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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。 

  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、５番、立野議員、６番、五十嵐議

員を指名いたします。 

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

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第２ 一般質問を行います。 

  本日は、８番、今野議員から７番、千葉議員までの４名を予定しております。 

  初めに、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） 今野です。 

国民健康保険資格証明書の廃止をについて質問させていただきます。 

現在の国民健康保険法と、そして旧国民健康保険との違い、これは相互共済から現在の社

会保障と明確にされたことです。必要な医療が受けられるようにと考えられて、1973年から

70歳以上無料になりました。よかったな。若かったのですけれども、将来は心配しなくてい

いのだという思いで、ちょっと安心した記憶が今でも残っています。 

収入のピークが40から59歳まで、それを過ぎると下り坂になっています。これは一般的で

収入が下がりますが、逆に上がるのが入院や通院などで医療にかかってくる出費がふえてき

ます。現実は、お金がなく生活に困窮し、そのため病院にも行けずに、手おくれで死亡する

事例が全日本民医連の調査によると、この５年ほどでは毎年60件ほどの死亡事例が集約され

ていると言われています。 

少ない年金と高過ぎる国民健康保険料、これが現実。払えない人が出てきても不思議では

ありません。当町においても、そのような世帯があり、国民健康保険資格証明書などが交付

されております。交付されている理由とその交付されている全世帯件数、また滞納者の全世

帯数、そして短期証明の交付世帯数をお聞きします。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 住民課から国保の短期被保険者証及び資格証明書が交付される理

由とそれぞれの交付件数を申し上げます。 
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  短期被保険者証の交付につきましては、被保険者証の検認または更新の際、現に納期限を

経過した保険料の滞納が認められた場合は、短期被保険者証を交付することができるとなっ

てございます。また、資格証明書の交付につきましては、短期被保険者証の対象の中で再三

の納付相談、または納付指導に応じない者など、洞爺湖町国民健康保険税滞納者に係る措置

の実施要綱に規定する対象者に対して資格証明書を交付するものとなってございます。 

  短期被保険者証の方につきましては、保険証更新時期、６月になりますが、滞納がある方

のリストアップを行い、短期被保険者証の対象者の判定を行い、その対象者を決定しており

ます。資格証明書の方につきましては、要綱で定める保険税滞納者に係る措置審査委員会に

おいて審査し、その対象者を決定しております。 

  交付件数につきましては、短期被保険者証交付対象世帯数及び被保険者数、これは令和２

年１月末現在でございますが58世帯93名、うち高校生以下の子どもがいる世帯数及び被保険

者数は８世帯14名でございます。また、資格証明書交付世帯数及び被保険者数につきまして

は６世帯８名で、うち高校生以下の子どもがいる世帯は１世帯２名で、この高校生以下の子

どもにつきましては短期被保険者証を交付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） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 国民健康保険税の平成30年の現年度分の滞納者の人数でござ

いますけれども、112件となってございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 洞爺湖町の国保に加入している所得階層を調べていただきました。今

言われた数とちょっと差があるのですが、多分、今言われたのが新しい数だと思います。 

未申告世帯、そして131万円以下の世帯から1,000万円を超える世帯です。平成28年、29年、

30年とありますが、平成29年と30年を比べてみました。４月１日の調べですので、実質は平

成27年から29年となると思います。平成28年４月調べと平成30年４月調べの所得の増減を比

べてみますと、約15世帯の増減があります。その中でふえている世帯、一番高い1,000万円

を超える世帯が33世帯となり、一方で、一番低い131万円以下の世帯が100世帯となっていま

す。その100世帯余りがふえている131円以下の世帯だけで、国保に加入している全世帯の約

60％を超えています。未申告者を入れると70％近くにもなります。滞納はしないと思ってい

ても、国保料を支払うことができなくなることはないと思っていても、それを言い切れる人

はいないのではないでしょうか。 

  1987年に資格証明書交付の実施がされたときです。国会の論戦で、厚生労働大臣の答弁に

こうあります。資格証明書の交付は悪質滞納者に限定するとし、悪質滞納者であると証明す

る責任は行政にあると言われています。現在、資格証明書交付の世帯は、先ほど言ったこと

とダブるかもしれませんが、どんな理由から悪質と判断されましたか。 

また、健康と思っていても健康はいつどんなときに崩れるかわかりません。年を重ねるこ

と、それだけでも体の不調が多くなったり、そしてストレスの多い社会の中で体調を崩す、
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悪くする人もいます。最初から低収入世帯にとっては、収入が減らなくても医療と薬代、そ

して物価の値上げなど出費がふえることは実質的な減少となります。 

こういった健康面や家庭の状況、そして経済面について、どれほど把握された上での交付

となっていますか、お聞きします。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 悪質な滞納者の基準というのは、町にはございませんけれど

も、これまで督促状並びに催告書に対して何ら本人からの連絡もないなど、納税の意思が見

受けられない場合や、納付相談後の納付計画が連絡なく履行されていない場合を悪質なケー

スとしております。滞納者の全てを悪質なケースと認識しているところではないところでご

ざいます。 

  また、交付の基準でございますけれども、短期被保険者証並びに被保険者資格証明書の交

付に際しましては、洞爺湖町国民健康保険税滞納者にかかわる措置の実施要綱に準じている

かを判断した上で交付しております。被保険者証資格証明書の交付に際しましては、同要綱

に定める被保険者証償還の措置並びに保険給付の一時差どめ措置の決定を保険滞納者にかか

わる措置審査委員会の審査において決定しているところでございます。 

  また、滞納のある世帯につきましては、世帯の状況、収入の状況、勤め先の状況、預金、

また資産の状況など滞納処分に必要な情報を把握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） 今、全員が悪質とは言えないという言葉があったと思うのですが、そ

ういう方にも、やはり交付されているのですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 交付に当たりましては、先ほどの町といたしましては督促状、

催告状に何ら連絡もない、また、そういった納付意思が見られない場合、納付相談所後の納

付計画がない場合、こういった再三の町からの催告、督促に一向に納付の意欲を示さない

ケースに対して発行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） 悪質滞納者をちょっと調べてみましたが、納付相談、納付指導、要請

にも一向に応じない。先ほど言われたとおりです。所得及び資産などを勘案すると、十分負

担する能力があると認められている者が納めていない。納付相談または納付指導において取

り決めた納税、そして、そういった誓約を実行しない。それから、滞納処分を行おうとする

と、意図的に変えてしまう。名義を変えたり、隠してしまったりする。平成２年以降の課税

に係る各そういったものの納期限から１年が経過しても当該未納の税について納税のないも

のは１年半というのもあり、これは該当しなくても、これらと同様のもの、そういったもの

が悪質とされて挙げられていました。 

  全国保険医団体連合会から公表されたものですが、資格証明書での受診率、ちょっと古い

のですが、2003年から2009年のものですが、受診率は2003年が18.37％、2009年で12.9％と
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減っています。一般の保険証と資格証明書の受診率では、2003年が一般の保険証では38人に

対し資格証明書での受診は１名。ところが、2009年になると73名に対して１名となっていま

す。その差がどんどん広がっているのです。 

滞納している人の中には、きちっと国保税を支払わなかった自分が悪い、支払いたくない

わけではないが生活の何をもっと削ればいいのかがわからない、支払える見込みを立てられ

ない、相談にも行けない、病院に行きたいけれども仕方ない、最初から諦めてしまう。この

ようにさまざまなことを考え、不安な生活を送っている人は少なくないのではないでしょう

か。そういう話は、私も実際に聞いています。 

滞納者で、滞納金が計画どおりに支払いができていない人でも資格証明書を交付されてい

ないことはありますか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 資格証明書につきましては、先ほどの要綱の定めにより、納

期限を経過した保険税の滞納が認められた場合は短期証を発行することができますが、交付

措置の解除といたしましては、滞納額の２分の１の額が納付され、納付相談または納付相談

に誠意を持って誠実に対応いただいて取り決められた保険税の納付計画が履行されていると

認められたときと規定されており、この除外規定が適応されるケースにつきましては、短期

証の対象外としております。 

また、資格証明書につきましては、短期証と同様の基準のほか、18歳に達する日以後の最

初の３月31日までの間にある者、就学中の者、社会福祉施設の入所者、北海道医療給付事業

に関する助成を受ける者、また特別の事情のある者をこの要綱の定めにより除外しており、

当町もそのように対象除外と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） 洞爺湖町国民健康保険税滞納者による措置の実施要綱、これを私も見

させていただきました。その中に、資格証明書の交付の適用除外者の資格証明書の取り扱い

というのがありました。ちょっと私は、この意味がわかりませんでした。資格証明書交付の

適用除外者ということは、交付がされないということですよね。除外されるということです

よね。その除外される人の資格証明書の交付の取り扱いというのは、ちょっと意味がわから

ないのですが、その意味はどういうことですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 資格証明書の交付に当たりまして、こちらの要綱に定める、

先ほど述べました要件に該当する者を交付の対象から除外するということで、資格証明書を

発行しないケースということになってございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それでは、この人たちには資格証明書は発行されていないということ

で押さえていいのですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 
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○税務財政課長（佐野大次君） 要綱に定めております除外対象者への交付は、ゼロ件となっ

てございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） その中に、もう一つ書かれていたことが、資格証明書の備考欄に、世

帯主には別証交付という記載をするとありました。現実に今それに当てはまる人はいないか

もしれませんが、別証というのは何ですか。それは、もし当てはまる人がいれば別証を交付

するのですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 現在、別証交付の対象者はございませんので、それぞれ現在

の登録住所の世帯のほうに、それぞれ同一世帯主が一つの場所での交付ということになって

おりまして、別証による交付というのは、現在対象はゼロ件となっております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今、別証交付と記載された人が何件かというのを聞いているわけでは

ありません。そういうふうな対象者が出た場合に、別証交付と記載する理由、そして、別証

というものがあるのですか。それは交付されることがあるということですか。それを聞いて

います。 

○議長（大西 智君） 少しお待ちください。 

佐野税務財政課長。  

○税務財政課長（佐野大次君） お時間いただき、大変申し訳ございませんでした。 

  要綱第12条２項に定める別証交付でございますけれども、世帯の中には適応除外者と適応

者２人、同一世帯にそのようなケースがあった場合については、備考欄に対象外の方を記載

するという旨の別証交付とする内容でございます。 

現在、同一世帯の中に資格証明書の対象者と、それぞれ先ほどの対象外のケースが共存し

ているケースというのはございませんので、当町としての対象はゼロ件で、今後そのような

対象がございましたら、この要綱に定める交付とな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、いないというのはわかりました。もしいたとしたら、別証という

のは交付されるのですかということを聞いているのです。別証とは何ですかと聞いているの

です。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） この別証交付といいますのは、基本的には資格証明書が世帯

に該当いたしますので、その世帯の皆さんが資格証明書となるところでございます。その中

で、先ほどの納付要件につきましては多分世帯同一になろうかと思いますけれども、福祉施

設の入所ですとか、そういった18歳未満の方というところでございますので、そういったそ

れぞれ世帯の中で対象外になる除外者になるケースについては、そのような別に短期証等の

対象者となる旨を記している条項でございます。 
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○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 資格証明書の備考欄には、世帯主には別証交付と記載するとあります。

先ほど言われたのは、18歳とか、そういった感じの別な人たちがいますよね、その対象に当

たらない、そういう人たちには短期証明書とか、ほかの証明があるのですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 大変申しわけございません。先ほどの答弁に誤りがございま

したので、訂正させていただきます。先ほど、世帯の中にそれぞれ資格証明書及び短期証明

書の対象がいた場合については、別証交付となるところでございます。こちらの現在の交付

の中には、18歳未満の短期証及びそれぞれ保護者の部分が資格証明書という方がございまし

て、当町においては、世帯１件がこの別証交付の対象となっており、そのような交付をさせ

ていただいているところでございます。訂正させていただきます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それでは、別証交付というふうに記載された資格証明書、これで18歳

以下の人たちも対応しているということですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 同一世帯における別証交付ということで、短期証のほうを発

行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） それでは、なぜ、わざわざそこに別証交付というのは書かれるのです

か。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 本来でございましたら、資格証明書の対象ということになる

のですけれども、適応除外ということで短期証のほうの発行になるということで、それぞれ

世帯において異なる交付になるということから、別証交付と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） ということは、対応は短期証明書と同じ扱いということですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） こちらの交付に関しましては、当町のケースにおきましては、

18歳未満に該当するということで、この18歳未満に当たる方の交付につきましては短期証、

また18歳未満以外の世帯の方につきましては資格証明書と、２種類の交付をしているところ

でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 内容がわかりました。 

子どもが行くときは、別に証明書があるわけですよね。短期証明書なり、証明書があるわ

けですよね。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 
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○税務財政課長（佐野大次君） 11歳未満の方が医療機関にかかる場合に、当町では短期証と

して交付おりますので、保険適用での医療受診ができることとなってございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 別に子どもたちは短期証が交付されている。それで、わざわざこちら

の資格証明書のところに、それでもわかりやすく書くわけですか。別証交付というのは書か

れなければならないものなのですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） こちらは要綱の定めにより、そういった別に適用除外者が同

