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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３年６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、２番、大久保議員、３番、篠原議

員を指名いたします。 

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

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  五十嵐委員長。 

○議会運営委員会委員長（五十嵐 篤雄君） おはようございます。 

読み上げて報告とさせていただきます。 

所管事務調査報告書。 

  令和３年６月15日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

  議会運営委員会委員長、五十嵐篤雄。 

  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３年６月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和３年６月８日、火曜日。 

  ３、出席委員、私ほか、石川副委員長、越前谷委員、立野委員、千葉委員。 

  ４、委員外として、大西議長、板垣副議長に同席をしていただきました。 

  ５、説明員、武川副町長より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３

年６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。 

  会議期間については、６月15日から６月18日まで。 

  審議日程について、裏面のとおりでございまして、本会議でございます。 
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  なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組として、次のことを決定しました。 

  会議中は、出席者全員がマスクを着用することとし、議場への入室の際は手の消毒を行う

こと。議会の傍聴についてはご遠慮いただくこととする。 

  以上でございます。 

○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18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。 

  町長並びに教育委員会から行政報告の申出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 令和３年６月15日、洞爺湖町議会令和３年６月会議に町の行政報告を

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出があり、ご厚志に沿うよう有り難く

受納いたしました。 

  （１）として、金員の寄附、これはふるさと納税寄附金としてでございます。個人、匿名

含み386件、累計で560件でございます。今回の総額は、621万1,000円、累計で928万3,000円

でございます。 

  （２）として、物品の寄附でございます。日本郵便株式会社から、郵政創業150周年記念

切手プレートを頂いております。 

２として、新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。 

４月下旬から北海道内において新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大したことから、

５月16日から31日まで北海道に緊急事態宣言が発令され、さらに６月20日まで期限が延長さ

れております。 

町としましては、緊急事態宣言を受け、町内回覧や新聞折り込み、防災無線を活用し、外

出自粛や緊急事態措置区域との往来の自粛といった住民への感染拡大防止の周知を行うとと

もに、公共施設の利用を原則休止としております。 

また、５月14日に町内保育所で幼児１名の感染が確認されたため、翌日から保育所を閉鎖

しておりましたが、濃厚接触者となった幼児及び職員全員の陰性が確認されており、健康観

察期間においても発熱等の症状がなかったことから、５月27日より全ての保育を再開してお

ります。 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種につきましては、国の指導の下、北海道の協力

により、市町村が実施することとなっております。 
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当町におきましては、優先される65歳以上の高齢者について、５月12日から一部の高齢者

施設を対象に先行接種を実施し、６月７日からは町内の指定医療機関で個別接種を開始した

ところであります。 

加えて、６月26日からは、新たに集団接種を開始し、65歳以上高齢者の方々の７月末まで

の接種完了に万全を期してまいります。また、一般の方々へのワクチン接種につきましても、

早期に実施できるよう取り組んでまいります。 

今後につきましても、国と北海道並びに地域医療機関と連携し、ワクチン接種の早期実施

を図るとともに、感染症蔓延の防止、住民と事業者への支援に取り組んでまいりますので、

議員各位におかれましてもご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、国民健康保険税や介護保険料の減免措置に係る条例改正案、事業者支援対策に係る

費用等について、補正予算案を本会議に提出しておりますので、よろしくご審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 

  三つ目に、民事調停の申立てについてでございます。 

このたび、当町に対し、委託業務契約に関する民事調停の申立てが伊達簡易裁判所に提出

されましたので、ご報告いたします。 

民事調停は、非公開で行われるものでありますので、詳細の内容については控えさせてい

ただきますが、申立ての内容は、町内の公共施設の保守管理業務について契約をしている相

手方であり、昨年４月１日に本年３月31日までの期間で締結した契約が今年度も引き続き継

続していることを認め、委託料の支払いを求める内容でございます。 

町としましては、これまで当事者間で話合いを行ってきたものでありますが、双方の合意

に至らず、このような結果となり残念に思いますが、北海道町村会の顧問弁護士に依頼し、

対応していくこととしておりますので、議員各位のご了承をお願い申し上げます。 

なお、本会議に民事調停に関する費用の補正予算案を提出しておりますので、よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

