいりたいというふうに思っておりますが、議員が今ご質問がございました困っ

た児童、いわゆる学校全体で、そういった配慮が必要な子どもたちをきちんと教育している

のかというようなお話かと思いますけれども、今、学校では、年に数回研修会というような

名目で、それぞれの先生方の能力向上等を目的として実施されておりまして、そういった機

会を活用して、先生方の教育の向上に努めている。また、外部講師等もお呼びして、さらな

る専門の教育等もしているということで、学校全体でそういった配慮が必要な子どもを見

守っていくというような体制、これについては、私どもとしては、きちんとした構築をされ

ているというふうに認識をしてと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） 今言われましたように、学校の先生の免許がある、そういった方たち

がそこについて指導してくれている。それはすごくわかります。本当に大事なことだと思い

ます。 

  ただ、私が心配しているのは、先ほど言ったように支援される児童は、それぞれ皆違った

症状、違った理由があるわけです。ただ勉強が遅れているとか、そういった問題のほかに、

体の問題、精神的な問題、そういったものを含めて、もっと専門的に、そういった状況を、

子ども一人一人の、この子は何が原因でこういう状態にあるのかという、その原因のところ

の専門的な知識、これをほかの先生たちと共有してほしい。その子の状態がわからなければ、

やはり良い対策はとれていかないと思うのです、その子にとって。そこの心配をしているも

のですから、そういった面での、先生たちが共有できる、そういう面で研修できる、そう

いったことを町でもっと提供してほしいということなのですが。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 今それぞれの子どもたちの特性に応じて、特別支援が、いわゆる数

名での特別支援が必要な時間、または普通学級でその子どもが学習していく必要な時間、こ

れらをやはり学校のほうとしては仕分けをさせていただいて、個々に応じて対応させていた

だいている、まずは現状でございます。 

  学校としても、そういったそれぞれ子どもたちの特性に応じた対応をされているわけでご

ざいますけれども、議員がご心配の、やはりその子の状態が一番大事だというようなことの

お話でございますので、そういった意味では、やはり学校がきちんとそこら辺、子どもの特

性に合った対応というのをこれまでもしておりますし、これからもしていくというような形

で私は認識しております。 
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  やはり研修だとか、それから校外での研修、校内での研究、さまざまな方法があるかとい

うふうに思いますけれども、それをやはり行政としても、教育委員会としてもサポートでき

るところは、これからもサポートしていきたいというふうに考えておりますし、具体的なも

のということについては、やはり人材の、私ども教育委員会のほうにも支援員という、元校

長先生上がりの嘱託職員がおりますので、そういった方たちから専門的なご意見等もいただ

きながら、学校のほうと十分協議をさせていただき、そして先生方の能力の向上等々につい

て支援し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。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） すみません。本当に支援対策は本当によく行われていると思うのです

が、学校での指導の専門であるかもしれませんが、皆さん。そういった知識は豊富にある

方々がついてくださっていると思っています。しかし、その子の病的なもの、そこの専門と

いうのは、教育者としてではなくて、病院の先生に来てもらって講演してもらうとか、こう

いう症状の子はこういうことが大変だというような、そういった部分での専門な知識を私は

言いたいのです。そういう状況をつくっていただきたいということを今話しているわけです。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 教育支援委員会という、お医者さんが入ったり保健師が入ったり、

保母とかが入った、それから伊達高等養護学校の先生方、専門の方々が委員会として、その

お子様一人一人の障害の状態だとかを判定して、特別支援学級のほうがその子にとってより

よいものなのか、通常学級が良いのかという判定をします。 

  例えばある子が障害の、ちょっと支援の必要があるような子があった場合、例えば伊達の

太陽の園に利用診というものを受けに行って、実際に診断を受けるとかあった場合に、実際

に保育士がついていったり、学校の先生がついていったりして、その学校の保護者と一緒に

話を聞いたり実際しています。 

  そういうもので、まず学校に入ったときに、支援学級が良いのかということで、どっちか

になります。その子どもの状態に応じて、当然学校の先生等もお話を聞いていますので、一

人一人の支援計画を立てます。支援計画を立てた上で、保護者にも、これで行きますという

ことで、よろしいですかということで、学校それから保護者の理解のもとに、お子様の学校

での生活を送るということでの今取組をずっと進めていきていますので、それで、支援計画

のつくり方も、先ほど言いました教育支援委員会の中で、つくり方について一定程度の書き

方だとか、ばらつきがないようにということで、３年前、４年前ですか、ちゃんと研修をし

た中で、しっかりそういうことで、一人一人個々に合った状態を正確に書けるように、情報

共有しながら、その子をしっかり見守っていこうということでやってございますので。 

  それからそのほかに、インクルーシブ教育ということで、文科省でこれ今ずっと言ってい

ます。インクルーシブというのは包み込むという意味です。要するに健常の子も、それから

障害のある子も学校で、地域でも同じように教育を受けるということを進めなさいというこ

との、包み込むというのは非常に大事だということで、そういう意味も含めて、学校それぞ
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れ現場でしっかり、今言われたようなことを全体で、当然中心となる先生はおりますけれど