一世帯にいる場合につきましては、世帯主には別証交付ということで、本資格証明書と違う

交付がありますというところを世帯主の備考欄に記載するということで、要綱で定められて

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） それでは、世帯主は資格証明書のままということですね。そういうこ

とですね。わかりました。 

  ごめんなさいね、何度も。そこに書かれている別証交付というのは子どものことであって、

本人に対して交付されるということではないということだけ、ですね。そういうことですね。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） こちらの別証交付につきましては、当町での該当は18歳未満

ということでございますけれども、こちらの適用除外の福祉施設の入所ですとか、先ほど申

し上げました適用除外者が世帯にいる場合に、こちらの記載をするということになっており

まして、要綱どおり、そのような記載を現在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） 次に行きます。 

  10割負担が困難な世帯に対しての対処法。具体的な例として、10割負担が困難なときの対

処をちょっと伺っていきます。できるか、できないかで答えて、できないときは簡単にその

理由をお聞かせください。 

  まず、病院に10割負担ができないという方が受診しました。今から治療が必要です。資格

証を短期保険証として扱い、資格証の記号、番号などで保険証請求はできますか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 資格証をお持ちの方で病院にかかった場合には、通常でいきます

と窓口負担は10割負担となってございます。その後、申請により７割分が戻ってくるという

ような形になってございます。 

  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） ということは、できないということですね。まずは。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 
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○住民課長（佐藤 融君） そのとおりでございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 保険料滞納対策と患者の関係、保険の関係、これは別物として扱って、

資格証の記号、番号で保険扱いを請求させてほしいともう一度聞かれても、やはり同じ答え

ですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 医療機関の受診時において、そのような相談をされた際には、

住民課長の答弁のとおりでございます。 

当町において同様の相談を受けた際には、資格証明書の対象世帯につきましては、その世

帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じた際に、医療機関に対する医療費の一部支払

いが困難である、そのような申し出を受けた場合につきましては、保険税を納付することが

できない特別な事情に準ずる状況にあると考え、緊急的な対応として被保険者に対して短期

被保険者証を交付しているところでございます。 

また、この申し出による短期証を発行したケースは、平成30年度に１件このような申し出

があり、短期証に切りかえ、受診をされた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） 資格証明書という一つのペナルティーですよね。罰を与えることに

よってどれだけ滞納額の徴収が上がっていますか。お聞きします。もう一つ、資格証明書が

なければ徴収ができないということですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 資格証明書の対象世帯において、医療機関の利用のため申し

出があったケースにつきましては、その際の納付相談、または納付計画に基づき計画的な納

付がされ、分納分が完納され、一般の被保険者証と切りかわっているケースでございます。 

 ほかにも同様に、資格証明書の発行後、納付相談、納付計画、その後の納付により納付が

完了しているケースが３件ございまして、資格証明書の発行により、４件滞納が解消されて

いるケースがございます。 

こちらの資格証明書、短期証も同様でございますけれども、なかなか納付相談に来ていた

だけない方に対する面談の機会を確保するという観点では、非常に有効な手段となっている

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） 国保資格証明書から、今のように短期などに切りかえているというこ

とがあるということですね。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 医療受診に当たりまして、10割負担が困難ということで、当

町に相談に来た際には、そういった短期証に切りかえるというような対応をしているところ

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） 資格証による受診者が一時払いが困難である。それは町の判断で短期

保険証に切りかえることが可能であると書かれています。洞爺湖町の措置の適用除外につい

ての対象にも、特別の事情があるときと確かに書かれています。そういった10割負担ができ

ない、その人たちはその事情に当たるということですよね。 

発熱外来、これは、きのうのあれともダブりますので、資格証明書を提示した場合には、

当該月の医療については当該証明書を被保険者証と見なして取り扱うこと。これは、きのう

の答弁にもありましたけれども、私の受け取り方は間違っていませんか。簡単に。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） きのう申し上げましたのは、新型コロナウイルス感染症対策の一

つとして申し上げた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） 2009年９月２日付の厚労省が出された事務連絡の中に、こういうこと

があります。医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に対する一時払いが困難であると申し

出を行った場合、新型インフルエンザの感染の疑いにかかわらず当該世帯主は保険料を納付

することができない特別な事情に準ずる状況があると考えられています。これは、今言われ

たとおりだと思うのです。 

その中のＱ＆Ａのところに、こういうのがあります。資格証明書世帯からの申し出でイン

フルエンザの疑いで受診したいけれども10割負担ができないのですが、これは特別の事情と

して扱えますかという質問に対して、厚労省の答えは、特別な事情として考える場合におい

て、世帯の状況について改めて確認することができない場合、後日確認をとることとし、緊

急なときの対応としては、短期被保険者証を交付することは差し支えない。しかしながら、

このような場合は資格証明書の交付時点で特別の事情の把握に努めていれば、もともと資格

証明書の対象ではなかった、そういう可能性もあるということであり、資格証明書の交付時

点でなぜ把握できなかったのか。事務処理体制のチェックをするとともに、ほかの資格証明

書の交付世帯についても、新型インフルエンザの大流行前に、再度、特別の事情の把握を徹

底するなど、被保険者の医療に遺憾なきよう適切な運用に努められたいとの答弁になってい

ます。 

また、市町村を納付受託機関とすることは短期証の更新などのために、先ほど言ったよう

に、窓口に来たときに滞納者がその場で支払うことができるようにするためであって、市町

村に国民年金の保険料の徴収責任を負わせるものではないとも言われています。 

この厚労省の答弁を受けて、資格証明書の交付が、何が何でも必要とするのか。それがな

ければ滞納金を徴収することができないのか。町長の考えを聞かせてください。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 特別の事情というのはさまざまな要因があろうかと思っております。
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資格証明書というのは、私思うに、収納率アップだけが目的ではないというふうに思ってご

ざいます。議員のほうからもおっしゃられましたけれども、国保制度、相互共済から社会保

障というふうに変わってきております。その中にあっても、国保制度を健全に継続的に運営

していくためには、どうしても国保税というのは必要な財源というふうになってございます。

本当にそういう意味では、所得に応じて７割軽減とか所得割、資産割、それから均等割とご

ざいますけれども、そういう形で税を出しております。できるだけ負担の公平を図ろうとい

う観点からそれぞれの世帯に税をお願いしているところでございます。 

  そういう中で、やはり理由なく滞納をずっと続けておられる方、そういう方については、

やはり理由を、国保制度のルールというものを理解していただかなければいけないと。その

ためにも資格証というのは効果があるというふうに思ってございます。理由なくルールを無

視することを、私どもが本当に見逃していいのだろうかということにつながっていくと思う

のですよ。そういう意味では、今申し上げたように、納付ということよりも、まずは相談の

機会を持っていただくという話が大事かなと思ってございます。 

  先ほど、特別の理由とかあるということで、滞納者全てに一律に交付はしてございません。

これは理解していただければいいかなと思っております。やはり、そのほかに、世帯それぞ

れの状況等を勘案しながら進めているという状況を理解していただくのと、先ほど言われま

したように、本当になかなか相談しづらい、払いたくても払えないのだというのもあろうと

思います。それに対して私どもは、やっぱり何の連絡もなければわからないわけですよ。だ

から、そういう気持ちも大変わかるのですけれども、ぜひとも少しの勇気を持っていただい

て、町のほうに相談をしていただければなと。電話でもまずいいので、全く無視されると、

私どももどうしようもないのですよ。そういうことをちょっと理解していただきたいなと

思っております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今、こういった国の制度のもとで払わなければならない。そういう

ルールを知ってもらうためにも必要だという言葉がありました。また、相談に来なければわ

からないという言葉が出てきました。 

では、資格証明書を出したら、その方たちはそのルールを把握することができるのですか。

それから、資格証明書を発行する前にきちっと把握しなさいと言われているのに、来ないか

らわからない、だから出す。これで把握はできたことになるのですか。お聞きします。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 資格証を出したから、それを理解してもらっているかというのは、

また別問題だと思います。資格証によってそういう機会をつくり出すということなのです。

そこは理解していただきたいと思います。 

  それから、相談に来なければわからない、その前にしっかりとその状況を町として把握す

べきではないかというお話かなと思います。これに関しても、当然、資産とかそういう部分

については、私どもは把握しますけれども、やはり、その家庭の本当の何で払えないのだと
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いう状況をどうやってつかむのか。ですから、私どもは督促であったり、たまには状況に

よってはそのお宅に伺ったりするのですけれども、門前払いされたりということも多々あり

ます。そういうときに、私たちは何をしていいのか。一つのきっかけというのが資格証だと

思うのです。それを理解していただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 先ほども言いましたように、特別の事情の把握に努めていれば出す必

要はなかった。そういう可能性があると言われています。そして、訪問に行ってもシャット

アウトされる。その中で、なぜそういう事態が起きるのか。相談したら、まずは滞納金を納

めなさい。それが一番先に来るのではないかと。自分は医療を受けたいのだけれども、まず

そこに到達するのではないか。先ほども言いましたように、どうして払っていいかが自分で

わからない。行けば、それが言われる。そういうことの原因もあるのではないでしようか。 

  こういった内情をできるだけ聞き取る。これは、やはり行政の責任ではないでしょうか。

把握するという責任ではないでしょうか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 当然、私どもとしは、そういう努力をさせていただいていると思っ

ております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） やはり把握できない状態で出しているということが、今わかりました、

はっきり。そして、ここに言われています厚労省の事務連絡の中に書いていることとは違う

ことが行われている。これもわかりました、はっきり。 

町長の意見を聞きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 町内には、年収130万円以下の世帯がかなり多いと、私どもも認識し

ております。国保税だけでなくて、住民税、住民税は非課税になりますか。ただ、水道料、

電気代、いろいろなものがあります。でも、私どももむやみに全額を一遍に払ってくれとい

うことを職員が言っているわけではございません。滞納者がいる場合には分割納入、例えば

それが１年で終わらなければ２年間で納めてください。そういうふうな手順をとらせていた

だいております。 

その中で、どうも行政の言っていることがご理解できない方も中にはやっぱりいらっしゃ

るということの中で、以前は、国民皆保険、皆で助け合いましょうという制度でございまし

た。それが、そういうごく一部の方々で、いわゆるこちらのほうも悪質と見なした者につい

ては、やはりある程度のペナルティーというか、そういうものが当然必要になってくるだろ

う。そのためには、何回も何回もやっぱり状況を確認するということが必要になってこよう

かなと。そのために、先ほど来言っております督促を出したりだとか、あるいは家庭訪問を

したりだとか。 

私も、実は国保とはちょっと違うのですけれども、昔、水道をやらさせていただいていた
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ときに、何回もお邪魔しました。ご本人ともお話をさせていただきました。どうも、誠意が

伝わってこないということで、やむなく、何月何日何時に水をとめさせていただきますとい

う措置をさせていただきました。それにはちゃんとルールに従って通知をしながらやったわ

けでございますけれども、やったその日にある程度の、全額ではなかったですけれども、役

場のほうに金を持ってきていただきました。誠意が認められた。そういう判断を町のほうで

いたしまして、すぐにそれを開栓したという事例もございます。 

同じように、国保についても、加入者の、いわゆる国民皆保険ですよという意識を持って

いただく。これがやはり肝要かなと思っております。私どもも出したくて出しているわけで

はないということをご理解いただければなと。とにもかくにも、そういう方がいたときには、

何回も督促も出しながら、そして足を運びながら、また、いろいろな私どもの情報収集で得

るもの、役所内でできるものは収集しながら、最終的にはご本人と何回も話し合う。その結

果、どうも誠意が見られてこないというときの最終手段としてやらさせていただいている。 

そして、特にいろいろありますけれども、18歳未満、あるいは施設にお入りになっている

だとか、そういう部分については、しっかり手当てをさせていただいているかなというふう

に思っておりますが、幸いなことに、町には今のところ資格証明を出している方もいらっ

しゃいます。だけれども、そういう方々も困ったときにはやはり病院にかからなければなら

ない。そのことをしっかり日常生活の中で知っていただければなと。そういう努力は今後と

も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） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 今、町長おっしゃいましたとおりですが、先ほどの議員の発言で、

把握できない状態で発行しているというふうにお話しされました。私は、そういうつもりで

は一切言っていません。努力させていただいていると。しかも、滞納のある世帯につきまし

ては、世帯の状況、収入の状況、預金の状況など、滞納処分に必要な情報をちゃんと把握し

ております。その上で、そういう世帯でありながらも、家庭内のいろいろな事情で払えない

部分というのが出てくるかなと。でも、それに関してはなかなかわからないところがあるか

ら、ぜひとも相談をいただきたいという意味なのです。何もしないで、資格証明書を発行し

ているわけではないです。そこは理解していただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） ここで休憩といたします。再開を11時10分といたします。 

（午前１０時５５分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時１０分） 

○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を行います。 

  今野議員。 

○８番（今野幸子君） 資格証明書世帯の方が短期証明書に切りかえられたのかどうかはわか

りませんが、洞爺湖町の病院、医院などでちょっと話を伺いました。資格証明書で受診に来
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た方がいるか。そうすると答えは、「私の知っている限りではいない」。中には「４年くら