  ４として、令和３年度コミュニティ助成事業（地域防災組織育成事業）の助成決定につい

てでございます。 

町では、自主防災組織が防災活動を実施する上で必要な備品を整備するため、かねてより

一般財団法人自治総合センターが宝くじ社会貢献広報事業として実施しているコミュニティ

助成事業の地域防災組織助成事業へ申請を行っていたところですが、今般、当該センターか

ら150万円の助成決定の通知がありました。 

今回対象となる自主防災組織は、令和元年度までに結成された６自治会としており、令和

２年度以降に結成された自治会については、次年度以降で申請していくこととしております。 

  なお、本議会に関連する補正予算案を提出しておりますので、よろしくご審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 

五つ目に、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴うイベントの中止についてでございま

す。 
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５月16日に開催予定でありました第47回洞爺湖マラソン2021は、新型コロナウイルス感染

拡大により大会の中止が決定されておりましたが、代替措置としてオンラインマラソンを実

施いたしました。3,453名のエントリーを頂き、2,916名が完走されました。 

６月27日及び８月22日に開催を予定していた第44回洞爺湖町洞爺産業まつり及び第５回北

海道トライアスロンは、それぞれの実行委員会において中止が決定されました。また、６月

13日に開催予定でありました東京2020オリンピック聖火リレーにつきましては、町民の皆様

にもサポートランナーや吹奏楽で会場を盛り上げていただいたり、ボランティア等としてご

協力をいただく予定でしたが、緊急事態宣言の延長に伴い中止が決定され、北海道内では白

老町と札幌市にて、無観客下で行われる点火セレモニーのみに縮小されました。 

なお、洞爺湖温泉観光協会が実施しております洞爺湖ロングラン花火大会については、緊

急事態宣言の発令を受け、５月16日から６月20日まで中止となっておりますので、併せて報

告いたします。 

 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、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） 教育委員会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、次の方より寄附の申

出があり、ご厚志に沿うよう有り難く受納いたしました。 

  （１）金員の寄附として、洞爺湖町ミニバレー協会会長、北島良人氏より、洞爺湖町ス

ポーツ振興基金へとして34万円でございます。 

  二つ目に、北海道・北東北の縄文遺跡群世界文化遺産登録に係るイコモス勧告についてで

あります。 

令和３年５月26日、北海道、青森県、岩手県及び秋田県の４道県と関係市町で、世界遺産

登録を目指しております北海道・北東北の縄文遺跡群について、国際記念物遺跡会議（イコ

モス）より、世界遺産一覧表への記載が適当との勧告がありましたので、ご報告申し上げま

す。 

昨年９月に行われましたユネスコの諮問機関であるイコモスによる現地調査の結果、世界

遺産にふさわしいとの評価を受けたことは、登録実現に向けて大きく前進したと受け止めて

おり、これまで応援していただきました議員の皆様に、心から厚く感謝を申し上げます。 

世界遺産登録に向けましては、本年７月16日から31日に行われるユネスコ世界遺産委員会

で登録の可否が決定する見込みとなっております。 

今後は、関係機関等と協働しながら世界遺産登録の実現を目指すとともに、縄文文化とい
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う、約１万年もの長きにわたって営まれた、高度に発達・成熟した世界史上希有な先史時代