も、全体で共有して、現在、各校で取り組んで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。 

  その専門的な知識がぜひ学校、またはその家族も、囲む人たちが共有できた中で進められ

ること、それを強く要望していきます。 

  次に、学校に行けない児童・生徒に対しての支援対策、これがどのように考えられている

か、それについてちょっと伺っていきます。 

  人は皆、一人一人顔も違うように、それぞれの考え方、見方、感じ方、そして生き方も

違っているように、児童・生徒も一人一人が全て違う。感じ方はもちろん、性格や体力、知

力、情緒、そういったさまざまな面において異なり、その全てにおいて成長の度合いも、成

長していく方法も違ってまいります。 

  ですから、学校で決められた学習を違和感なく受け入れられる子、そういう子がいる一方、

その学校のやり方、学校の形に違和感を感じている子、こういう子がいてもごくごく当たり

前のことと思います。それゆえに、学校へ行けない子がいても何の不思議もありません。理

由は、今挙げたものに留まらず、いじめや決まり事や学校での強制、さまざまな外部からの

要因、その子その子によっても原因は違ってくると思います。 

  子どもたちには、成長、発達途上にある特別な時期である。そういうものとして保護され

る権利、教育、社会保障の権利、社会参加の権利など多くの子どもの権利が認められていま

す。 

  また、学校に行けない子は、日本全体でも子どもの数が絶対的に少なくなっている。それ

にもかかわらず増え続けている。今14万人を超えているとのこと。これは中小学校の調べの

発表で載っていたものです。 

  学校に行けない子、これも文部科学省の中で、学校に行けない子に対する基本的な考え方

として、解決目標は、将来的に社会的な自立であって、学校に行く、登校するということが

目的ではない。それが、結果を最終的な目標とするのではなく、児童・生徒が社会的に自立

を目指すことが必要であると書かれています。 

  そのためにも子どもと親が安心して相談できる窓口を拡充し、学校への復帰を前提としな

い、そういった子どもの居場所づくり、そういった居場所として、公的な施設を拡充するこ

とは重要な、かつ早急な課題と私は考えています。適応教室に行ける子も、また、そういっ

た教室に行けない子も含めての子どもの居場所、安心してゆっくりお弁当も食べられる、そ

して、休みたいときにはゆっくりくつろげる、そんな居場所が必要ではないでしょうか。こ

の居場所の必要性、これについてちょっとお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 学校に行けない児童・生徒に対しての支援対策ということで、ま

ず、現状等々をお話しさせていただきます。 
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  はじめに、教育委員会の、学校に行けない児童・生徒に対しての対応状況でございますけ

れども、教育指導専門員を学校へ派遣し、状況を把握や生徒個々の事例に応じたアドバイス

や、臨床心理士の資格を持つスクールカウンセラーを学校に派遣し、児童・生徒本人や保護

者、学校側との面談により、解決策を見出していくアドバイスなどの支援を行っているとこ

ろでございます。 

  さらには、学校に行けないけれども、勉強に向かう意欲のある児童・生徒については、学

校に登校、出席したとの同様に認められる制度を活用し、あぶた読書の家に通っていただき、

そこに配置している教師の免許を持つ教育専門員が勉強を教える体制を組んでいるところで

ございます。現在ここには５名の子どもたちが通っているところでございます。また、胆振

教育局から学校訪問による支援、アドバイスなども行っているところでございます。 

  なお、あぶた読書の家における不登校児童・生徒の受け入れの状況でございますけれども、

通ってくる児童・生徒は皆お弁当を持参して午前中から来ております。児童・生徒が勉強し

ている最中に、ああいうところですから、当然本に借りに来る一般の方もおりますけれども、

じろじろと見る人は見かけないこと。また、午前の勉強が終わると、皆で楽しく話しながら

お弁当をとっているとのことでございます。 

  また、児童・生徒から別な場所で勉強をしたり、お弁当を食べたいとの声は今のところな

いということで、担当の教育指導専門員から伺っているところでございまして、学校に行け

ない子ということで、そういうときは、学校から指導専門員のほうに相談があって、親子で

指導専門員のところに相談に来たり、では読書の家に来たらどうですかと、その中で打ち合

わせをしながら、ずっと信頼関係をつくりながら通っていただいているというような状況で

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） 図書館に来る子がいる、そこなら行けるという感じの子もいて、確か

に数人、１人のときもあれば２人のときもあればという感じで、約５名の方が来られている

ということなのですが、担当していらっしゃる先生も結構忙しくて、これこれ、常にそこに

いるわけでありません。子どもたちに、この日は先生いるよということも、子どもたちに知

らせていて、その日に子どもたちが来ているというような形らしいのですが。できれば、本

当に１人でやるのは大変なことではないかなと思います。 

  常に来るか来ないかわからない、その子のためにそこにずっと１日いっぱいいるというの

もとても大変なことであって、本当にどうしたら良いのかなというところは、私自身も考え

るところなのですが。 

  室蘭では、くじらん教室、こういった適応指導教室というか、そういった感じのものが

あって、学校に行けない子の支援をしている。ここへ何度か来て、ここから学校に戻る子も

何人かいると。 

  また、伊達では、フェニックス、くじらん教室とはちょっと違う方法で行われているよう
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なのですが、どちらも子どもだけではなく、子どもの親の相談にも乗っている。そしてまた、