いはいない」という答えが返ってきました。ほかの病院に行っているのかもしれません、私

の聞いた以外の病院に。 

受診したくても経済的に病院に行けなかったということであれば、これは重大なことです。

保険料の滞納、政策のために健康と命を守るための保険を使えなくするようなこと、命を保

険滞納金の担保にとっているようなものです。 

  先ほどの政府の答弁だとか、憲法を鑑みると資格証明書を出す前にさまざまなすることが

あります。悪質かどうか、そして本当に10割が負担できる世帯なのか、財産は本当にあるの

か。いろいろな部分で把握することが必要ですが、それがなかなか難しい。そして、受診が

必要なとき、そのときに本当に毎回確認をしているのか。緊急時にはさかのぼって保険証を

適用にすることを確認の上行っているのか。現在そういう人たちがかかっていないというこ

となので、そういう事例は当町にはないのかもしれません。しかし、今後ないとは言えない

のです。それが経済的な問題でなかった、そういう事例がなかったということであれば、本

当に大変なことなのです。 

  そして、これらを全て実行することはとても難しい。こういった自治体も多くあります。

そして、資格証明書の交付を全部するには難し過ぎるから資格証明書の交付を中止した自治

体、または、本当に財産もいっぱいあって10割負担ができるのだと、そういった悪質世帯者

だけに限って交付するという自治体もあります。 

この洞爺湖町でも、納税対策で医療保障を奪うことを行わないこと、国民健康保険資格証

明書の交付を廃止すべきです。この点について伺います。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 先ほど、町長、副町長から答弁のあったとおりでございます

けれども、担当課といたしましては、交付の際に定期的な納税相談、そういったことが行わ

れており、そういった納税相談の機会を確保するといった点においても非常な有効手段であ

り、今後も継続して資格証明書の交付を予定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） その相談は、先ほど言った把握をした上での相談になるように、でき

るだけ心がけてください。人の命にかかわることです。本当に、ああ、あのときに受けられ

るようにしておけばよかったということのないように、交付する前にするべきことを十分に

検討してすることを要求いたします。 

  次に、医療を受けやすくするために、一部負担金制度の今後の活用について伺います。 

誰もが安心して医療にかかることができるような日本であってほしい。そして、洞爺湖町

であってほしい。特に保険料、所得割のほかにいろいろな平均額割と平等割、三つの課税で

国保料は高くなっています。先ほども言ったように、131万円以下の世帯が約70％近く占め

ている。現在、一部負担金減免を活用されている世帯は何件ほどありますか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 
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○住民課長（佐藤 融君） ご質問の一部負担金制度で活用されている世帯の数でございます

が、過去５年間で実績はございません。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ここでも洞爺湖町の減額免除及び徴収猶予などの要綱をちょっと調べ

させてもらいました。特別な理由があるものとして、その理由が挙げられていました。やは

り、いろいろな災害、不作、そういったものが特に挙げられていました。しかし、近年、生

活保護基準以下の収入で暮らしている人たち、低年金の人たちがふえています。洞爺湖町で

も同じことが言えます。国保加入世帯の保険料滞納世帯の中での軽減を受けている世帯が約

52.5％と聞いています。初めから収入の少ない人、劇的な減少というのはその対象の中にあ

りましたが、そういう人たちの特別な減少というのはありません。しかし、病気やけが、そ

ういった感じの物価の値上げなどの出費がふえることで実質的に下がってしまいます。 

  厚労省も2010年９月、全国的な一部負担金の減免について通知を行い、次のように条件を

示しています。入院する場合、通院の場合は、保険者が決めてほしい。そして、生活保護基

準、生活扶助、教育扶助、住宅扶助をプラスした金額の以下、そして、預金が生活保護基準

の３カ月分以下、こういうふうなものが出されています。 

  当町の減額免除及び徴収猶予取り扱い要綱の中にも先ほどの厚労省からの通達の文面があ

りますが、この制度を知らないで受けられない、そういう条件のもとにいながら、受けられ

ずに病院の受診を控えている方がいるのではないでしょうか。こういった医療を受けやすく

するための一つである一部負担金減免制度を活用していただくために、今後どのようにある

べきと考えていますか。お聞きします。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 一部負担金減免制度の今後の考え方でございますが、今後、制度

を拡大するかどうかのことにつきましては、今のところ当町では国の通知等に基づき取り扱

い要領を定めて運用しているところでございます。一部負担金減免は、市町村が条例等で規

定し実施するため、道内市町村においてさまざまな基準で運用されているところでございま

す。 

現在、北海道では、国民健康保険運営方針策定検討ワーキンググループを設置して標準例

の策定に向けて検討を重ねているところでございます。当町におきましては、今後この標準

例が示されるのを待って、北海道が示す基準での運用を図っていきたいと考えているところ

でございます。 

また、今、議員ご指摘のように、この制度自体を知らない被保険者等も考えられることか

ら、今後については一部負担金減免制度について保険証交付時等で制度周知に努めてまいり

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） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今後、この制度の活用で、病院の受診が本当に必要なときにできるよ
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うに要求していきます。 

  もう一つには、高額医療費の制度です。医療費の負担は１カ月の上限を決め、その額を超

えた額を支給し、少しでも家計を助けようとするものですが、これも申請しなければできま

せん。申請しなければならない、同じように知っていなければ受けられない。この制度をど

うしたら受けられるのか。制度を活用するには周知する必要があると思いますが、活用して

いただくためにどのようなことを考え行っていますか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 高額療養費制度の周知の関係でございますが、町では保険者の立

場として高額療養費の制度改正があった場合に町の広報等を活用してお知らせしているとこ

ろでございます。また、制度の変わり目には、保険証更新時に制度周知のパンフレットを同

封し、その中で高額療養費にも触れているところでございます。 

  被保険者の皆様には、医療機関の窓口で負担額が自己限度額の範囲内であることが望まし

いと思われることから、今後は保険証更新時等に高額療養費の制度についてのわかりやすい

周知に務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） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） その中にもいろいろな特例とか、また別な制度になりますが、合算療

養費制度などもありますが、そういったものもできればあわせて周知していただくことを要

望します。（発言する者あり） 

○議長（大西 智君） 冷静に。今は一般質問のときなので、発言はなるべく避けていただき

たいと思います。 

引き続いて、今野議員。 

○８番（今野幸子君） 保育料、副食費を平等に。ゼロ歳から５歳、この中で本当にいろいろ

な違いが生まれています。保育料にしても副食費にしても、ゼロ歳から２歳、３歳から５歳、

年齢によって差別されています。また、もう一つは、子どもが２番目に生まれた子、３番目

に生まれた子の対応も違っています。また、所得によっても違っています。２番目に生まれ

た子、そして３番目に生まれた子が１年生になる、または４年生以上になるといったことで

対応は違ってきますが、多子世帯への負担軽減のためにこの制度を打ち出したと思うのです

が、要求することは、本当は全員保育料、副食費の完全な無料。しかし、今ここでは、第２

子、第３子の扱い、カウントされない子がいなくなることを提案しますが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 保育料、副食費の関係ということで、議員もご承知のことと存じ

ますけれども、保育所や幼稚園等の幼児教育の無償化につきましては、子育て世帯を支援す

るために、消費税が８％から10％へ引き上げられたことに伴い、これを財源として昨年の10

月１日から始まったものでございます。この全体の、今、議員がおっしゃったとおりに、ゼ

ロ歳から５歳全てという話でございますが、ゼロ歳から２歳と、それから３歳から５歳とい
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うことでちょっと区別されて、また多子世帯、その他と分けて、ちょっと複雑なのでござい

ますけれども、これらにつきましては、全体を無償化できなかったというものの主な理由と

しまして、国の制度設計の中でゼロ歳から５歳までの児童全員の財源は確保できないという

ことでの、こういうような制度になったのだということで私どもは理解しているところでご

ざいます。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） それで、ゼロ歳から５歳までを町にということでお求めでござい

ますけれども、この制度につきましては、国が本腰を入れて子育て支援対策として大きな前

進ということで始めたという国の政策でございますので、これは法律で、国が制度として制

定してございますので、私ども一市町村がどうのこうのということではございませんので、

ご理解いただきたいことと、それから私どもにつきましては、10月１日からの無償化が始ま

る前に平成29年度から先立って２分の１を助成してございます。これも、昨年10月１日から

国の無償化が始まった以後も保育料、それから副食費ともに継続して２分の１を助成してご

ざいますので、私どもは正直なかなか全額ということには参りませんけれども、２分の１を

先駆けて実施しているということにおいては、子育て支援対策としてしっかりやっていると

いうようなことを認識しているところでございます。 

なかなか全部ということには、財源の問題がございますので、なおかつ２分の１の助成の

財源につきましては、ふるさと納税ということで決して安定している財源ではございません

ので、全額というのは非常に難しいということで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） 済みません。第２子、第３子のカウントの条件を今言いたかったので

す。それを撤廃してほしいと。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 第３子のカウント撤廃というのは、国が制度として示したもので

ございますので、私ども洞爺湖町がこれを撤廃するしないという、制度の根幹でございます

ので、それは私どもで簡単にできる話ではないので、するとすれば、議員がおっしゃるとお

り、全額助成をしないとできないということでございますので、制度そのものを撤廃とか、

撤廃しないとかという話ではございませんので、先ほど言ったとおり、全額助成はできませ

んので、そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） もうそろそろと終わろうと思うのですが、第２子、第３子の撤廃のカ

ウントの仕方を変えて、そこの部分だけ第２子、第３子に対してだけの補助を町で行えば、

全体を無料にする必要もなく、できることではないでしょうか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 今、次長から保育料の無償化の関係についてご説明させていただき

ましたけれども、国が率先して今回の保育料の無償化については取り組んだところでござい
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ます。ゼロ歳児から２歳児までの関係についても、国のほうの方針、制度に基づいた形で当

町のほうも実施しているわけでございますけれども、これ以上、当町は今は２分の１の助成

で、それから３歳児については無償、これも国のほうの制度ということで、議員も十分ご承

知かというふうに思うのですけれども、私どものほうは、本当に子育て施策の対策としては、

インフルエンザの予防接種の無料化だとか、それから中学生までの医療費の無料化、そして

保育所保育料の無償とならない方たちの副食費を含めた２分の１の助成ということで、さま

ざまな対策を実施しております。議員もご承知かというふうに思うのですけれども、そう

いった財源も、貴重な財源であるふるさと納税という財源を使わせていただいておりますの

で、保育料の部分を特化して２子、３子にかかわらず無料にしたらどうかというご提案では

ございますけれども、やはり子育て施策全体の中でのお話という形になってくるかというふ

うに思うので、今、私どもがこういった形で提案をさせていただいたとしても、やはり町民

の皆様に、ではもっとほかの子育て施策の方法が何かあるのではないのかというようなお話

をいただくかもしれません。そういったことを考えたときに、この保育料の無償化を全ての

子どもたちにということについては、私もそれは、十分議員のお気持ちというのも承知はし

ておりますけれども、なかなか現実的にはやはり難しいのではないかと。そうなったときに、

やはり国がもっと責任を持って、国の施策として進めていただくことのほうが重要ではない

のかなというふうに認識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） カウントをなくしてほしいということで、ちょっと伺いたかったので

すけれども、どうも何かそれがぴんとこないままなのですが、できれば、せめて全体が無料

にならなくても、２子、３子の取り扱いのカウントの数え方、３子は３子、２子は２子、そ

の扱いにしてもらえれば、本当に多子世帯は助かると思っています。これを強く要求して、

私の一般質問を終わります。 

○議長（大西 智君） これで、８番、今野議員の質問を終わります。 

  次に、２番、大久保議員の質問を許します。 

  ２番、大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ２番、議員、公明党議員団の大久保富士子でございます。今回、

２回目の一般質問で、ふなれではありますが通告順に沿って質問をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

新型コロナウイルス感染拡大の中で、今月４日、公立高校の入試が実施されました。感染

拡大予防のため、３日の学校公開、５日の面接を中止して、４日の学力検査のみの実施でし

た。受験生は、不安の中で受験に挑んだと思います。受験生の皆様、大変にご苦労さまでし

た。全受験生の合格の願いを込めて、学校教育における支援策について質問をさせていただ

きます。 

社会保障が、従来の医療、年金、介護に少子化対策を加えたことで、子育て支援や女性活

躍推進などの施策が随分と整備されてきました。その反面、貧困や虐待、いじめ、不登校に
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苦しむ子どもたち、子育て世帯の親、とりわけ母親たちの日々の暮らしの厳しさなど、子ど

もや女性をめぐる課題が具体的に見えてきたと言われています。 

文部科学省は、平成25年にいじめ対策推進法を施行しました。それ以降も、いじめや自殺

は減少するどころか増加傾向にあり、平成29年３月にいじめ対策推進法が改正されても、全

国で毎年数万単位のいじめがふえているデータが発表されています。地域の皆様と未来の宝

の子どもたちをお守りしたいとの思いで、最初に、いじめについて質問をさせていただきま

す。 

ネット社会が進み、ＳＮＳ等の情報が拡散する状況の中で、子どもたちを取り巻く環境が

変化する現代において、町内小学校、中学校におけるいじめの実態についてお伺いいたしま

す。 

現在、小中学校でいじめはありますか。認知件数と状況（実態）をお聞きいたします。  

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） いじめに関する認知件数と状況についてでございますが、直近の