の文化を町内外へ広く発信するなど全力で取り組んでまいりますので、引き続き議員各位の

ご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

  三つ目に、洞爺湖町少年の主張大会の開催についてでございます。 

６月２日、洞爺湖町役場防災研修ホールにおきまして、洞爺湖町少年の主張大会が洞爺湖

町青少年健全育成連絡協議会の主催で開催されました。 

本大会は、新型コロナウイルス感染症対策により、ビデオ審査形式で無観客の開催となり

ましたが、町内２中学校から選抜された６名の中学生が、それぞれの経験などを題材にした

テーマを熱弁されました。 

発表は、コロナ禍における生活で気づいた人の優しさや、幼児・動物虐待など、現代社会

における問題に注目した内容などを話され、各参加者の表現力がすばらしいとの審査講評を

得ていました。 

今回、最優秀賞に輝いたのは洞爺中学校３年生の吉野真帆さんで、「完璧じゃなくていい」

をテーマに、自分が抱えている身体的ハンディキャップを通じ、人々の優しさや手助けを受

けた体験によって得た思いを題材に、お互いに支え合うことの重要性に気づいてほしいとの

内容を述べたものです。 

なお、吉野さんについては、７月16日開催の少年の主張胆振地区大会ビデオ審査に、洞爺

湖町の代表として選出することとなっております。 

四つ目に、新型コロナウイルス感染症に関する対応等について（その14）でございます。 

  （１）令和３年５月14日に発生の新型コロナウイルス感染症についてでございます。 

洞爺湖町内の保育所に在籍している幼児１名の感染を確認し、保育所に在籍の３歳以上の

幼児及び一部の職員が濃厚接触者となりましたが、検査の結果、全員の陰性が確認されまし

た。 

洞爺湖町教育委員会では、感染の確認以降、室蘭保健所からの指導・助言を受け、当該幼

児が在籍する保育所を５月15日から休止（保育所閉鎖）していましたが、３歳以上の幼児及

び職員全員の陰性が確認されていること、保護者の負担の緩和や職場復帰への配慮が必要な

ことから、当保育所に通所する兄姉のいない一、二歳児について、ご家族の状況や幼児の健

康状態を確認し、通常保育の時間帯で５月21日より受入れをいたしました。 

また、３歳以上の幼児及びその弟妹の一、二歳児については、引き続き自宅待機と経過観

察をお願いし、幼児全員に発熱等の症状がないことから、５月27日より通常どおり開所して

います。 

このたび感染した幼児に対する差別や偏見、誹謗中傷がないよう人権尊重、個人情報保護

に十分に配慮するとともに、幼児や保護者、地域の方々が不安に感じることがないよう、引

き続き感染症の防止について徹底してまいります。 

（２）運動会の延期についてでございます。 

町内の小中学校については、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ
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ニュアルに基づき感染症対策を行っていますが、道内の緊急事態措置区域への追加を受け、

運動会については感染リスクが高いことから延期することとしています。なお、中学校の体

育祭につきましては延期しており、今後の感染状況を見ながら開催について判断してまいり

ます。 

（３）部活動の休止についてでございます。 

町内の各中学校の部活動については、可能な限り感染及び拡大のリスクを低減し実施して

いましたが、道内の緊急事態措置区域への追加を受け、原則休止としています。なお、中学

校体育連盟大会（中体連）に出場する部活動に限り、保護者同意の下、練習は厳選して行う

こととしています。 

（４）令和３年度洞爺湖町民プール並びに学校水泳プールの閉館についてでございます。 

本年度においては、両館ともに６月中旬からのオープンを目指して、監視員確保や設備点

検作業等の準備を進めてまいりました。しかしながら、５月16日の緊急事態宣言の発令を受

け、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から教育委員会において再度検討した結果、

当該施設の規模や地域の感染状況も鑑みて、本年度における開館を見送ることといたしまし

た。 

五つ目に、公立高等学校配置計画案についてでございます。 

６月１日、北海道教育委員会は令和４年度から令和６年度に係る公立高等学校配置計画案

と、令和７年度から令和10年度までの見通しを公表しました。 

胆振西学区の今後の検討事項としましては、令和７年度以降、令和10年度までに中卒者が

106人減少することが見込まれることから、欠員の状況、学校・学科の配置状況などを考慮

し、再編整備を含めた定員調整の検討が必要、欠員が40人以上生じている学校について、学

科の見直しや定員調整などについて検討が必要となっています。 

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

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

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

この内容に沿い、令和３年度の１年生在籍者数が18人の虻田高等学校については、令和６年

度は再編整備留保となっております。 

  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） 日程第４、一般質問を行います。 

  本日は、２番、大久保議員から８番、今野議員までの４名を予定しております。 

  初めに、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） おはようございます。２番、大久保富士子でございます。 
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  私は、令和３年６月定例会議におきまして、さきの通告に従いまして、順次一般質問をさ