その子どもの家庭訪問も行っている。そういった中で、子どもをその中で見ていく。今挙げ

た二つの場所なのですが、両方ともそういったことまで行っている。そして、勉強の嫌いな

子も少しずつ来るようになって、また、その中で意欲が少し出て、学校に行ける子も、その

両方とも出てきている。そういった感じの支援を行っているそうです。 

  最初、母の会、これを発足して、親が何を願っているのかを聞き、市から場所、そしてフ

ェニックスにおいては、まず場所を提供してもらった。そして、冬なんかはストーブ点火、

鍵、そういったことをしてもらう職員がいて、その職員が雪かきやら、そういったストーブ

をつけて暖めておくとか、そういった感じてやっておられるそうです。教員の退職者などに

働きかけて、ボランティアという形で行われているそうです。 

  洞爺湖町としては、教育指導専門員や学校、そして関係者連携して、柔軟な取組を進める

とされていますが、具体的な支援対策をどのように考えて、どのようなことを行っています

か。 

  また、今言った室蘭や伊達のような居場所づくりについて、今行っている図書館だけでは

なく、そういったものの施設をつくる、そういった考えはお有りですか、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） 現在、学校に通えない子の取組状況につきましては、先ほど申し

上げましたのでちょっと割愛させていただきます。 

  今、室蘭の事例、それから伊達の事例をお話になったのですが、私のほうからもそれも含

めてお話をさせていただきます。 

  室蘭市のくじらん教室や伊達市のフェニックスなどのように、居場所づくりを今の読書の

家以外にできないかという、考えはないかということでございますけれども、室蘭市のくじ

らん教室につきましては、不登校児童・生徒の学校復帰を支援する学校適応指導室、くじら

ん教室として2007年、早い段階に設置されてございます。設置場所は学校内に設置されてご

ざいまして、平日は午前９時から午後２時10分まで、学習、運動、遊びなど各種行事を行い、

専門のスタッフ、相当数、片手以上多分いると思います。相当数の専門の人を配置してちゃ

んと対応しているということで、その中に、先ほど言ったような不登校の家庭への訪問、要

するにそれだけ人数を配置していますので、そういうことも任務としていると。当初からそ

ういう意味合いでのことだと考えてございます。 

  それから、伊達市のフェニックスにつきましては、毎週火曜、水曜、金曜日の午後１時30

分から午後３時までで、学習、運動、遊びなどの各種運動を行って、これは旧幼稚園を活用

して開設して、退職教員がスタッフとして対応しているというような状況と、それぞれ当然

目的としてやっています。 

  室蘭市の場合は、専門的に相当の人数を割いて、市内で３所でございますので、それなり

の対応をしているということでございます。 

  片や我が町でございますけれども、例えば母と子の館の児童室でございますけれども、現
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在、虻田地区における小中学生を対象として、学習習慣を身につけることや、基礎学力の向

上を目指すことを目的とした、地域未来塾を開設して、毎週月曜日から水曜日に、教育指導

専門員や学習支援ボランティアの方々が指導者として学習支援を行っているところでござい

ます。 

  また、このほかに、放課後の居場所づくりとして、児童室の開放、電子機器を伴わない

ボードゲームを奨励していることから、備えつけのゲーム類の活用を図っていると。学校放

課後における開放スペースとしているというところでございます。ほかいろいろ公共施設は

あると思いますが、可能性のある場所ということで今話したのですが、実際にはこのような

形で使っているということでございます。 

  このような母と子の館の児童室の現状を踏まえると、新たな活用は難しいと思われ、また、

不登校に対応する新たな人員の確保は厳しいと思われることから、今後におきまして、あぶ

た読書の家による対応を継続していく方向ということで、教育委員会としては、現在考えて

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） この施設があることによって、その子どもが助かるのは当然なのです

が、一番本当に助けられている家族の方、そして学校の先生たちもそれによって随分助けら

れる。そして、そこと先生たちの話し合いの中で進めていっている。そういう状況もあって、

本当に先生たちも助かっているのだということをよく聞かれます。先ほど言った忙しいとこ

ろも、子どもも救える。そしてお母さんたちにも対応ができる。そういった対応をここに求

められることができたら、どんなに良いかなと思います。 

  ただ、今、適当な場所が見当たらないから、今のままでということではなく、それに向け

てどうにかしようという計画を持って進めていただきたいな、これを強く要求してまいりま

す。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 子どもが学校に来られなくなる理由というのは、さまざまな原因が

考えられるというふうに思っております。一つ挙げられるのが家庭問題だとか、友達同士の

関係、それから学力の低下から来る自信喪失、また、長期休暇による気力の低下等々、さま

ざまなものがあるというふうに私も思っております。 

  学習指導要領の中に定めのございます、不登校児童・生徒及び既存の学校教育になじめな

い児童・生徒につきましては、その要因解決に努めるために、現在、当町としては、保健室

や相談室、図書室などを活用しつつ、徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上

の工夫というものをしているところでございますが、それでもさらに足りないと言いますか、

子どもの状況によっては、校長室の利用だとかということも実施をしながら、この対策につ

いては臨んでいるところなのですけれども、今、次長のほうも説明いたしました、あぶた読

書の家を開放しまして、自由に訪れることのできる空間、これを提供しているところなので

すけれども、あぶた読書の家以外の新たな居場所の創設というものにつきましては、やはり
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人員、いわゆるサポートしてくれる人員の確保、それから施設の確保等々、現実的にはかな