調査によるものでお答えをしたいと思います。 

  北海道教育委員会が実施してございます、いじめ問題への対応状況調査、昨年11月末現在

では、小学校においては、認知件数は１件で、この１件は既に解決をしており、現在いじめ

件数はゼロとなってございます。また、中学校においては、認知件数は５件で、この５件は

既に解決しており、現在はいじめ件数はゼロとなっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 現在いじめは解決して、認知件数はゼロとのご答弁をいただきま

したが、解決をするためにふだんの対応が大事だと思います。 

そこで、いじめ防止に対してのどのような取り組みを行っているか質問させていただきま

す。 

洞爺湖町いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止及び早期対応に努めてまいりますとあ

りますが、どのような取り組みを行っているかお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 議員もご承知のとおり、洞爺湖町いじめ防止基本方針は、学校、

家庭、地域及び関係機関と連携し、町全体でいじめのない社会の実現を図ることを目的とし

て平成31年３月に洞爺湖町と洞爺湖町教育委員会が共同で作成したものでございます。 

  ご質問のこの基本方針に基づき、いじめ防止及び早期対応にどのように取り組みを行って

いるかとのことでございますが、いじめはどこにおいても、そして誰にでも起こり得ます。

しかも、被害者にも加害者にもなり得るのがいじめであるとの認識のもと、学校現場におけ

る主なものでお話をさせていただきますが、いじめの防止に関しては、児童生徒の社会性、

規範意識、善悪の判断力、思いやりなどの豊かな心を育む道徳教育など、また早期発見に向

けては、教職員全体で児童生徒を見守り、小さなことも見逃さない取り組みの実施、また、

いじめを発見したときは対象児童への対応はもちろんのこと、保護者や関係機関とも連携し
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ながら早期解消へ向けた取り組みを進めているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 小さなことも見逃さない取り組みの実施に、さらなる期待をこめ

て、次に、いじめにより不登校となっている児童生徒がいるかについての質問でございます。 

さまざまな理由で学校に行けなくなり不登校傾向になりますが、私の知っている不登校の

児童生徒は、いじめに遭ったことがきっかけで不登校になった児童生徒がほとんどでした。

いじめにより不登校の小中学校の児童生徒はいますか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） いじめによる不登校の小中学校の児童生徒でございますけれども、

不登校に至る原因は複合的なものも多く、原因をいじめに特定するのがなかなか難しいため、

友人関係が維持できない、あるいは友人とのトラブルなど特出して捉えた場合、中学校では

９名、小学校では現在おりません。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 先ほどいじめは解決しているとの答弁をお伺いいたしましたが、

いじめとは特定できないけれども、友人関係など何らかの理由で不登校の生徒が９名もいる

ことに残念で心が痛みます。 

そこで、小中学校における不登校の実態（現状）につ いてお伺いいたします。 

現在、小中学校の不登校傾向を含む不登校の児童生徒の数、実態をお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 小中学校の不登校、不登校傾向を含む児童生徒の人数でございま

すが、小学校でございますが、現在８名で、心身が丈夫でないであるとか、何事にも不安や

緊張が高いなどの原因によるものとなっています。また、中学校では現在22名で、友人関係

が維持できない、あるいは本人とのトラブル、あるいは友人とのトラブル、また病気や何事

にも不安や緊張が高いなどの原因によるものとなっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 私の記憶によりますと、小中学校は不登校生がいないと、そうい

うふうに認識しておりましたが、町内に30名の児童生徒が不登校傾向含む不登校になってい

る現状をお聞きしまして、正直、大変に驚いております。 

教育関係の方は力を尽くしているとは思いますが、どのような対応かの質問でございます。

不登校の児童生徒の家族も、本人同様に大変に悩んでいます。私も何人かの不登校の生徒の

家族よりご相談をいただきました。お母さんから、子どもにどのように接してよいかわから

ないとの声を聞くことが多いです。 

そこで、教育現場で不登校傾向を含む不登校の児童生徒に対してどのような取り組みを

行っていますか、お聞きいたします。 

○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） 小中学校の不登校、不登校傾向を含む児童生徒に対しての取り組

みでございますが、主なものでお答えさせていただきます。 

  小学校におきましては、教室へ入れない児童に対しては別室登校、例えば校長室であると

か、本当の別室であったり、それから担任による保護者との面談、それから家庭訪問などで

ございます。 

また、中学校におきましては、重点的な家庭訪問として、担任と学年主任による家庭訪問

の実施。二つ目、児童生徒一人一人についての理解と対応方法、学級集団の状態と今後の学

級経営の方針を把握するための心理テストＱ－Ｕの実施。三つ目としまして、保護者への共

通理解を図るためのＰＴＡ役員との懇談や学級懇談会の実施。四つ目として、読書の家での

学習。五つ目、スクールカウンセラーの活用による対応。六つ目、不登校傾向に改善が見ら

れない生徒への対応強化として、管理職による保護者面談の実施などとなっているところで

ございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） さまざまな対応の取り組みを実施していることはわかりました。 

  私も、不登校の件で教育長にご相談し、教育委員を紹介していただき、生徒のお母さんと

指導員にご相談をしました。お母さんから、子どもの不登校のことを誰に、どこに相談をし

てよいかわからない。子どもにどのように接するか専門の人のお話を聞きたいとのことでし

た。指導員のお話を聞き、お母さんの心にほんの少しでも光が差した感じがしました。 

行政には専門職の優秀なスタッフがおり、アドバイスをいただくこともできます。すぐに

解決する問題ではないですが、行政に相談することで少しでも前に進むことができると、私

は感じました。そのことをほとんどのお母さんたちはわからないと思います。相談窓口が

あっても、毎日の生活や子育てに追われ忙しく、そこへ行くまでのエネルギーがない、心理

的ハードルが高いなど、さまざまなことが理由で、初めの一歩が踏み出せない人が少なくあ

りません。 

  そこで、これまで支援の手がなかなか届かなかった人に光を当てるために、不登校傾向を

含む不登校の改善の見られない児童生徒に対しての対応と、そのお母さんに対しての対応に

新たな訪問型の専門職を配置してはいかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 新たに訪問型の専門職の配置をして対応してはいかがかとのご質

問でございますが、確かにそのような方法も対応の一つであるとは思いますけれども、財政

的なこともありますことから、即配置することはできないと思いますので、まずはご提案と

して受けとめさせていただいて、先ほども申し上げた取り組みを関係機関としっかり連携し

ながら取り組んでまいりたいということで現在考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） お話はわかりました。私の立候補のときの公約に家庭教育など子

育てで悩むお母さんの心の負担を軽減していくためのまちづくりと掲げさせていただきまし
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た。子育て世帯の方から洞爺湖町で安心して子育てができると言われるような施策の取り組

みを心より期待しています。私も微力ながら努力してまいります。 

次に、昨年10月よりＪＲの運賃が大幅に上昇して、通学費の負担が大きいとの声が通学生

の家族より上がっております。町外に通学している高校生の通学費の支援についてお伺いい

たします。 

町外に通学している高校生の通学先や人数、交通手段などを把握していますか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 町外に通学している高校生の実態、通学先や人数、交通手段など

について把握していますかとのことでございますが、現在、教育委員会で把握していますの

は、洞爺高校の閉校対策として平成26年４月から始めました洞爺湖町洞爺地区等高校生通学

費等助成に関する要綱により、洞爺地区花和及び月浦に居住し、胆振西学区等に通学する生

徒に対して通学費の助成を実施していますので、この要綱にかかわる対象者については把握

していますが、これ以外の方々につきましては把握をしていない状況でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 虻田温泉地区から町外に通学の高校生は把握していないとわかり

ました。 

そこで、町外に通学している高校生に通学費の助成を行っていますが、その内容について

のご質問でございます。 

  把握している高校生に対して通学費の助成を行っていますが、その内容についてお聞きい

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） 先ほど申し上げました洞爺高校の閉校対策として洞爺湖町洞爺地

区等高校生通学費等助成に関する要綱の概要でございますけれども、洞爺地区花和及び月浦

に居住し、胆振西学区留寿都村及び真狩村の高等学校等に通学する生徒の通学や下宿等に要

する経費を負担し、保護者に対し経済的な負担の軽減を図り、生徒の就学の機会を確保する

ことを目的に平成26年４月から始めたものでございます。通学費で各地区から通学する高校

により月額5,000円から１万円までの範囲内で、定額で助成をしています。また、下宿につ

きましては、３地区ともに同額の月額１万円などとなっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ありがとうございます。 

  そこで、ＪＲの運賃が昨年10月より上昇し、ＪＲで町外へ通学している通学生の家庭に大

きな負担となっています。その通学費に対して補助などによる支援を行う考えがあるかをお

聞きいたします。 

昨年10月、消費税10％上昇に伴い、ＪＲは運賃を大幅に賃上げしました。通学生の家族、

お母さんより負担が大きいとの声が上がっています。先日、洞爺駅にお聞きしたところ、昨

年10月より洞爺駅から伊達紋別駅まで片道大人料金80円値上げ、１カ月の定期代が1,300円
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ぐらい値上げで、多くのひとり世帯より負担が大き過ぎるとのお話も聞きました。また、通

学費を助成していただきたいとの声が上がっています。通学費の補助などによる支援を行う

考えはありますか。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 現在、町が実施しています高校へ通学する助成は、先ほど申し上

げました洞爺湖町洞爺地区等高校生通学費等助成に関する要綱に係るもののみとなっている

ところでございます。 

この制度では、対象が洞爺地区花和及び月浦に居住する方々のみに限定されていますこと

から、教育行政執行方針でも申し上げましたが、本制度の継続は実施しますが、地域を限定

せず、高校へ通学する支援はどうあるべきかを今後一、二年間の間に検討を進め、方向を出

してまいりたいと考えていますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 前向きに検討を進めていただきたいと思います。 

  子どもに投資することは未来に投資することだとの先人の言葉を紹介いたしまして、私の

一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、２番大久保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１時といたします。 

（午前１１時５１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） 

○議長（大西 智君） 午前に続き、一般質問を続けます。 

  次に、６番、五十嵐議員の質問を許します。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ６番、五十嵐でございます。 

中国武漢で発生したと思われる新型コロナウイルスによる感染が、日本国内に広がりを見

せております。とりわけ、北海道においては、もうご存じのとおりですが、全国で最も多い

感染者を出しているというところでございます。 

日々状況が変化する中にあって、結局は、国の動きや北海道の動きに即して町が素早く、

私は対応している現状だというふうに理解をしておりますが、何といっても、やはり町民に

一番近い場所にある町自治体が住民の命を守る最前線に立たなければいけないのだなという

ことからして、町民の期待も大きいと思いますし、また同時に、しっかり守っていくという

義務もあるのだろうなと。 

そんなことから質問をさせていただくことといたしましたのですが、この通告に当たって

は、状況によったら、それぞれ行政の皆さんが大変多忙になったらちょっとどうかなという

こともあって控えたほうがいいかななどとも思ったのですが、町民の皆さんへの情報の提供
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や、私みずからもしっかりと理解を深めるという意味でも、この件に関しては、この件だけ

でもしっかりと質問させていただこうということで質問をするに至ったわけでございます。 

それで、早速質問に入ってまいりますけれども、新型ウイルスによる感染症の予防と対策

についてであります。 

まず一番目でございますが、一番大切なのは、もう当たり前の話ですが、命でございます。

それぞれの役割はありますが、国や道においては、とにかく感染の侵入というものを極力最

大限防いでいただくというのが責務なのだろうと思いますけれども、それはそうとして、

我々地方自治体は、それよりもむしろ住んでいる住民の皆さんをどうやって守っていったら

いいのかというのが重要なのだろうというふうに思っているところでございます。 

そこで、もう既に、私のこの一般質問の通告からもう10日以上たっているということもあ

りまして、この質問事項を考えた後に、もう既に行政として種々対応をとられていますので、

恐らく今回の質問の七、八割方は対応済みの部分があるのかもしれませんけれども、通告さ

せていただいているので簡潔にお答えをいただくようになるかと思いますが、よろしくお願

いしたいと思います。 

まず、みずからができる予防策ということで、その中身と周知方法について、まず最初に

お伺いをいたします。  

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 新型コロナウイルスに対する予防策についてですけれ

ども、基本的には手洗い、これが一番有効であるというふうに考えております。 

それで、住民のほうへの周知の関係ですけれども、まず１月24日に洞爺湖町ホームページ

で注意喚起と予防策を掲載しまして、情報が更新された場合につきましては、随時内容を現

在も更新しているところでございます。 

  また、２月10日に回覧によりまして、北海道の注意喚起のお知らせと手洗いなどの予防策

も周知しまして、２月27日につきまして、感染予防と拡大防止のための回覧を自治会の協力

を得て、各戸配布として周知しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今、言っていただいたことについても、私もそのチラシも持ち合

わせておりますし、そういうふうに案内をされたということも十分わかっているところでご

ざいますが、１点だけ、多分、２月21日に、これは庁舎内なのでしょうか、対策会議が開か

れているようで、議会事務局から五、六枚の資料のファクスを実はいただいていまして、感

染症対策への協力であるとか、新型コロナウイルス感染症についての相談、受診の目安だと

か、コロナウイルスを防ぐにはとかという、五、六枚の案内をいただいているのですが、と

てもこれが、回覧や２月27日に配られたチラシよりもとても中身の充実したいい資料だなと

いうふうに思ったので、これが何か活用されているのかなということの一応確認だけさせて

ください。 
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○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 今、議員おっしゃられた資料につきましては、対策