せていただきます。 

  北海道は、今月20日までに緊急事態宣言が延長になりました。また、体調の急変が見られ

た症例もあるウイルスの変異株が広範囲にわたり感染拡大されております。その一方、外出

自粛要請が長期にわたり、宿泊業、飲食サービス業をはじめ、売上げが減少し、苦しむ事業

者は限界に近づきつつあります。町民生活においては、様々な要請が出されるとともに、行

き先の見えない不安により、深刻な状況の方もおられます。 

  今後、いよいよワクチン接種体制が本格化される中で、それに対し速やかにワクチン接種

が進み、この困難を乗り越えることを心より期待いたしまして、新型コロナウイルスワクチ

ン接種についての御質問をさせていただきます。 

  日々、ワクチン接種の業務に関わる職員の皆様、何かとご苦労が多いと思われますが、コ

ロナウイルスより町民の皆様を守るためにも、よろしくお願いしたいと申し上げて、ご質問

に入らせていただきます。 

感染収束の切り札と言われていますワクチン接種が本格化され、経済活動を再開するため

にも、迅速にワクチン接種を進めることが大事です。洞爺湖町では、65歳以上のワクチンの

個別接種が今月６月より開始され、集団接種も１回目が今月26日、27日、２回目が17日、18

日の実施予定になっております。既に個別接種に予約されていて、集団接種に予約が変更と

なる住民の皆様方に、町として丁寧に説明し、ご理解をいただけますよう、しっかりとした

対応をしていただきたいと思います。そこで、ワクチン接種の進捗状況についてお伺いいた

します。 

住民の多くの方より、洞爺湖町はワクチン接種が遅い、観光地を抱えているのに接種が始

まるのが遅いと言われています。一方、インターネットの予約ページが開かなく、役場へ行

くと、予約が電話かネットなのに、役場で予約を受け付けてくれたと喜んでいる人もおりま

す。全国的に65歳以上のワクチン接種予約は、電話予約受付６割以上、一斉に予約が殺到し

て、混乱と新聞に掲載されておりました。町におきましても、予約受付業務は、大変にご苦

労されていると思います。そこで、予約受付段階にて様々な問合せ、ご相談があると思いま

す。その内容と対応についてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのご質問にありました点についてお答をさせ

ていただきます。 

まず、洞爺湖町のほうのワクチン接種、一般高齢者に対するワクチン接種が遅いという部

分のご意見を頂きました。その部分に関しましても、若干でありますが説明をさせていただ

きたいと思います。 

一般高齢者への接種開始時期の遅さという点につきましては、経過を説明させていただき

ます。町も、当初から国が示していた接種予定に沿って、医療従事者等から接種を完了させ

てから一般の高齢者へ接種を行うことで、感染防止対策を行い、医療機関への感染リスクを
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削減し、地域医療機能の維持及び住民の皆さんへの安心して安全に接種が行われるように、