り難しいというふうに考えておりますことから、学校以外での居場所の必要な児童・生徒に

は、教育指導専門員の献身的な対応により、今、子どもたちと信頼関係というものが大変構

築されておりまして、そこを特に大切にした、今、指導等もしているわけなのですけれども、

今後は、あぶた読書の家をお使いいただくよう、学校や関係者と今後も連携を図りながら、

社会的自立への支援、これを図ってまいりたいというふうに思います。 

  議員がおっしゃるとおりのお話も、もちろんとても私も参考になるところではあるのです

けれども、先ほども申しましたとおり、さまざまな問題、ハードルが結構高いというふうな

認識も持っておりますことから、これは今後の課題というようなところで伺って、ご理解い

ただければというふうに思っております。 

  当町も、やはり以前から学校に来られない子どもたちというのは、日本全国同じですけれ

ども、当町もやはり多いというような現状もございますので、胆振教育局のほうからもいろ

いろとお話、ご指導等はいただいているのですけれども、これといった、本当に速効性のあ

る特効薬というのは見当たらないような現状でございますので、やはりさまざまなことを一

歩ずつ、少しずつ取り組むというのも大事なことなのかなというふうに思っておりますので、

この点についても、ひとつご理解いただければというふうに思っ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） 本当に数多く難しいことはあると思いますが、家族や取り囲む方々の

ためにも、もちろん子どもが第一です。そのためにもどうにか、より一層の計画、そういっ

たものを計画していただきたい。これを強く要望してまいります。 

  次に行きます。日本語がわからない転入生のサポート対応について。 

  今回は、フィリピンからの転校生に対応する支援員が見つかり、本当に良かったと思って

います。今後、こういった外国人の雇用が増えたり、移住する人も増えることが非常に予想

されることです。そういった事情に伴い、転校生も増えることは当然考えられます。 

  そこで、あくまでも対応する支援員が見つかるまでの期間として、少しでもその子の不安

を減らすことができれば、本当にちょっとした期間の臨時として、翻訳機とか、今、変換器

というのがありますよね。東京やなんかでも駅だとかいろいろなところで使われている。そ

ういったものを学校に少し、何台かあれば、緊急なときの対応、見つかるまでのその子の不

安を解消する一つの手立てになるのではないかと思いますが、その提案含めて、転校生のサ

ポート対策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） 日本語がわからない転入生のサポート対応ということでございま

すが、議員おっしゃったとおり、現在、洞爺湖町には、外国から両親とともに入国し、日本

語が話せない児童が１名、小学校では在籍しているところでございます。 

  学校入学に当たり、両親、学校、教育委員会が協議をして、児童の話せる言語などの状況

や、日本語理解のレベルなども確認させていただくとともに、学校において、授業は全て日



- 54 - 

本人と同じ教科書による教育であることなど、小学校における学校生活についての理解を得

ることなど、慎重に進めてきたところでございます。 

  近隣市町に同様の状況があるかないか、あれば、どのような対応をしているか確認をした

ところ、支援員を新たに配置しているとのことでありましたが、支援員を見つけるまでに半

年以上の期間を要したとのことでございました。これら近隣市町の状況なども参考にしなが

ら、予算内での対応も可能な状況であったことから、外国生活経験のある英語の話せる支援

員を運良く確保することができ、本年５月中旬から支援員を新たに配置して対応していると

ころでございます。 

  また合わせて、議員ご指摘の学校で所有していた外国語自動翻訳機も持たせたところでご

ざいます。 

  今回は、たまたま支援員が運良く確保できましたけれども、転入する児童・生徒が話せる

言語によっては、支援員の確保ができない場合も十分に想定されるところでございます。今

後におきましては、外国からの入国などにより、小中学校への入学を希望する方も出てくる

ものと考えられますことから、外国語の自動翻訳機の準備とともに、状況により、できる範

囲内でのサポートに努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 続いて、子どもの貧困対策について伺っていきたいと思います。 

  まず、子どもの貧困の現状をどのように把握しているのか、対策を立てるには、やはり現

状を把握していなければ有効な対策を立てることはできません。現時点において、子どもの

貧困をどのように把握されていますか、お聞きします。 

○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） ただいまのご質問の子どもの貧困の現状の把握の状況につい

てということでございますが、現状につきましては、平成28年６月及び平成31年１月に実施

をいたしました、お子さんを養育している保護者の方々を対象といたしました、子どもの貧

困に係ります生活実態アンケート調査に加えまして、町内の小中学校及び保育所や幼稚園の

教職員の方々を対象といたしました、子どもの生活実態等に係るヒアリング調査の結果のも

と、これまで現状の把握に努めてきたところでございます。 

  貧困と思われます家庭の特徴についてでございますけれども、前に行ったものと、この度

のアンケート調査、双方から見えましたことは、保護者の方がパートや臨時などの非正規職

員のご家庭が多いこと。それから、特にひとり親世帯では非正規職員の割合が高く、結果と

して年収が十分ではないことなどが貧困に起因をしており、貧困状態からの脱却が非常に困

難な要因ではないかと考えているところでございます。 

  また、保護者が多忙である。例えば勉強を見てあげられないですとか、遊ぶ時間をとって

あげられない、一緒に食事もとってあげられないといったような、お仕事の都合上の関係も

あろうかと思いますけれども、こういったさまざまな理由などにより、依然として子どもと

触れ合う時間が少ないこともうかがえましたことから、一概には言えないのですけれども、
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保護者の長時間労働の傾向が一方であることも、貧困の要因の一つではないかと推測してい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 子育て世帯による平均年収、新しい金額もわかりましたらお聞かせく

ださい。また、道内において、それがどのくらいの位置に当たるのかもちょっと伺っていき

たいと思います。 

○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） まず、年収の区分ということで、一つ目のご質問でございま