会議の後、職員の対策用ということで、職員の回覧用につくったものをパソコンのほうに載

せた資料でございます。 

それで、今回、２月21日に職員用に配布した、議員のお手元にあると思うのですけれど

も、やはりこれだけの量を回覧、俗に一般的にいいますと、１枚に何とかおさめたいとい

う私どもも気持ちもございます。複数枚になりますと、なかなか町民のほうも読んでいた

だけないという部分もございまして、掲載できる情報量に限りがございますので、これを

少し小出しというわけではないのですけれども、重要な内容を優先的に回覧のほうで回し

ているところでございます。 

これから、また随時ホームページ等、回覧等も発出いたしますので、その中で非常によ

いものについては、スペースがあれば随時載せて発信し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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ステージがいろいろ変わってきていますので、もうこの部分につ

いては結構周知されている部分、マスコミ等の報道もございますので、あろうかと思うの

ですが、逐次新しい情報、町民にとって役に立つものについては、時間を置かずに適宜対

応していただければなというふうに思っております。 

次に、２番目の質問に移ってまいりますが、綿密な医療連携が重要と思われることから、

保健所や地域医療機関との役割についての取り決め、それから、感染症が指定されることに

よるメリットというのはどんなものなのだろうかという質問でございます。 

２月５日に保健所管内の新型コロナウイルス等連絡会議が開催されたということをお聞き

しておりますけれども、その辺の会議の協議の中身の中で、それぞれの医療機関や保健所、

それから地方自治体の役割等がひょっとして話されているのではないかということで伺うと

ころでございますけれども、また、町内には６カ所の医療機関、病院、診療所がありますけ

れども、そこにやはり心配になって受診をされた方が、医師の判断なのでしょうけれども、

医師が判断して保健所に、ＰＣＲ検査というのですか、その検査を要望したときに、断られ

たりした事例がセンター長のほうに報告されていないかどうか。このこともちょっとお伺い

したいと思います。 

まず、協議の内容と、断られたような事例がないか、その２点を先にお伺いします。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） ご質問にありました２月５日連絡会議で伝達されま

した事項につきましてですけれども、時間的な部分で情報等が非常に古くなっております。

それで、その時点での道の対策方針だとか、もし感染者が出た場合にどういう伝達方法で

市町村に連絡が行くのか、そういうような中身が話し合われました。連絡会議のほうは、
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主な中身的にはそういうような話でございます。 

  あと、町内の病院を受診して、ＰＣＲ検査を拒否された事例はないかということでござ

いますけれども、今現在、健康福祉センターのほうには８件の相談が入ってございます。

この８件については、ＰＣＲ検査を要望して拒否された、どうにかしてほしいというよう

な感染関係に関してはゼロ件でございまして、あとは、ほとんど全然関係のない相談とい

うか、お話でしたので、今のところこういう事例については、当町のほうではございませ

ん。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） わかりました。そういう事例がないということは、多分喜んでい

いことなのだと思いますけれども、今後そういうことが考えられますので、しっかりウ

オッチをしていただきたいというふうに思います。 

  それで、２月１日に国のほうでコロナウイルスの関係が指定感染症として指定されたと

いうことでありますけれども、メリットとデメリットがあったからどうだということでは

ないのですが、一応知識として備えておきたいということもありますので、指定感染症に

することによるメリットはどんなものがあるのかということをお伺いしたいのですが、感

染症の法律があって、新規にそういう感染症のウイルスとかが発生したときには、結局、

法的なものが、新しいものですから、緊急に患者の行動を制限することが必要なときに一

定期間に限って措置ができる。それから、また臨時的に、感染症のカテゴリー、これは五

つぐらいの種類があるようですけれども、恐らく第２類のＳＡＲＳやＭＡＲＳ、結核、鳥

インフル等の分類の中に含ませることによって対応されているのだと思いますけれども、

感染症に指定することでの役に立つ点、それから、指定感染症であれば患者は指定病院で

手当てをされることになるわけですが、この地域での指定の病院というのは、病院名まで

は結構ですが、どこにあって、どれぐらいのベッド数が確保されているのか、この件につ

いてお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 指定感染症２類に指定されて、どういうメリット・

デメリット等があるかという、まず１点目の質問でございます。 

  今、議員がおっしゃったとおり、一番のメリットに関しましては、就業の制限ができる、

強制的に入院させることができるということが感染を防ぐための最大のメリットです。あ

ともう１点が、患者の入院費用や検査費用が全額国で負担するということで、本人の自己

負担はないということがメリットになると思います。デメリットとしては、特に大きなも

のはございません。 

  あと、３月６日から、きょうからですね、保険適用になるということで、一部３割負担

があるのではないかというようなお話もございましたけれども、これについても、ＰＣＲ

検査につきましては全額国が負担するということで聞いておりますので、特に問題はない
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のかなというふうに思っております。 

  あともう１点、指定病院の関係ですけれども、室蘭保健所管内には指定病院は一つござ

います。病床数については、４床というふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） これでおさまってくれれば、それにこしたことはありませんけれ

ども、感染が広がらないように祈るのですが、仮に万が一、広がったときには、恐らくこ

の４床では足りないということが考えられるとしたら、答弁は結構ですが、またいろいろ

な協議を経て、ベッドの増とか何かというのが道や国のレベルできっと考えられるのだろ

うというふうに思います。そうならずに済むことを願いながら、２番目の質問については

以上にしておきたいと思います。 

  次に、３番目の質問に入ってまいります。 

学校での予防指導については当然でございますけれども、仮に感染者が発生した場合、

各学校では保護者との連絡や対応などの準備ができているかどうかということと、学校閉

鎖の判断はということで通告はさせていただきましたけれども、学校閉鎖については、そ

の後、２月27日から通告の後に、もう閉鎖が実際行われておりますので、その判断はとい

うのは後々の時期を逸したような質問になるかもしれませんけれども、閉鎖はされて継続

されていますけれども、今後、万が一発生したときの判断とか延長だとかというのも含め

て、もう一度答弁を伺いたいというふうに思います。 

  学校では、多分、道教委なり、町の教育委員会も、当然のことながら指導をされていて、

手洗いとかうがい、マスク等の予防のための措置は当然とられているということは理解し

ているつもりです。幸い、当町にはまだ感染者の発生は見られていないわけでございます

けれども、万が一という想定なので恐縮ですが、例えば生徒児童での発症、それから学校

関係者の発症、保護者の発症と、それから、学校とは関係ないかもしれませんけれども、

地域の方々の中からの発症者が出たとかという、それぞれの場合においての学校の生徒に

対しての対応がどのように行われるのかについてお伺いをいたします。まず、それを伺い

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） 児童生徒等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合の休

校等の対応ということでございますが、初めに、発症した方々の対象範囲ということでお

答えします。 

  一つ目が児童生徒本人、それから、二つ目が学校及び保育所に勤務する職員本人、三つ

目が児童生徒と同居する家族、四つ目が学校及び保育所に勤務する職員と同居する家族、

五つ目で放課後等に児童生徒等が真っすぐ自宅に帰らずに祖父母等宅に一時滞在してから

帰宅する場合の祖父母等宅の方々等、それから六つ目が学童保育に勤務する職員というこ

とで、教育委員会ではこれらを決定しているところでございます。 
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  それから、次に、休校とする学校等の範囲でございますけれども、洞爺湖町を虻田地区

と洞爺地区の二地区に分けて対応することとしていますが、状況によって見直しを図るこ

ととしているところでございます。 

    虻田地区でございますけれども、虻田小学校、虻田中学校及び洞爺湖温泉小学校並びに

本町保育所、入江保育所及び桜ヶ丘保育所のいずれかにおいて、先ほど言った感染者が出

た場合は、３小学校を臨時休校、３保育所及び学童保育所事業を臨時休所することを基本

とすると。洞爺地区につきましては、洞爺小学校及び洞爺中学校並びに洞爺保育所のいず

れかで感染者が出た場合に、小中学校の臨時休校、洞爺保育所及び学童保育所は臨時休所

とすることを基本とするということでございます。 

  なお、これらの対応を含めた新型コロナウイルス感染症に係るもろもろの対応について

は、各小中学校及び保護者並びに各保育所及び保護者の皆様などには既に周知済みという

ことになっているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） これも、万が一という想定でございますけれども、ぜひ起きてほ

しくないということが大前提でございます。 

学校の閉鎖に関しまして、もう既に第二次ということで、５日、きのうから２４日まで

という長期にわたった閉鎖になっております。いろいろ、きのうも議員の中からの質問も

ございましたけれども、余りにもちょっと長いということもあって、これはちょっと通告

していないのですが、長期閉鎖になることから、途中でやはり児童生徒の精神面だとか家

族の負担とか、いろいろな課題が見えておりますので、その辺を考慮した中で、多分検討

しているという話だったので、どういう対応になるかは別としましても、何か途中で学校

に来れるような手だてを、時間帯を区切ってやるとか、ある日だけみんなちょっと学校に

集まってもらうだとか気分転換、それから24日までいきますと、次は春休みということで、

結局また休みが続くような状況に入るわけですから、非常事態ではあるのですが、休みと

学校の始まりと終わりみたいな区切りがどこかでつかないと、これも余り、なし崩し的に

ただ続いているみたいなのもひょっとしてよくないのかなというのが感じられましたので、

その辺の長期的な閉鎖ということに対する対応策みたいなもののお考えがあるかどうか、

伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） お答えさせていただきます。 

  きのうもお話をさせていただいたのですけれども、今、そういった子どもたちが長期休

暇になっていることに伴いまして、やはり心のケア、それから子どもの健康状態、これら

やはり大きな心配をしているところでございます。 

そういった中で、やはり学校に短時間でも、週に１回程度は来ていただくような分散登

校という、これも道教委からの今ご提案なのですけれども、最終的には当教育委員会のほ
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うで最終決定するわけでございますけれども、これの実施について、現在、協議をしてい

ます。きのうも校長会がございまして、その中でいろいろとご意見等もいただきました。

やはり、保護者の皆様からも、子どもたちの家に閉じこもっていることに対する不安とい

うお声をお聞きしております。 

正式には、道教委のほうの協議は来週の月曜日に、９日でございますけれども、振興局

単位の教育長会議をテレビ会議で開催して、それぞれの地域の保護者の皆様、ＰＴＡの皆

様、それから学校関係者と教育委員会がどういうふうに分散登校について考えているのか、

再度、意見交換をするというようなお話となっております。分散登校をする方向性につい

ては、もう既に、これはほぼ確定だというふうに聞いておりますけれども、ただ、その実

施時期だとかということについては、未定な状況でございます。 

きのうも、校長会の中で私のほうがお願いをしたことといたしまして、９日に道教委か

らの正式な文書をもっての発出はないのですけれども、まずは口頭でその結果について報

告をいただきたいということを振興局長のほうにはお願いしてあるところでございます。

その口頭での結果を待って、すぐ学校のほうに連絡をして、なるべく早く私も分散登校を

したほうがいいというふうな思いでおりますことから、９日にそういった情報を得て、で

はすぐ10日にということにはなかなか、保護者の皆様への連絡だとか、ご理解だとかとい

うところも含めるとちょっと難しいのかなとも思いますので、早くても11日ぐらいからは

分散登校をしていただきたいというお願いを、きのうも校長会のほうでさせていただいた

ところでございます。 

そうすると、春休みまでの、今回の臨時休校の延長の期間でございますけれども、最低

でも２回程度は学校のほうに短時間ではございますけれども、来ることができるのかなと。

その中で、子どもたちの様子だとか、それから、本当に６年生並びに中学校３年生はもう

卒業してしまうということで、これまでのお友達と、それから担任の先生方、その他先生

方と、もう本当にお別れする時間も限られている中なものですから、こういった時間を有

効に使っていただいて、本当にこの学期末の対応に当たっていただきたいという思いでい

るところでございます。 

そのほかに、分散登校がやっぱりどうしても保護者の判断に最終的になりますので、来

れないお子さんも中にはいるかというふうに思います。そういったときには、個別の対応

といたしまして、きのうもお話しさせていただきましたけれども、電話による子どもの状

況の確認だとか、それから、もしできることであれば、保護者同伴の上学校のほうにご来

校していただくだとか、または先生がみずから家庭訪問をして、子どもの状況と、それか

ら心のケア等に当たっていくだとか、こういったものも昨日、各学校長のほうにはお願い

をしたところでございます。 

そういったことをこれからも順次実施していきながら、さらに必要があるものがあるの

であれば、またこれといった特効薬等があるのであれば、それも協議をしながら教育委員

会議、または現場の学校長等も十分協議を重ねた上で、協議をして実施できるところは実
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施していきたいなというふうな考えでおります。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） かなり中身の濃い対応を考えているということで大変安心をして