接種体制の構築を進めてまいりました。しかし、国のワクチン供給が遅れ、医療従事者のワ

クチンが４月27日に洞爺湖町に供給され、入荷した日から町内の主要病院において、医療従

事者に接種が、約630名にワクチン接種が開始されました。また、高齢者用のワクチンにつ

きましても、希望予定数のワクチン確保の時期が入荷の直前まで確定せず、十分な確保の見

通しが立ってからの実施となりました。当初の想定スケジュールを大きく予定が変更となっ

たため、町内の医療機関との協議により、５月12日から通常診療を継続させつつ、高齢者施

設入所者及び65歳以上の入院患者約660名に対し優先接種を開始し、クラスター感染の発生

リスクの削減のため、一般高齢者の方々より先に接種を進めさせていただきました。接種対

象となる高齢者施設が多かったことから、一般高齢者への方々への接種が隣町などから遅く

なりました。 

予約段階では、町の接種開始や、接種をしたらよいのかの判断についての相談、副反応の

心配などの内容が寄せられておりました。接種の判断につきましては、主治医がいる方には、

かかりつけ医と相談するようお勧めし、副反応の心配については、ファイザー社より示され

ている内容の説明の上、さらに不安のある方については、国の厚生労働省や北海道の専門相

談機関を紹介しており、相談頂いた皆様には、納得を頂いております。 

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） ご答弁、ありがとうございます。 

問合せに対して丁寧な対応、ご苦労様でございます。接種開始の件の答弁を伺い、私も理

解いたしましたので、町民の方には、正確な情報をお伝していきたいと思います。また、ご

答弁にありました集団感染の   をするための高齢者施設のワクチン接種の件ですが、３

月議会でもお聞きしましたが、特別養護老人ホーム入所者への接種については、最終的にど

のような体制になりましたかお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 特別養護老人ホーム、前回の議会でもご質問頂いてお

りました。この特別養護老人ホームの入所者への接種につきましては、全国で実施する上で、

ワクチン接種を実施する上でも統一したルールというものがございます。それは手引きに記

載されているものでございまして、高齢者施設へ接種を行う場合は、接種を実施する医療機

関が、所管する市町村が、接種に使用するワクチンを確保して供給しなければならないと定

められております。そのため、当初、国からワクチンの供給が示されていない状況で困惑い

たしておりましたが、一般高齢者分と町外高齢者施設分約600名程度のワクチン供給の予定

が見込まれましたので、豊浦町、壮瞥町、伊達市などの高齢者施設に対してもワクチンを供

給して、高齢者施設への接種が実施されております。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 
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○２番（大久保富士子君） 施設に訪問されて、接種が行われたことが分かりました。医療関

係の方は、大変にご苦労され、尽力されていることを再認識させていただきました。 

それでは、次の質問でございます。政府の新型コロナ対策分科会は、ワクチン接種者が人

口の半分程度になると感染が広がりにくくなる集団免疫の効果が出始めるとの見解を示して

います。そこで現代段階のワクチン接種予約数とワクチン接種数をお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ６月14日現在、予約総数は2,782名で、接種数は561名、

接種率は20.2％となっております。 

以上です。 

○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。洞爺湖町におきましても、接種対象者の

多くの方々がワクチン接種を希望していただけることを願いまして、次の質問でございます。 

医療関係のワクチン接種を受けた方より、２回目の接種を受けた夜に熱が出て、解熱剤を

飲んだ、次の日も関節が痛かった等のお話をお聞きいたします。また、様々な理由で副反応

の心配をされている方が随分おられます。洞爺湖町は、現在１回目のワクチン接種の実施中

ですが、ワクチン接種を受けた方より副反応の相談、問合せはありましたかお聞きいたしま

す。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ６月７日より一般の高齢者の接種を開始させていただ

いております。現時点で接種を行っている医療機関から副反応に対する報告は受けておりま

せん。また、さわやか及び委託している相談受付窓口にも確認いたしましたが、問合せはな

い、ございません。 

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） ご答弁、ありがとうございます。今のところ、副反応の問合せが

なく、大変によかったと思うところでございます。 

そこで、ワクチン接種の反応はいつ発生するか分かりません。接種後の町民の皆様の不安

を解消するためにも、町が24時間体制の相談窓口の対応は、適切な対応と思われます。そこ

で、対応日程と具体的な対応の詳細を確認でお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 電話相談窓口についてでございます。 

現在のワクチン接種事業に伴う電話相談窓口の体制は、健康福祉センターでの相談窓口の

ほか、業務委託を行っている業者が土日祝祭日を含む午前８時から午後８時までとなってお

ります。集団接種を今後洞爺湖町として実施する際には、洞爺湖町保健師が接種当日の24時

間の体制を整備いたしまして、電話相談窓口を開設させていただきます。 

  以上でございます。 
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○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ご答弁、ありがとうございます。24時間体制は、集団接種を実施

する１日だけですか。もう一度確認いたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 24時間での電話の相談窓口というのは、大量に接種を

行う集団接種当日の対応という形で実施いたします。 

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） それでは、接種後の副反応への対応は、どのように進めますかお

聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 接種後の副反応への対応ということでございます。 

通常時の個別接種に関しましては、健康福祉センターで接種後に新型コロナウイルスワク

チンを接種された方へということでチラシを作成しております。そこに主に見られる副反応

や接種当日の注意点、当日から数日間への注意点、電話相談窓口のお知らせを作成して、接

種した後に改めて接種した皆様に告知をしております。ワクチン接種後に起こる可能性のあ

る副反応へのそういった形での周知を行っております。また、西胆振消防や一時救急体制を

整備している洞爺協会病院、洞爺温泉病院とも調整し、受入れの依頼を行っているほか、個

別接種を実施している各医療機関におきましても、相談に応じていただけるような体制を整

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） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ご答弁、ありがとうございます。住民の生命を守るためにも、副

反応に対して最善の対応を心より求めるところでございます。 

それでは、２番目の質問でございます。 

国は、希望する65歳以上のワクチン接種を７月末までに完了させるとの目標を掲げていま

す。洞爺湖町は、７月末の接種完了予定と全員協議会でのご説明で伺いましたが、その対応

についてお聞きいたします。 

医療団体をはじめ様々な関係者のご協力があり、集団接種体制が整い、集団接種が実施で

きることを本当によかったと思います。10日、新聞に洞爺湖町集団接種の記事を見て、予約

変更したよ、ありがとう、と電話をくれた人がいます。確認の意味で、昨日時点で、７月末

までの65歳以上のワクチン接種予約の数と、対象者に対して予約が何パーセントかお聞きい

たします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 昨日までの予約総数でございますけれども、予約総数

につきましては、2,782名でございます。 
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  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 洞爺湖町の７月末までに接種するパーセントということでござい

ます。同町においては、集団接種の実施によりまして、７月末までに早期の接種を希望され

る高齢者の接種の率といたしましては、100％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。65歳以上の多くの方が、ワクチンに感染

収束の期待をしてワクチン接種を望んだと思われます。万全な体制で、ワクチン接種事業を

進めていただきたいと思います。 

次に、３番目の質問でございます。 

国は、16歳以上の全人口が２回接種できるワクチンを確保、接種を加速させるために、６

月中旬を軸に16から64歳以下にも接種券の発送を自治体に指示したと言われております。町

として、64歳以下の希望されるワクチン接種の実施予定についてお伺いいたします。 

高齢者の接種終了時期を見込み、64歳以下のワクチン接種体制を進めていると思います。

そこでワクチン接種の開始予定をお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 64歳以下のワクチン接種の実施予定時期ということで

ございます。 

町といたしましては、高齢者の接種を今実施しているところでございますが、その高齢者

接種の終了後に継続して、基礎疾患がある方や社会生活を営む上で影響が出ると考えられる

職種の方などへの接種順番についても、洞爺湖町のコロナウイルス本部会議で検討し、住民

の皆様へお知らせして、終了後、接種を開始していく予定でおります。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。ちょっと待ってください。 

予定なので、何時頃予定されているのかというのを聞いていると思うのですが。 

○健康福祉センター長（金子信之君） すみません、時期的な部分につきましては、高齢者接

種のほうが７月末をめどに終了する予定でおりますので、その７月末終了直後から、一般の

64歳以下の方々にも継続して接種をしていく予定で検討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） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解でございます。洞爺湖町は、観光地を抱え、サービス業に従

事されている方々も多く、感染予防のため、また安心して観光客に来ていただくためにも、

迅速にワクチン接種を完了することが大事だと思います。そのため、早急にワクチン接種の

集団接種体制、ワクチンの集団接種体制の構築が必要と思われますが、町の考えをお聞きい

たします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 
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○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの集団接種への構築という体制でございます。 

町といたしましては、高齢者につきましては集団接種ということで実施する予定でござい

ます。64歳以下の一般の方々につきましては、高齢者接種が終了して、その後継続して接種

を行うということもございます。医療機関の方々の継続した接種実施というところの医療現

場での負担軽減というところ、また、今現在、町内での職域、国が現在新たに推奨している

職域接種について、洞爺湖温泉観光協会、洞爺湖温泉旅館組合、洞爺湖商工会、洞爺まちづ

くり観光協会と連携して、実施に向けて協議を行っているところでございます。そういった

ことも含めまして、現在町といたしましては、64歳以下の高齢者の方々に対する集団接種と

いうところの検討については、まだ検討していないという状況でございます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 新型コロナウイルス感染ワクチンでございますが、最初からちょっと