したけれども、あくまで、これにつきましては、今回のアンケートにお答えをいただきまし

たご家庭での押さえでご理解いただきたいと思いますけれども、アンケート調査は、就学前

のお子さんに対して、有効回答は144、小学校のお子さんに対しては180、中高生のお子さん

をお持ちの方に対しては135件の回答がございました。この中で、いわゆる貧困率に伴う基

準金額ではございませんけれども、一番下の段階といたしまして、200万円未満のご家庭の

抽出によりますと、就学前のご家庭では10世帯で6.9％、小学校のご家庭では24世帯で

16.7％、中高生のご家庭では12世帯ということで、8.3％というような結果が得られてござ

います。 

  続きまして、２番目のご質問の町の平均収入ということでございますけれども、全道では

どのぐらいになるのでしょうかということだったかと思いますが、こちらは、総務省の公開

しておりますインターネットのホームページに公開されているところでございますけれども、

平成31年２月現在におけます、平成29年度の市区町村別の平均年収ランキング調査におきま

しては、当町の平均年収は259万5,145円で、全道179市町村の中では152位となってございま

す。 

  なお、平成30年度におけます同調査の速報値になりますけれども、平均年収は257万3,650

円で、全道では160位となってございます。大きな変動は認められていない現状となってい

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） これまでの対策と支援内容について伺っていきたいと思います。この

世帯の人たちの、貧困世帯に対しての今までやってきた対策とその内容についてちょっと

伺っていきたいと思います。 

○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） ただいまのご質問で、これまでの対策と支援の内容について

ということでございます。 

  これまで取り組んでまいりました対策についてでございますけれども、平成30年１月に策

定をいたしました洞爺湖町子ども未来応援計画、こちらの計画に基づきまして、現在、各種

事業を推進しているところでございます。 
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  当計画におきましては、諸課題といたしまして、相談支援体制、教育、暮らしに焦点を絞

り、課題を整理いたしまして、貧困対策の基本的な方向性といたしまして、相談支援体制、

切れ目のない子育て支援、教育支援、経済的支援による暮らしの支援の大きな四つの柱を位

置づけまして、これに沿いまして、子ども一人一人の人格を尊重しながら、子どもに焦点を

据えて、差別や偏見を助長することのないよう十分に留意しながら、成長段階に応じました

切れ目のない必要な施策を実施しているところでございます。 

  これまでのそれぞれの所管、分野におきまして、多種多様な取組によります支援を実施し

てきたところでございますが、ここ数年来におけます新規事業としての重立ったものといた

しましては、子育て応援ガイドブックの子育て世代への全戸配布によります情報の発信、生

活困窮世帯に係る相談支援と、フードバンク事業者との連携によります食料の支援、子ども

の居場所づくりとしての地域食堂の開設と、地域食堂と連携をいたしました生活困窮世帯に

係ります学習支援、学力向上に資する地域未来塾の開設、乳幼児に対する医療費の公費助成、

子ども・子育て応援住宅による住居支援、現在の無償化に先行いたしまして実施をしてまい

りました保育所利用者負担金の半額軽減など、さまざまなものがございますけれども、こう

したさまざまな取組を通じまして、支援に努めてきたところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今回の子ども支援事業計画に伴うアンケートの対象世帯、人数、調査

世帯、回収状況、先ほど言われましたが、このところからどういうことがわかるのか、その

結果からどういうことを推測されるのか。 

  また、前回、立野議員が質問されていましたが、保護者の雇用形態、正規職員なのか非正

規なのか、先ほどそういったパートの方たちが多く見られるという割合をおっしゃいました

が、今回のアンケートの設問の仕方なのですが、フルタイムというのは、週５日程度、１日

８時間程度の就労のことですと書いてありました。この中には、嘱託または臨時、そういっ

た方が入るのか入らないのか。そして、パート、アルバイトなんかをしていても、ずっと

やっています、そのくらい、週に５日以上やっている、８時間以上働いているという人もい

るかもしれません。別にパートというのは書いてあるからわかるとは思うのですが、ちょっ

と迷ってしまうというのが、そういった非正規の職員。勤務時間がフルタイムなのか否かで

はなくて、正職員なのか、本当に非正規職員なのか、ここではちょっとわからないかなとい

う、そういったことがあるものですから、この新しいアンケートに関しては、その点が

ちょっとわかりにくくなるのではないかというふうに感じています。 

  また、要保護世帯、そして準要保護世帯でありながら、受けられる補助、私はその対象者

に当たるという、そういう家庭の中で、受けられる補助を受けていない家庭が随分いるので

はないかと思われます。受けたくない人もおられるかもしれません、もちろん。ただ、制度

がわからずに受けられない、そういう人がいるのではないでしょうか。こういう人たちを救

うためにも、本当に周知方法、説明、これが大切になってきますが、どのようにされている
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かお聞きします。 

  また、先ほど言ったような就労形態についても、わかる範囲で、今回ではちょっとわから

ないかもしれません。先ほど言った、ちょっと前のデータで表れている部分でしたら、先ほ

ど言われましたのでこれはいいです。新しいもので、わかるのであれば、その割合なども

ちょっとお話しください。 

○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） ただいまいただきました質問の中で、まず、順序立ててご説