いるところでございます。 

学校閉鎖による各種いろいろな課題が発生しておりますけれども、終息しないと解決で

きない部分もあるかもしれませんが、都度、小さいことかもしれませんが、解決できる部

分は素早く対応していただいて、課題の解決に取り組んでいっていただきたいというふう

にお願いをして、次の質問に移ってまいります。 

  ４番目の質問でございますが、これも既に、きょうから報告といいますか通達が来てい

る部分でございますが、各種行事の事業や延期や中止ということで、町として一つの何か

ガイドラインを持っていられるかどうかということと、町が積極的にそういう中止や延期

の要請をすることがあるのかどうかということで、これは27日の議会の全員協議会の中で

もちょっと発表がありますが、改めてお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） ただいまの質問でございますが、北海道の新型コロナ感染拡

大で、胆振管内でも、２月22日土曜日でございますけれども発生しております。これを受け

まして、２月26日、町の新型コロナウイルス対策本部を開催しまして、今後の拡大防止の観

点から行事開催に関する基本方針を定めてございます。 

これは２点ございまして、当面３月末までとしまして、町の主催行事、１でございます

が、参加者が特定されない行事は原則実施しない。二つ目が、参加者が特定でき、かつ適

切な予防措置、手洗い、消毒、咳エチケット等でございますけれども、これが確保できる

場合は可とするが、体調確認等を必ず実施する。 

また、町以外の主催の関係でございますけれども、主催団体の判断を尊重しますけれど

も、開催の必要性について再検討を要請し、町の方針を参考として進めていただきたいと

いうことをお願いして、２月27日に感染予防の回覧を含めまして、この要望事項のほかに、

町内の公共施設の関係、使用の閉館・開館もありまして、周知に努めているところでござ

います。 

なお、町では、３月25日の防災訓練を中止しております。 

また、その次の日から北海道の非常事態宣言、学校の閉校等の話題が出てきておりまし

て、これらについて長期化しそうなことも聞いておりますので、再度、公共施設につきま

しては、それらを判断し、住民のほうへ周知してまいり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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 各戸に配布されたチラシ等で今の町主催の行事の中止延期、それ

から公共施設の利用のものについては、既に周知をされているというところでございます。 
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  ただ、３月、４月というのは自治会の総会の時期を迎えるということもありまして、役

員の改選だとか、決算は別にしても、役員がかわられる予定をしていたりなんかするとこ

ろは、総会を開かないとちょっとまずいのかなという、これも通告してございませんが、

お答えできる範囲で結構なのですが、自治会の総会の開催について見解があれば伺いたい

というのと、これはまだ協議されていないのかもしれませんが、直近で大変私どもの町で

大きな行事として洞爺湖マラソンがございますが、これも通告していないので、まだ検討

しているところだというのならそれで結構なのですが、判断の時期が来るかと思うのです

が、その辺、自治会の総会と洞爺湖マラソンについてお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 自治会の総会につきましては、現在集会所につきましては、自

治会以外の活動で使っている団体の方につきましては、今ご遠慮いただいているところでご

ざいます。自治会の総会、あるいは役員会につきましては、自治会の判断の中で開催の是非

を考えて使っていただきたいということで考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 令和２年５月17日に開催する第46回洞爺湖マラソンにつきま

しては、２月23日にエントリーが終了いたしましたが、6,383人の参加エントリーがありま

す。 

２月初旬より新型コロナウイルスの感染者が報道されるようになり、参加者からの問い

合わせが多くなっておりまして、２月26日に緊急に洞爺湖マラソン実行委員会を開催し、

今後の方針について協議したところでもございます。結果として、今のところコロナウイ

ルスの終息を願い、５月17日開催で準備を行っていくことと決定をしております。 

ただ、この感染状況がおさまらないこととなるときに、最終的な開催の可否については、

４月10日を基準日として判断していくこととしております。町としても実行委員会の決定

を尊重し、見守っていくこととしております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 皆さんの願いですが、やはり早く終息して、マラソンが滞りなく

開催されることを願うものでございますし、自治会の総会等のことについては、それぞれ

の自治会の考えの中で可能であるということで、理解をさせていただきました。 

  次に、５番目の質問に移らせていただきますけれども、これは命のほうが先ですので、

経済への懸念ということも少し落ちついてからしっかり考えなければいけないことだと思

いますけれども、現状を知る上で、特にこの町の観光業の状況と、商工会でも調査をして

くださっているようですし、観光の関係は洞爺湖観光協会が調べていただいているようで

ございますけれども、その辺の報告とか協議がされているようでございますので、その状

況についてお伺いをしたいと思いますけれども、できたら、簡潔にご報告をいただきたい

というふうに思います。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 
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○経済部参与（鈴木清隆君） ホテル、旅館、温泉街の新型コロナウイルス感染による影響

でありますが、影響が出始めたのは２月初めからでして、いつもですと旧正月で多くの外国

人観光客で温泉街はにぎわっているものでございますが、ことしは町を歩いている方もいな

く、観光バスの行き来もしなくなっている状況でございます。 

昨年の数字を比較してみますと、２月、３月で、昨年は11万7,754人の宿泊客があり、そ

のうち外国人宿泊者は５万7,656人ありました。この時期は、札幌ゆきまつりなど冬のイベ

ントの宿泊者が多く、３月には修学旅行や老人クラブなどの旅行客も多い時期でありまし

て、今回のコロナウイルスの影響でキャンセルが今でも多くなって、悲惨な状況でござい

ます。 

観光協会においては、２月27日において各ホテルの宿泊状況を確認しているところであ

りまして、８件のホテル、旅館の方から報告をいただいております。２月につきましては、

昨年５万7,670人の宿泊がございましたけれども、予想としては52％減の２万8,000人ほど

の宿泊になるのではないかと見込んでおります。また、３月においては、ほとんど予約

キャンセルが多くなっている中で、昨年は５万4,084人の宿泊がありましたけれども、約１

万3,500人、約75％の減になるのではないかと予想しております。 

それとともに、昨年７月からの日韓の政治情勢の悪化もあり、今年度の宿泊客の予想は

昨年度72万2,000人の宿泊がありましたが、今年度は約７万人減の65万人になると予想して

おります。 

また、新型コロナウイルスの感染の終息が長引くようになれば、令和２年度においても

さらに宿泊客が減少することとなり、ホテル・旅館だけではなく、飲食店、土産物店はも

とより、さまざまな町内の産業に影響が出てくるものと思っております。 

以上です。 

○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） 中小企業小規模事業者の影響につきましては、１月下旬か

ら２月20日までの聞き取り調査ということで、結果につきましては、297事業所のうち小売

業、飲食業、食品加工業の85事業所に調査を実施し、84事業所からの回答があり、31事業

所に影響があるという結果になっております。 

  内訳としましては、90％から70％減が10事業所、50％減が４事業所、40％から５％減が

17事業所と、合計31事業所が影響を受けているという結果になっております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） もう当然影響が出ているのがわかっていながらも、数字でお聞き

すると、やっぱりかなりひどいのだなということがよくわかりましたし、今の状況がこれ

でおさまればまだあれですけれども、先がまだ不安な状態が残るということで、まだまだ

厳しさがあるのかなという感じがしております。 

いずれにしても、町だけでやれる話ではありませんので、国や道のいろいろな助成の制
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度を使って支援をしていかなければいけないかと思いますが、その際も、やはりどこが担

当することになるのかわかりませんけれども、町としても、行政としても、しっかり指導

をしていただいて、支えていただいて、支援をしていただけるようにお願いをしておきた

いと思います。 

  それで、６番目の最後の質問に入ってまいりますけれども、新年度予算で新型ウイルスに

関する計上をしているかどうかということ、それから、マスクや消毒液が品切れで入手が困 

難な状態が続いていますが備蓄の考えはということで、まず二つに分けてちょっとお伺いを

したいと思いますが、ウイルスが大きくニュース報道等で取り上げられたのは、先ほど経済

参与が話されたように、中国の旧正月であります春節が始まろうとしたときに、何か変だぞ

ということで情報がどんどん入ってきて、対岸の火事のように思っていたのが、いつの間に

か日本にまで押し寄せてきたというようなのが今現在の状況であります。 

多分そういうことからして、予算はもうでき上がっている状況だったと思いますから、特

別に当初予算には多分入っていないのかなというのは十分予測できることでございますけれ

ども、今後の状況に応じて、特に国や道のいろいろな対策に基づく措置については、町の予

算を通過したりなんかすることもあろうかと思いますので、その辺の出し入れ等についても

思い切ってやっていただきたいということと、緊急的なものであれば、専決する処分も

ひょっとしたら出てくるのかなというふうに思っていますので、計上があるかどうかを伺い

ますが、ない場合でも今後のあれに予算審査はまだ終わっていませんけれども、積極的に対

応していただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

  それと、もう１点、マスクの件でございますが、消毒液も同じなのですが、マスクに特出

してちょっと質問をさせていただきますけれども、国内生産が二、三割で、中国での生産が

七、八割だというふうにマスコミで報道されております状況の中でこういう生産体制ですか

ら、需要には応えられないというのも仕方ないかなということで、これを解決するのは新型

コロナウイルスが終息しないとマスクの問題は解決しないのかなという、ちょっと悲観的な

思いでもあるのですが、そう言いながらも、皆さんこうやってマスクをかけていらっしゃい

ますし、ひょっとして噴火災害の備蓄の中にマスクも備蓄がないものかということでちょっ

と思っておりましたが、２月の議員全員協議会の中で備蓄があるということがわかりまして、

量もいろいろあるのでしょうが、あるけれどもいろいろな感染症の対策のために活用するか

ら、なかなか一般の方への供給は難しいという返事でございました。とはいうものの、弱い

立場の人や本当に困っている人が、どこかの一定の基準は設けなければいけないかもしれま

せんけれども、何とか対応する考えがあるのかどうか。かといって、やはり今後の状況がわ

からない中で備蓄の底を全部なくするというわけにもいかないでしょうし、ひょっとしたら

医師会からちょっと在庫があればお願いしたいみたいな要請がるかもしれません。 

そんなことも含めて、マスクの状況と備蓄、備蓄はこれからのことでもありますけれども、

その辺のお考えについてお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 
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○税務財政課長（佐野大次君） 初めに、予算の関係についてご答弁させていただきます。 

  初めに、令和元年度におきましては、消耗品の購入等緊急対応といたしまして、予備費

において対応しているところでございます。また、令和２年度の予算につきましては、現段

階では予算計上をしていないところでございます。いずれにいたしましても、令和２年度の

予算につきましては、今後の状況も踏まえまして、補正予算、または専決処分にて対応して

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） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） マスクの件でございます。 

きのうの質問と一部重複するところがございますけれども、洞爺湖町ではマスクの備蓄

が若干ございますが、感染者対応を行う職員、公共交通など感染者との接触があり得る部

署の職員の感染防止や、町の委託事業で行っていますコミュニティバスなどでの感染防止、

また、万が一、公共施設で感染が出た場合は施設管理者が施設の消毒を行うこととなりま

すので、これらの方々の分を考慮しますとマスクが不足することとなりますので、配布で

きるだけの枚数の備蓄がないということをご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 厳しさの中は十分理解できました。やはり一番の解決策は、早く

終息することだというふうに理解をしているところでございます。 

    今後は、このことも踏まえながら、適切な備蓄というものが単に噴火災害ではなくて、

感染症の対策も、まだ終わりがないのにこんなことを言うのも変ですが、ちゃんとした対応

の計画をつくっておかなければいけないのだなということを痛感しているところでございま

す。 

  いずれにしても、町民の皆さんに安心感を持っていただく、信頼をしていただくという

ことを考えたときに、今の町の対応が試金石といいますか、とても重要なときなのだろうと

いうふうに思っておりますので、町民の皆さんの力をかりながら、終息に向けて一丸となっ

て取り組んでいかなければいけないというふうに思います。 

  最後に、その気持ちを町長の言葉でお願いしたいと思いますが、一つ提案で、マスクの

不足の件だったのですが、家庭でハンカチとか布を切るといったら変ですが、それでひょっ

としたらマスクがつくれる方法というのがいろいろ出ていますけれども、もし協議していた

だいた上でいいのですが、マスクがこうやってもつくれますよという、マスクが不足で困っ

ているわけですから、その辺の情報提供も回覧等で回すことも方法の一つではないかなとい

うふうに思いますので、もし本当は今急ぐ時期ですから、この10日の回覧に間に合えば最高

なのですけれども、マスクのつくり方を知っている方がいらしたら、大至急つくり方の絵を

つくっていただいて、回覧の一つに入れていただくと大変ありがたいなというふうに思いま

すが、ちょっとご検討を願いたいと思います。 

  町長、最後にお願いいたします。 



－86－ 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 日本国内で刻々と変化する新型コロナウイルス対策、これはもう、