言わさせていただきますが、私ども、ワクチンが、国のほうでは配る配ると言っていたので

すが、なかなか手に入らなかった。医療機関のワクチンも、実はなかなか数がそろっていな

かった。非常に厳しい状況がありました。 

当初は国のほうも７月末なんて話は、一切ございませんでした。ワクチンが用意できたら

すぐ送るという話だったのですが、なかなか届かない。それで当町は、病院、医療機関関係

者の皆様といろいろお話をして、ワクチンが来たら、安心・安全に打とうね、副反応も出た

ら困るよねというふうなことで、安心・安全を兼ね備えて８月末を完了すると、65歳以上の

方ついては。それまでに医療関係者を全て終わらせるということでございましたが、その後、

５月に入ってから、ぽちぽち高齢者のワクチンが入ってきました。最終的にワクチンが入っ

てきたのが６月５日でございました。それで、高齢者の数のワクチンが大体そろうなという

ところまで来ました。 

ところが、それまで洞爺湖町は安心・安全に医療機関のほうで個別接種をしていただこう

ということで進めてきたわけですが、ここにきて急に６月、５月末から６月にかけて、国の

ほうが７月末までに何とかワクチンを65歳以上の方々全て終えるようにという指示がござい

ました。それから改めて病院関係者といろいろ協議をさせていただきまして、集団接種をや

らなければ７月末完了は難しいということから、いろいろ医療機関の方々の本当に甚大なご

協力を賜ったということから、私どもも集団接種をやろうということになりました。 

この期間、７月末までに何とか高齢者のワクチン接種を終えて、少し隙間ができるかもし

れない。そのときに、７月のそれが20日過ぎになるか分かりませんが、もっと早くになるか

もしれない、今の状況でいくと。そのときには、一般接種に切り替えようという今、計画を

立てております。 

そのときに、日本旅館業協会のほうから国のほうに対しまして、国のほうでは病院のある

大学病院で大規模接種、あるいは大手企業で1,000人以上の従業員のいるところについては、

企業内の接種というのも一つ考えているという話が出てまいりました。そんな中、先ほど申

しました日本旅館業協会も、政府に対して、我々も職域接種、これができないかということ
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で要望していたように聞いております。それを受けて、下部である私どもの町もホテル旅館

がございますので、そちらのほうも何とか早くに接種できないだろうかというお話がありま

した。その辺につきましても、実は医療機関とその事業者と町がどういうふうに協力できる

かということの打合せをやってきました。 

そんな中に、今度は、私どもの商工会が中心になりまして、実は観光宿泊業だけでなくて、

サービス業を伴う観光業が洞爺湖温泉の場合には非常に多いと、洞爺湖町地区では非常に多

いということから、何とかこちらのほうも職域接種はできないだろうかということで国のほ

うに働きかけ、私どもの商工会だけでなくて、全体の商工会議所、あるいは商工会を通じて、

国のほうに今、働きかけをさせていただいております。そんな中、国のほうも早くに集団接

種をしていきたいというものがあるようでございまして、今前向きに捉えていただいている

ところかなというふうに考えております。 

そのときに、私ども、昨年の６月19日に、洞爺湖町における感染防止の取組宣言というの

を６団体で結ばさせていただきました。その６団体のご協力を頂いて、ただいま一般接種と

は別に職域接種ができないかということで、医療機関のほうとも調整をさせていただいてお

ります。これが決定しますと、今度は、ホテル・旅館にお勤めの方、あるいはサービス業を

やっている土産屋ですとか、汽船のモーターボート等々の関係者の方々、それに今、商工会

に加盟している中では、スナックですとか、夜の飲食業を主としている方々だとか、そうい

う方々も全てそこにうまく組み込めれないかということで検討しておりまして、今、大体、

まだ大まかな数字ですけれども、恐らく1,000人くらいになるのではないだろうかと。それ

が、今、国のほうとも調整させていただいておりますので、それがはっきりしましたら、一

般接種とは別に職域接種ということで、できることであれば、まだ日にちははっきりしてお

りませんけれども、７月くらいから打てれるようになればよいかな。 

とにもかくにも、やはり地域の皆さんがワクチンを接種していただいて、安心に暮らすこ

とができるよう、そういう体制づくりをこれからもしっかり取り組んでまいりたいなという

ふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 詳しく、前向きなご答弁、ありがとうございます。各種団体のご