明させていただきます。 

  この度の調査につきましては、貧困世帯の定義につきまして、内閣府が示します総体的貧

困の基準に加えまして、子どもの生活に必要不可欠なものが充足しているかなどを把握いた

します、ある一定の合意基準。それから、衣・食・住について、経済的理由による困窮経験

の有無を把握する、困窮経験の二つの独自の視点を加味させていただきまして、総体的貧困

世帯の状況を把握することとしたものでございます。 

  このことから、２年前の調査とは、議員もおっしゃっておられましたけれども、やや基準

が異なる部分があることに加えまして、アンケート回答率も極めて大きく、前回41.5％でご

ざいましたけれども、今回は全体で60％、こと小学校に限りましては70％を記録するという

ようなところで、回収率も非常に大きく異なっておりますことから、単純に比較はできない

ところでございますけれども、前回の調査結果によります総体的貧困率は20.8％でありまし

た。この度の調査結果によります、経済的に困窮していると思われます世帯は、有効回答者

数371件のうち57件でございまして、回答者全体に占める総体的貧困率は15.4％を示したと

ころでございます。 

  これを踏まえまして、貧困状態にある保護者の方の就労状況と職種などもというところで

ございますけれども、こちらにつきましては、大変申し訳ございませんけれども、この度の

調査の中では、職種の関するご質問は行っておりませんでした。 

  また、困窮しているのではないかと思われる世帯のみを抽出しての分析につきましては、

ただいま、今年度、第２期の洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画の策定年に当たるところ

でございます。令和２年度から令和６年度までの５カ年にわたる、子ども・子育て支援事業

計画の策定を今進めているところでございまして、ただいま業者を通じまして作業中のとこ

ろでございますので、計画の中におきます子どもの貧困に関する現状等におきまして、デー

タ、資料等につきましてはご提示をしてまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。 

  それから、生活保護を受けていないご家庭であっても、貧困と思われます家庭がどの程度

あると推測されるかというところも、ご質問の中でもあったかと思います。要保護、準要保

護のお話もございましたけれども、こちらにつきましては、おそらく教育委員会のほうにお

きます就学援助云々の絡みになろうかと思いますので、こちらの部分はまた別途という形に

なろうかと思いますけれども、まず、この度の調査結果によります、経済的に困窮している
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と思われます世帯は、先ほども申し上げましたが、371件のうち57件であり、回答者全体に

占める割合は15.4％であったこと。ただし、この割合につきましては、あくまでこの調査に

ご回答いただいた方のみの結果でございまして、無回答の方も相当数おられましたことから、

この度の調査を通じての貧困と思われます世帯としての全体把握は、どうしても困難である

というようなことにつきまして、現状についてはご理解いただきたいというふうに思ってい

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） 家庭の経済的な理由で子どもたちが学習に決して支障をもたらすこと

のないように、目の届く支援が行われなければなりません。安心して教育を受けられる環境、

そういった条件づくり、貧困の世代間の連鎖を断ち切ること、これは行政の責任ではないか

と思われます。 

  アンケートから、朝食を毎日食べていますかの問いには、時々食べる子もいれば、ほとん

ど食べない、全く食べない、そういった子もいまして、またその中に、主食がスナック菓子

だけという子も中にはいます。朝食を食べないと答えた子以上に、毎日食べていますという

子が多いのは良いのですが、このスナック菓子を食べている子も、毎日食べていますの中に

入ってるのかなというちょっと心配な回答がここで見つかっています。それも、子どもたち

もまた１人で食べる、子どもたちだけで食べる、そういう状況も現れていることが見受けら

れます。本当に大いに、先ほど言ったほのぼの食堂、こういうところに来て楽しく食べてほ

しいものです。 

  しかし、ほのぼの食堂は虻田地区にしかありません。それも週１回の昼食だけ。学童の子

もそこで食べられる、そういった方法もとり、そしてまた、回数や場所、これはこのままで

良いのか。もっと増やして、もっと多くの子どもたちや大人の方も行きやすく、利用できる

ようになると思いますが、その考えはありますか。 

○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） まず、福祉のほうからは、今、地域食堂の関係で、ほかの地

区へのというようなお話もあったかと思います。虻田地区におきます地域食堂事業の運営に

つきましては、現在、ＮＰＯ法人への委託によりまして、毎週土曜日に実施しているところ

でございます。事業を開始いたしまして概ね２年が経過したところでございます。課題とい

たしましては、まだまだ周知も十分とは言えない状況にございますことから、地域食堂の認

知度という部分につきましては、さらなる地域浸透を図っていく必要があるものと感じてお

ります。 

  また、事業を継続的に実施するための財源の確保につきましても、今後の大きな課題の一

つともなっているところかと考えております。洞爺湖温泉地区、洞爺地区への事業の拡大に

ついてでございますけれども、これまで、現在の虻田地区における実施母体となっておりま

す法人も含めまして、地域で受け皿となっていただけます団体等の協議も行ってきたところ

なのですけれども、なかなか引き受けていただけるところまで調整が今ついていない状況に
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ございます。苦慮しているところでございます。 

  こうしたことから、まずは虻田地区におきます地域食堂事業の充実化を図りますとともに、

継続的に実施していくに当たりまして、最も重要な財源の確保を図りました上で、洞爺湖温

泉地区、洞爺地区におけます受け手となっていただけるような地域の団体等の掘り起こし、

協議等を進めてまいり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） いろいろな難点はあるでしょうけれども、ぜひともこういった多くの