日本国内のどこの自治体も真剣に取り組まなければならない事項かなというふうに思って

おります。 

そんな中、私どもの町といたしましても通常の災害とはまた違う対策本部を立ち上げな

ければならない。五つの班に分け、五つの班長を定めて、各課連携のもと、今事業を進め

ているところでございます。 

  ご指摘の住民への的確な情報提供、これらにつきましても、今対策本部で協議しており

ますのは、今までのものは今までのものとして、刻々変化する情報を、週に１回定めた日

に何らかの形で、例えば新聞折り込み、町のホームページはもちろんでございますけれど

も、いろいろなツールを使って町民の皆様に情報伝達をしようということで今考えている

ところでございます。 

  さらに、マスクの件でございますけれども、確かに担当課長の言うとおりに、私どもの

備蓄は残念ながらちょっと少ないという状況があります。今、国のほうでは国がマスクを

買い上げて、指定された自治体、都道府県ですよね、そちらのほうに国が責任を持ってお

送りをする。私どもの北海道にも320万枚配布をされた。がしかし、残念ながら道内の感染

拡大地域、北見、あるいは中富良野、こちらのほうに260万枚ほど配布をしたというふうに

聞いております。 

ただ、これは１回こっきりではなくて、やはり順次、今製造しているというふうに聞い

ておりますので、私どもの町としても今不足するというふうなことで道のほうに声かけを

させていただいております。近々胆振総合振興局長のほうともまた会談を持たさせていた

だくということもありますので、何とか早急に私どもの町にもマスクが届くよう呼びかけ

を、これからも要望してまいりたいというふうに思っております。 

  また、自分たちの身を守るためにマスクを自分たちでつくるということ、いろいろ報道

機関の中でもマスクのつくり方等々の関係もあるようでございます。今後のマスクの入荷

状況を踏まえ、内部でよく検討し、皆様のご協力を求める場合もひょっとしたら出てくる

かもしれない。そのときの参考にさせていただきたいというふうに考えています。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 一生懸命短縮に努めましたが、通常の時間がかかりました。おわ

びしますが、これで質問を終わらせていただきます。 

○議長（大西 智君） これで、６番、五十嵐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５分といたします。 

（午後 １時５２分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時０５分） 
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○議長（大西 智君） 引き続き、一般質問を続けます。 

  次に、７番、千葉議員の質問を許します。 

  ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ７番、千葉でございます。 

  今回は議会に当たりまして、議運の委員長としまして、皆様にいろいろなご不便をかける

ことをこの場をおかりしてお願いとご協力を重ねてお願い申し上げたいと思います。 

  私は、２点について一般質問をさせていただくことといたしました。 

  １件目でありますが、地域担当職員制度についてということでございまして、この制度は、

私以前に質問させてもらった経緯から、いま一度ちょっと見直しやら、どんなふうな動き方

をしているのかということで質問させていただいたということでございます。 

  今回の町長の施政方針の中にも、地域コミュニティーにおいては、多くの住民に地域活動

へ参加していただくため、洞爺湖町自治会連合会や地域の皆様と連携し、地域担当職員の活

用を図りながら、ということでございます。引き続き支援してまいるというような文面をつ

くっていただいております。 

  その中で、何かやっぱり、制度的に、せっかく制度があるのですけれども、何か物足りな

さがあるなということでございます。そんなことをちょっと検証させてもらえればありがた

いということでございます。 

  まず１番目でありますけれども、現在の制度の中で自治会とのコミュニケーションが十分

とれているかということであります。簡潔で結構ですので、その辺のところを、今の感触を

お教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） 現在の制度の中で自治会とのコミュニケーションが十分とれてい

るのかということでございますが、地域担当職員制度につきましては、平成21年11月からの

施行実施を経て、平成26年４月から本格実施しているところでございます。現在42ある自治

会を33担当地域として編成し、一担当地域に３名から４名の職員を配置して活動を行ってき

ております。 

  平成26年４月の本格実施以降、毎月各自治会長に月１度訪問し、自治会と行政との連絡調

整を行ってきております。これまでの自治会からの要望等の件数の推移でございますが、本

格実施年の平成26年度は108件、平成27年度は115件、平成28年度は119件、平成29年度は50

件、平成30年度は65件、今年度は１月末現在でございますが39件の要望があったところでご

ざいます。 

  要望に対しましては、すぐに対応できるものとできないものとが当然ございますが、その

都度、要望等に対して対応してきたところでございます。内容は、草刈り、除雪、道路等の

修繕、集会所の備品更新などが主なものでございます。中には、側溝のふたが外れやすいの

で何とかならないのかとか、また集会所の備品等が故障しているので何とかしてほしいとい

うことで修繕また更新したところ、自治会長からは迅速な対応に感謝するという声もいただ
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いております。 

また、訪問時に合わせて町の行事、あるいはイベントがある場合は情報提供を行い、また

自治会長から総会、あるいは行事・イベントの出席依頼があった場合におきましては、可能

な限り出席しているところでございます。 

  このことで、一定程度洞爺湖町としては成果としてあらわれてきていると考えております

が、一方で、総会、あるいは行事・イベントに地域担当職員が出席していない自治会がある

ことも事実であり、自治会とのコミュニケーションが十分図られているかという部分におき

ましては、自治会によって温度差があるものと認識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） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 地域担当職員のきっかけでありますけれども、自治会がありますが、

やっている方々が限られていると。そういう中で夜集まると。その中でいるのですけれども、

同じ自治会の中に職員の方がおられるのに、なかなか役になっていただけない。その物足り

なさがあると。 

自治会は、行政側から言わせれば現場ですから、何かにつけ、福祉も住民課もそうでしょ

うけれども、何かあれば地域にいろいろなお願いやら、要望やらが来るということで、やっ

ぱりまちづくりは地域を大事にするというのですかね、そういったことも大事だろうという

ふうに思っていますが、十何年前に提案したことですけれども、やはり今もってというか、

余計に、地域の自治会が大変な思いになっているなということをつくづく感じるところでご

ざいます。そんな中で、パイプ役というのが大きな一つの役目かもしれませんけれども、や

はり今言われたことの中に、行政側からそういう情報発信するというようなことも大事なの

だろうというふうに思います。 

ついこの間、12月ですか、自治会長会議があった折りに、自治会長からいろいろな、いこ

いの家に対してのご不満の声があったやに聞いております。そういった声も、自治会長とパ

イプがどうなっているのか。担当職員がきちんとその辺のところをお話ししておけば、そう

いったところでのそういうお話にならなかったのかななんていうふうに聞いたりもしており

ます。その辺の情報の発信の仕方が、そのことだけではないのですけれども、何か多岐にわ

たってあるような気がしてなりません。 

  たくさん山積していますから、行政の事業というか課題というのは。その折り、自分の地

域だけのことも聞きたいのですけれども、町全般のことも聞いておけば、そういったことに

も理解を示していくのだろうというようなことで、行政も、理事者側、職員のほうもやりや

すいのではないかというふうに思っています。 

そんなことで、情報のあり方、一月に１回お話ししているというようなことはありますけ

れども、毎月町も動いていますし、行政報告もあるわけです、議員に対しても。そういった

細かなところも、職員の口から大事なこと、日常のこと、そんなことを気軽に話せるような、

触れ合うというのですかね、職員と地域が。そんなものをつくっていただけないかなという
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ふうに思っています。 

  地域担当職員を見ますと、課長である責任者がおられて、その後ろのほうに三、四人の方

がついておられる。でも、そういった後についている方がなかなか地域を訪れていただけな

いというような環境があるのではないかなと。 

  今回、多くの方々、課長方が退職されますけれども、実は、中堅の方々よりもっと頑張る

ぞと若い方々が地域に出て、地域の方に怒られることもあるかもしれませんが、そういった

地域の方々と触れ合って、勉強していただくと。きのうも下道議員が言っていましたけれど

も、そういった人づくり、そういった若手の職員を地域にもっと触れ合ってもらうと。それ

がまちづくりの理解も得られるし、行政も得られるのではないかなと思うのです。そんな中

での地域担当職員の役割をいま一度再確認してもらえないかというのが今回の趣旨でござい

ます。いかがなものかなというふうに思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 地域担当職員、今職員全体として大体一回りしてきたかなという感が

します。今、ご指摘のとおり、担当課長からもお話ししたとおり、地域によってやはり温度

差があるのかなという部分も否めないところかなというふうにも思っておりますので、何と

かこれをうまく利活用できるよう、いま一度検証。何ができるか、どういうお手伝いができ

るかを含めて、検証してまいりたいというふうに思っております。 

  特に、庁舎内においては、これは毎回言うことなのですけれども、ジオパーク、さらには

防災の関係を毎年、研修会を庁舎内でやりまして、それを自治会にまた掘り下げていくとい

うふうなこともありますが、また、新しい資源もできそうでございます。例えば、北海道北

東北縄文遺跡群、これが世界遺産登録に本当に認定になりますと、私どもの地域には世界遺

産が二つもある地域と、いわゆる自慢の資産があるのですという話の種にもなってこようか

なと。あるいは、例えば避難訓練にしても、こういうふうなことがあるのだねとか、こうい

うふうにすればさらにいいのだね、いろいろなことがあろうかと思いますので、その内容

等々についていま一度検証してまいりたいというふうに思っております。 

  また、自治会からお呼ばれされますと、事ある担当職員、私は実は入江区の自治会に所属

しているわけでございますが、新年会にお呼ばれをされました。私は町長として参加をさせ

ていただきましたが、地域担当職員、課長職、そして係員の二人も参加しておりました。新

年会では地域の方々と楽しく懇談をさせていただいていたという事例もございますので、何

とかもっと地域の中に入り込めるような地域担当職員制度になるよう検討してまいります。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 検討していただく。大変結構なことだと思います。事に、本当に若手

の方に外に出てもらいたいなというように思います。 

それから、情報発信の面ですけれども、やはりそういった方々がおられるので、町長とか

も、担当課がおりますから、担当課が出向いて話せば終わりだろうという話で、担当職員が

おられるので、担当職員は担当職員の立場で地域に入っていって触れ合ってもらう、そんな
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話をしてもらう、それがやっぱり大事なのだろうと思います。担当課が一々全部自治会を回

れるわけでありませんし、まとめて話すといっても、やっぱり膝をつき合わせるという話で

もないわけです。やはり、身近なところで話しているほうが伝わる、心に触れ合ってくると

いった感じで、小さな町ですから、そんなことをぜひやってもらいたいなと思います。 

事に、若手を４人も５人もいっぱいおりますので、いつもトップの方々が来ていると。や

はり２番目、３番目の方もいっぱいいらっしゃるので、地域の実情を、こんな人がいるのか

と、そんなことを目の当たりに見てもらって、触ってもらっても結構ですよ。触ったら危な

いですね。そういったことを踏まえて、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

これは、もう４月からでもできるような気がするのですけれども、人づくりですから、職

員もね、お願いしたいと思うのですが、どうでしょう。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 地域担当職員につきましては、月１回自治会長のほうには出向い

ているのですけれども、総会とか役員会とかには出ていない自治会にとっては、地域の住民

の方となかなか触れ合う場がないということも実際にございます。 

４月以降、ちょっと内部で協議させていただきまして、どういうことができるのか。まず

は、今まで以上に各自治会長、職員のお互いが、気軽に声がけしやすい関係性を築いていく

ための環境づくりが大事であると考えているところでございますが、そのためには、担当職

員の各リーダーを中心に各担当職員と連携のもと進めていきたいな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） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 前向きな発言をたくさんありがとうございます。 

情報発信ですけれども、町長が言われている世界遺産、ジオパークですね、やはりそう

いったことは若手の職員から直にそういった地域の方に話してもらう。ジオパークだけでは

なく、世界遺産もですね。今回また新たに認められようとしている世界遺産、そんなことも

ありますし、一番大事なのは、災害だろうと思います。自治会によってみんな災害の場所が

違いますから。私たちが住んでいる本町４区は津波も来るけれども、有珠山が来たら、伊達

コミュニティセンターに逃げるのです。津波が来たら、別館さわやかに行くのです。上に上

がるのです。 

だから、そういったことでみんなそれぞれの立場が違うので、担当職員もそれなりに勉強

するだろうと思います。そういった職員とつながっていると、災害がいざ起きたときには、

やはり心強くなります、地域の方も。ぜひその辺のところを、時間がかかるかもしれません

けれども、やっぱり積み上げだと思うのでお願いしたいと思います。 

今回、４月から早速そんな話をしていただけるのであれば、新型コロナウイルスの話もあ

りますので、そんなこともプラスアルファで、ぜひ身近な話題として取り組んでいただきた

いというふうに要望しておきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今まで地域担当職員がそれぞれの自治会に出向いてお話を聞くときに

は、ややもすると、今考えると、地域で困っていること等々についてのお話を聞いてきて、

先ほど申していましたとおり、道路に穴ぽこがあいている、あるいは側溝のふたが外れてい

る、外灯が切れている、こういうことを町のほうに要望として上げていただいて、それに町

が応えていくというふうな対応だったのかなというふうにも反省しております。 

今、議員ご提案していただきましたとおり、身近な話を自治会とお茶を飲みながら１時間、

２時間話せるような体制も考え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） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） それでは、３番目なのですが、町政懇談会が年末12月に開かれていま