人に利用してもらえるように、もちろん認知もしなければなりませんし、増やすことも考え

ていってほしいと思っています。 

  続いて、アンケートからちょっと質問させていただきます。過去１年間に経済的な理由で、

子どもたちが幼稚園、保育所、小学校、中学校で必要とする用具、道具、教材、そういった

ものを買えなかったことがありますかの問いに、ありますと答えた、そういった方々が、私

にしてみれば決して少ないとは言えない数でした。また同じように、学校に支払う経費、例

えば運動会、何々会、写真を撮った、その買うお金、そういったものに苦慮したこともある。

そういった答えもありました。また、生活においては、光熱費を支払えないという家庭もあ

りました。また、子育てをしていて不安に思うことは、負担に思うことは何かの問いに対し

て、就学前、保育所、そういった家庭においては、自分の時間がないというのが１番でした

が、小学校からのところでは、経済的な問題が１番に上がっていました。そして、あなたが

必要とし、重要と思う支援は何ですかという問いに対して、これは全世帯で断トツ１位が、

子どもの保育、就学費用の軽減でした。 

  先ほどお聞きしましたように、平均年収はとても低い、道内からしても低い。これはあく

までも年収の平均です。手取りにはなっていません。この低さで今後、高校、大学、専門学

校など、子どもが望むなら行かせてやりたい、これは親心だと思います。しかし、この平均

年収で本当に大変で経済的に苦しい。就学の費用、経費、これを求める声は大きいのは当た

り前かと思います。これは、要保護、準要保護世帯に限らず、平均的年収の家庭にとっても

本当に大きな問題ではないでしょうか。修学旅行費や入学・進学のランドセル、制服、そう

いったものは非常に頭の悩ますところと思われます。 

  また、子どもを産み育てる、この今の社会は、これに対して十分に評価しているかと思い

ますかの問いに対しては、思う、どちらかというと思う、評価してもらっている、そう感じ

る人の倍が、思わない、どちらかというと思わない、こういうものでした。一生懸命子育て

をしても社会はそれを認めてくれていない、そういった方が２倍以上いるのです。 

  今回、保育料の無償化が行われました。おかげで喜んでいる人もたくさんいるかと思いま

す。ですが、日本のあちこちに、今までと全然変わりない。特に、ひとり暮らしや低所得者

の方には、うちなんかもっと負担が増えたという、そんなところもありました。この洞爺湖

町にはいませんが。その上に消費税を上げて、負担がますます大きくなる。こんな中で、町

が独自にこの負担をいかに減らしていけるのかが問われるのではないでしょうか。国がこう
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言ったからといって、全てその言いなりになるのではなく、町民のほうを向いて、苦しみを

訴えている、そういった声に耳を傾けていろいろなことをやっていってほしい。 

  茨城県の多くの自治体では、ランドセルの支給を全生徒に行っているそうです。その中の

日立市では、1975年からずっとやっているそうです。ですから、子どもも親もそれが当たり

前のようになっている。また、来年度からは中学校のスクールバックも支給する予定、そう

いったことらしいです。これは大きく家計を助けることになると思われます。 

  今度は町の責任で、こういったランドセル、以前もありましたよね、ランドセルを支給し

ていた。これを町の責任で行ってほしい。そして子育て世代の人たちを助けてほしいと思わ

れていますが、その点についてお考えを聞きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） まず、ランドセルのお話をさせていただきますと、以前、社会福祉

協議会のほうで、新入学児のいる生活困窮世帯に対してランドセルの給付を行っておりまし

た。その後、今現在は廃止となっております。廃止となった理由というのは、社会福祉協議

会のほうで財源の確保なり等々の問題等がやはりあるというようなことをお聞きしておりま

したけれども、確かにランドセル一つにいたしましても結構な高額の費用になることから、

保護者としては負担も大きいことかなというふう思っている次第でございます。ただ、ラン

ドセルだけ給付すれば良いのか、そのほかにもっと、根底にある問題は何なのか、やはりそ

こら辺の大きなところを探し出しながら、掘り起こしながら、今後の洞爺湖町の、うちの町

の現状について確認をした上で、その時点で何ができるのか、貧困対策として何ができるの

か、その一つとしてランドセルがあるというようなことであれば、それはやはり効果的なも

のかというふうに思うのですけれども、まずはそういった現状の把握だとか、それから皆さ

んで貧困対策についてこれから議論する部分、これが多々必要ではないのかなというふうに

思っております。 

  やはりそれもそうなのですけれども、経済的な負担、支援、これもやはり大きなところに

なるかというふうに私は思っておりますけれども、もう一つ、国のほうでは、５本柱という

ことで、貧困対策については提示しているところでございますけれども、やはり貧困の連鎖

を断ち切るためには、教育が一番重要なところではないのかなというふうに思っております。

そういった形で考えたときに、地域社会のつながりや支え合いの希薄化、児童虐待の増加、

また、子どもたちの規範意識や社会性等の課題、貧困問題の深刻化、さまざまなこういった

現代の世の中において、地域とともにある学校づくり、これらを推進するために、現在、学

校では、保育所や地域の皆さんを構成員とする学校運営協議会というものを運営してござい

ます。そこの協議会の中に、やはり子どもの貧困対策というものは重要な課題だというふう

に私も認識しているところから、今後取り上げていただきながら、議論していただくような

お願いを教育委員会としてもしていきたいなというふうに思っているところでございます。 

  ちょっと横道に逸れたかもしれませんけれども、まずもう一度整理させていただきますと、

やはりランドセルだけの問題ではなく、根本にあるものをきちんと見極めながら、社会全体



- 61 - 

でその対策等について議論をしていくことが、やはり必要ではないのかなというふうに思っ

ているところでございます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 当町の低所得対策、これは先ほど前の議員の方にもお話しさせても

らったのですが、やはり非常に低い所得水準にあると。これは行政も認識しているところで

ございます。しかし、町自体も、議員の皆様も知ってのとおり厳しい状況にある中で、私ど

もの町、苦しいながらもできることからまずやっていこうということで、今現在、先ほど担

当課長が述べたような子ども・子育て支援対策等々もやらせていただいているところでござ

います。今、教育長のほうからランドセル云々の話もありました。いろいろなものを検証し

ながら、私どもの町として今何ができるのだろうということは、今後また考えていかなけれ

ばならないなというふうに思っております。 

  今すぐ、では、これができるのかというふうなことになりますと、なかなかそうはいかな

いだろうと。いろいろな、今現在も当町の中で行財政改革審議会が始まっております。いろ

いろなことを町の総体のものをやはり考えて財政運営をしていかなければならないなという

ふうに思っておりますので、そういうふうな時代が来ることを願いながら、私どもも頑張っ

ていきたいなというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 何が必要なのか、もちろんランドセルに限らず、根本的なものはたく

さんあると思いますが、具体的にこういったものをする。何ができるかを考えるのではなく

て、何をしなければならないか、そこに重点を持っていって進めていってほしい。そのため

にはどうしたら良いのだろう、それをするにはどうしたら良いのだろう、それを計画的に進

めていってもらいたいと思います。 

  時間がないので。貧困要因となっている保護者の経済的な支援、就労対策、それとともに

学習支援、今後対策をとることが求められています。その対策についてお聞きします。 

  憲法でも、全ての国民は勤労の権利を有し、ずっと続きますが、生活に困窮している人も、

ひとり親の人や老年者、若年者、ニートの人も、就労支援を必要としている多くの人々に対

して、自分らしく生きる、生きがいのある、働きがいのある仕事を実現することが大切です。

就労体験をさせる、就職に向けた準備、仕事上のキャリアを発展させる、個人個人に合った

支援で社会に出る、自立に向けての一歩を踏み出せる、自分の仕事を自分で決められるよう

に、数多くの情報を提供する。それらを進めるためにも、じっくりと相談できる場所の提供

も必要ではないでしょうか。 

  初めてのことの不安を共有し、仕事についてもすぐ支援を打ち切らない。自分のペースで

自分らしく働けるように、仕事を持続できるように見守っていってほしい。まずはじっくり

と落ち着いて相談できる場所、そしてその取り組みに向かって動いてほしいと思います。 

  また、相談できる場所と同時に、町民がいろいろな面で悩み、この悩みを一体どこに話せ

ば良いのだろうというのがわからない。役場に来てもどこの課へ行って良いかわからない、
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そういう方が随分いるのではないかと思います。そういった方のためにも、相談窓口という

か案内所というか、そういった窓口を役場内に設置することは必要でないでしょうか、それ

を伺います。 

○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が、前段でもご回答さ

せていただきましたけれども、子どもの貧困対策につきましては、現在、洞爺湖町の子ども

未来応援計画に加えまして、第１期の洞爺湖町の子ども・子育て支援事業計画に沿いまして、

それぞれの施策を推進しているところでございます。 

  とりわけ保護者の経済的支援による暮らしの支援につきましては、やはり最も大きな要因

の一つではないのかなと認識しておりますことから、財源の確保を図りながら、可能な限り、

まずは既存の取り組みの実施に努めてまいります。 

  また、就学支援、学習支援ということのお話もございましたけれども、これらに係る対策

についてでございますが、これまでの町単独型で実施してまいりました既存の取組に加えま

して、現在は、北海道の公共事業にも携わっております、町外の生活困窮者自立支援機関と

もネットワークを構築の上、連携強化を図りながら多様な就労ニーズに対応する相談支援や、

生活困窮世帯に係る学習支援の体制を整備することによりまして、現在、支援に努めている

ところでございます。 

  こうしたことから、今、就労支援につきまして、相談窓口というようなご提案もございま

した。就労に係る相談につきましては、現在、日頃の窓口における対面相談、それから電話

による紹介相談、あるいは場合によりまして、体のご不自由な方につきましては、ご自宅に

赴きましての訪問相談などを通じまして、丁寧に対応させていただいているところでござい

ますけれども、その相談内容も非常に多岐にわたるものが多くなっているというふうに感じ

ているところでございます。 

  こうしたことから、町といたしましては、これまでの行政のみの限られた対応に留まると

いうことではなくて、町外の、先ほど申し上げました生活困窮者の自立支援機関、ある程度

専門知識を有します方々とのネットワークを構築した上で、さらなる連携強化を図りながら、

多様な就労ニーズに対応する相談支援ですとか、生活困窮世帯に係る学習支援の体制を既に

整備しているところでございますけれども、そういったことを踏まえまして、現在のところ

は、総合相談窓口というところの設置につきましては、今後、そういった状況も十分に検証

しながら進めてまいりたいなというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今後と言わずに、できるだけ早急に、役場に来たら、ここへ行けばわ

かるのだ。ここへ聞けば、どこで説明を受けられる。即対応していただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。時間がないので、するか、しないかだけ、お願いします。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 
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○副町長（遠藤秀男君） するか、しないかだけということでございましたので、これは将来

的な課題として受け止めさせていただきたいと思っております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ごくごく短い将来的に考えていただきたいと思います。こんなのはす

ぐにでもできることだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  私の質問を終わります。 

○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４５分） 
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