す。私どもの自治会の近くの話を聞くと、またあるのだなということで、人集めで、出かけ

ると。本当に何かあるときでしたら人が集まるのかもしれませんけれども、最近は形だけで

やっているような雰囲気もありそうな気が、私はしています。 

町のほうから出かけていって、地域と話すのだということで、いろいろな問題も出てくる

だろうから、ずらっと管理職の方がおられて、町長が全般にわたってお話をするというよう

なことで、ずっと回っているのだろうというふうに思います。 

そんな中で、私の身近なところとか、また違った方のですけれども、本当に困っているこ

とがあるのであれば、こちらからお願いして出てきていただいて、そういった小さな懇談会

でもできるのではないかなという感じがしています。 

今、本町地区では、ふれ合いセンターでそれこそ１区から４区までずっとみんな集まって

何とか人集めをしてやっていると。何か階段を上って、やったよという足跡を残しているの

ではないとは思いますが、その辺の情報を、地域から声を聞きたい、皆様のこうしてあげた

いという中で、また情報を発信したいという気持ちはわかるのですけれども、何かその辺の

ところの地域の方々とのボタンのかけ違いみたいなものがあるのではないかなと。 

実際、「きょう６時から７時からこうだけれども、おまえ行けるか」という話で、「では、

頼むわ」と、そんな中で行くわけです。それであるのであれば、担当職員がおられますから、

そういった方を中に置いて、実はこういったことがあるので住民から話を聞きたいと。話が

聞きたいとなれば、そういった方が何人かでも来てもらって、町長も来てもらって話せばい

いのであって、規則的にいつもその時間にそういったことをつなげるということは、私は

ちょっと疑問に思っています。 

疑問に思っているからということで一般質問に上げたということなのですが、その辺の捉

え方はどういうふうに捉えられているのか聞きたいなと思います。 

○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） 町政懇談会の目的なのですけれども、現在、町が行っている

取り組みの報告ですとか、これまでのまちづくりについて町民の皆様の率直なご意見、そし

てご要望をお伺いして、今後の町政に反映させるというようなことを目的に毎年実施してい
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るというようなところでございます。 

  現状、状況なのですけれども、全42の自治会を対象に、今年度は町内８カ所に会場を設け

まして、昨年10月から11月にわたりまして実施しているというような状況でございます。 

参加者については、今年度71名の参加がございまして、参加の多い地区では14名ぐらいの

参加があったと。令和元年度、昨年の開催の人数は若干減っていまして、ある箇所のところ

で不幸があって参加できなかったというようなこともございまして、例年90から100人ぐら

いの間で推移して開催されているというような状況でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 町政懇談会、実は議会もやっていた経緯がございます。それと、いつ

も限られた方々が来られて、そのほかに自治会長が来られて、「これだから、来たわ」とい

う話です。その方々は、懇談会といいましても、余計内容とか実情がわかっているものです

から、なあなあではないですけれども、そういったことを議会はやっているのだという、何

か自己満足みたいなものがあったのかもしれませんが、結局、議会側もやめました。 

大体、町政懇談会のある前あたりだったかと思うのですが、虻田本町地区とに温泉地区と

洞爺地区ということで３カ所回って、担当を決めたり、どんな話をするのだと、どんな町で

こんな人がやっているのだという話をしながらやっていたのですけれども、なかなかそれが

本当の議会の活動にプラスになっているのか、なかなかいろいろな意見が出まして、結局や

めてしまったという経緯があります。ざっくばらんに、正直なところかなという感じがしま

す。 

ですから町政懇談会も、何か住民の方々が「やあ、やるから、行かねばならないから、人

集めだな」なんていうのであれば、逆にいかがなものかなと思ったものですから、ここに取

り上げさせてもらったということで、ぜひ、これは検討していただいたほうがいいかと思い

ますが、どうでしょう。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 町政懇談会が、各地域においてある意味ちょっと重荷になってきたと

いうふうなことであれば、検討してもいいかなというふうに思っております。 

ただ、毎年のことなのですが、いつやるのだというお声も実は一方であると。特に高台地

区のほうは、今、農業の関係で、例えば鹿問題ですとか、あるいは畑かんの問題、さらには

多目的面の整備等々の関係で、いろいろ町とお話をしたいということもございますので、そ

れはそれとして、いろいろな角度から皆さんのご意見を拝聴しながら、今後どうするべきか、

あるべきかを検討してまいる時期に来ているのかなというふうに思いまして、何とかいい人

の集まりができるようなものに検討させていただきたいなというふうに思っております。 

  今現在やっている町政懇談会も、そこそこの自治会からぜひ来てくれないかという要請も

あるところも聞いておりますので、そういうところはそういうところで大事にしながら、ど

うあるべきか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） 千葉議員。 
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○７番（千葉 薫君） そのほうが一番お互い、町長も言っていますけれども、しなやかなと

いうのが今回の執行方針の中で出ている言葉がありますけれども、しなやかなまちづくりが

できるのではないのかなと。お互い肩を張らずにですね。 

ですから、来てほしい自治会は、担当職員に言って「頼むから、町長を呼んできてくれよ。

こんな話したいのだ」と、そういった小さな輪の中でもできるかもしれません。ふれ合いセ

ンターのように、ずっとでかいあそこで、みんな集まって「さあ、本音を話してくれ」と言

われてもなかなかできるものではないのではないかなという実態を、ちょっとしたらご存じ

だと思いますけれども、それであるのであれば、言われるとおり、来てくれというところに

出かけるということで私は済むのではないかというふうに思います。 

  ２番目に入りたいと思います。 

  入江・高砂貝塚についてということで、ちょっと大きな枠で捉えましたけれども、これに

書いているとおり、今回、保存整備事業も今年度で終わり、令和３年より供用開始され、世

界遺産への登録に向けてさまざまな努力をしているところですが、駐車場や道路環境の整備

を考えていくべきと思うというふうな質問をさせていただきました。 

  実は、テニスコートがあります。あれは前からずっと言われています。あそこにテニス

コートが来る前も、その関係者の人たちは、知らなかったのだと、聞いていなかったのだと

いう話をされている方もいらっしゃる。今回、いよいよ登録されて、いよいよ大型バスが来

るやとなれば、いつの間にかなくなるのではないの、どうなのという話を聞かされます。そ

んな中で、早目に、町の方向性や考え方というのは、そういった方々や町民の方々に、ある

意味町の真ん中ですので、何か示すべきではないか。決まっていないまでも、方向性はちら

ほらでもいいから流すべきではないかというふうに思っています。 

  それで、前々回の一般質問で虻田中学校の話をしました。虻田高校へ入るというのはどう

だろうという話をいたしました。もし、その話が進むのであれば、今回の教育長の行政執行

方針の中でも載っていますけれども、関係者と協議をし、北海道教育委員会とも協議をして

いくというような話を前向きに捉えていたのですけれども、そんなことがあるのであれば、

虻田中学校はなくなるのであれば、あそこに大きな駐車場ができるのではないのかと。37号

線からも近いし、大型バスが真っすぐ入ってきてできるのではないのかという感じもしない

わけではないのです。 

皆見教育長が書いたあの辺のところの意味合いをまずちょっとお聞きしたいと思うのです

が、その辺のところはどうなのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 虻田高校の余剰教室に虻田中学校が入れないかということでござい

ますけれども、執行方針のほうにも書かせていただきましたけれども、実は先日、道教委の

ほうにこの件についてご相談をさせていただきました。道教委の見解としては、制度上は特

に問題はないのだけれども、やはりクリアしなければならないハードルが多々あるのだとい

うお話をいただきました。私ももちろんそういうふうに認識しているところでございます。 
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  では、それを現実的にするためには、その高いハードルをクリアしていくための方策とい

うことをどうしていたったらいいかということを、やはり学校現場のほうとも十分議論しな

がら、本当に想定されることを一つ一つクリアしていかなければならない。そうしなければ、

やはりこの問題は解決しないのかな、現実的なものではないのかなということを思っている

次第でございます。 

  今、駐車場のお話が出ました。虻田・高砂貝塚の現状況でございますけれども、ちょっと

外れるかもしれませんけれども、個人所有の休遊地の使用について、現在折衝を進めている

ところなのですけれども、議員がご提案の、仮に虻田中学校が虻田高校のほうに移行したと

なった場合、確かに町有地でございますので、有効な活用についてはその跡地利用計画の中

で議論されるべき話になろうかなというふうには思うのですけれども、そういった中での一

つの検討の方向性でもあるのかなという気がします。 

ただし、やはり世界遺産ということになると、乗用車だけではなくて大型バスもご来町さ

れるというふうに思います。そうなったときに、既存の虻田中学校の敷地内に到達するまで

の道路等の問題というのも生じてくるのかなという気がいたします。 

  いずれにいたしましても、虻田高校の空き教室を利用した虻田中学校の移行問題について

は、令和２年度から調査をしながら、皆さんのご意見をいただきながら、先ほど言ったよう

に、一つずつ課題をクリアしていきながら進めてまいるつもりをしておりますので、まずは

お時間がかかるということについてはご理解していただいた上で、先ほどのご提案の虻田中

学校の跡地利用の関係についても、移行を見ながら判断させていただきたいということで申

し上げさせていただきたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） それで、提案は提案なのですけれども、とりあえず、テニスコートは

どうなるのだろうと。世界遺産に決まれば、本当にきちんと一回見てこようかと。修学旅行

もこんな時期ですけれども、高砂・入江貝塚は立派なものだよということであれば、やっぱ

り駐車場が必要で、大型バスがとまるところがなければだめだということですので、その辺

のテニスコートの扱いを、また今、駐車場を別にという話もありましたけれども、そういっ

たことであれば、それに入るような整備環境ですとかという話も出てくると思うのですが、

その辺のところがわかれば教えて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） テニスコートの関係につきましては、現状のままで町民の方にテニ

スをしていただくということを基本としております。駐車場の問題なのですけれども、やは

りテニスコートを使う方専用の駐車場の区分けは必要になってくるかというふうに思います

ので、そこは十分対応させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 駐車場のほかに大型バスが入るのであれば、道路を整備しなければだ
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めですね。今の既存の道路ではなかなか入りにくいということですよね。どこに駐車場を借

りるのかという話もあるかもしれませんけれども、その辺のところの構想があるのであれば

お教え願いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） 高砂貝塚のアクセス道路といいましょうか、進入路の関係だと

思いますが、今私どもが考えているところは、議員ご承知の泉公園線という町道がございま

す。高砂地区を横断する幹線道路なのですが、その道路につきましては、国道37号と、それ

から道道の洞爺虻田線インター通りに接続されている道路で、ご承知かと思います。あそこ

にコンビニがございまして、交差点があるのをご存じだと思います。昨年、たしか議員全員

協議会だったと思うのですが、北海道のほうであそこの交差点改良について予算をつけて改

良に向けて検討していただくことになりましたということを報告させていただいたところで

ございます。 

そのこともありまして、あそこの交差点の改良も今取り組ませていただこうと思っている

ところでございますし、そのほかに、令和２年度の土木費の予算におきまして、高砂貝塚公

園が整備中のものがあるのですが、あそこに今歩道のない細い道路があるのですが、用地が

あることから、令和２年度において、そこの道路に歩道をつけて道路も改良しようというこ

とで令和２年度の予算で設計と工事費も計上させていただいておりますので、何とかその中

で進めさせていただきたいなというふうに考えているところもございます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 正式にきちんとした駐車場、きちんとした道路ができるというのは、

いつごろになるのですか。今言ったのが、もう最終的な駐車場であり、整備なのですか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 令和２年度中ということでございます。令和２年度中に、道路並び

に駐車場の整備を完了する予定でございます。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） ちょっと補足になるのですが、先ほど申し上げました交差点の

改良につきましては、移転補償等々もありまして、令和２年度でできる状況ではないのです

が、最終的にはそこも改良される予定で進めたいということでのお話だということでご理解

いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 本当に世界遺産が登録になれば、ならなくても、やはり町のメインの

一つに皆さんに来てもらえる場所をつくるということで、大型バスが何台もとまるかもしれ

ません。そして大型バスが通るようなきちんとした道路ができなければいけません。それを

令和２年度中に、予算を今回出されている。年度中に。お願いします。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 
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○教育長（皆見 亨君） 失礼しました。ちょっと途中で申しわけございません。 

  令和２年度の当初予算のほうには、まずは駐車場の件については計上してございません。

というのは、まだ地権者のほうと最終的な調整が済んでいないものですから、地権者との協

議が終わり次第、協議が進み次第、令和２年度の補正予算において対応する考えでいるとこ

ろでございます。 

○議長（大西 智君） 千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） それを借りるということで、最終的に何十年間契約になるかもしれま

せんし、何カ年間になるかもしれない。 

先ほど、この話題を出す前に、私ちょっと夢を語ったみたいですけれども、本当は虻田中

学校が虻田高校に入るのであれば、あそこに、うちは本当に土地が少ないのですけれども、

きれいな土地が、大きな土地ができるわけですよね。あそこの計画というのはいまだどこの

あれにも載っていないような気がするのですけれども、そういったことを踏まえると、あそ

こに建物を建てるわけではないので、あそこは本当に高砂・入江貝塚も近いですからね。そ

んなことを踏まえると、これからのあそこの何をするかということも考えながら、まずは虻

田高校に入れるかどうかがまず問題なのだろうと思いますけれども。そういったことも考え

ながら進めていくということですか。わかりました。 

  では、今回の２番目の件につきましては、そのようなことで進めると。地権者の方と前向

きに捉えているということですね。わかりました。早速ですけれども、うちの町のメインに

なる遺産ができる可能性が十分にあるところですので、よろしくご検討を踏まえながら進め

てもらいたいと思います。ありがとうございました。終わります。 

○議長（大西 智君） これで、７番、千葉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 ２時３８分） 
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