協力を頂き、迅速な対応、大変に期待しております。 

次に、４番目の質問でございます。 

厚生労働省は、米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンについて、公費負担の対象

となる接種対象、16歳以上から12歳以上に引き下げることを決めた６月１日から12歳、12か

ら15歳も無料で接種可能となり、厚生労働省は、混乱を避けるために高齢者接種の進展状況

などを踏まえ、接種券の配送時期を検討するよう自治体に求めていると聞きました。町とし

ての対応をお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 令和３年５月31日付で厚生労働大臣から発出されまし
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た通知により、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施についての対象年齢が12歳

以上に改定されました。12歳以上に改定され、接種の対象となりますことから、接種券の配

布につきましては、12歳以上となられる方々皆様に接種券の発布を行ってまいりたいと考え

ております。 

接種の実施自体につきましては、今後、町の中で年齢を区切って、接種時期については今

後検討していくという予定でございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 国が急激にコロナワクチンのいろいろな方針を変える、そういうこ

とがあって混乱をしているところですが、この12歳の部分についても、厚生労働省がファイ

ザー製のワクチン接種対象を12歳以上に引き下げた。全国の中で先行しておりました岡山県

総社市が、この国の改正を受けて７月から実施をするというふうに発表したところですけれ

ども、電話での苦情等の抗議のメールが電話で100件、メールで2,000件以上来たというよう

なことで、これらの批判を受けて、12歳から15歳の接種発送を見送ってございます。当然、

親の承諾を取ってということになりますけれども、64歳未満の先行接種の中で、私どもも検

討はしてございますけれども、この部分については、慎重に取り扱わないといけないという

ふうに考えてございますので、時期等については、今後全国の様子も見ながら進めていきた

いというふうに思ってございます。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ご答弁、ありがとうございます。全国的に学校の集団感染、クラ

スターが発生されております。クラスターを発生させないためにも、ワクチン接種が予防の

要だと思います。安全性が確認できれば、可能な限り12歳以上の多くの対象者にワクチン接

種を希望している、していただく取組が重要と思われますが、次の質問でございます。 

今月９日、菅総理が、希望する国民へのワクチン接種を10から11月にかけて全て終える意

向を表明されたと聞きます。町の見解をお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 先日、報道によりますと、そういった形の10月から11

月ということでの報道は、私どもも見たり耳にしたりしております。洞爺湖町といたしまし

ては、順次高齢者接種が終わって、一般の接種の方々含めて接種をさせていただきますが、

先ほど町長も話をされておりましたとおり、今後検討されます職域での接種の可能性等も含

めながら、一般接種の方々の接種について実施していき、希望される方々が一日でも早い接

種が行えるような体制の整備に努めてまいりたいというふうに現時点では考えております。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 64歳以下の接種でございます。報道等では、10月、11月というこ

とで、正式にそういった目標を市町村に示されたという通知は、今のところございません。 
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当町の考え方といたしましては、高齢者の接種の完了後に一般接種を実施することとして

おりまして、現在、その一般接種の１週間の接種体制につきましては、既に700人を超える

体制を構築しているところでございます。また、今後さらに、その枠の拡大ができないか調

整をしているところでございます。 

先ほどの町長の説明にもありましたとおり、商工会、観光協会が連携して進めている職域

接種、そういったところも含めまして、さらなる洞爺湖町としては、ワクチン接種完了を加

速化させたいと考えておりまして、その10月、11月という期間ではなく、さらに短縮できな

いか、そういった調整を現在洞爺湖町として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） 前向きなご答弁、ありがとうございます。 

それでは、最後の質問でございます。我が町洞爺湖町は、複数の高齢者施設、そして大き

な病院、観光地を抱えています。これからも、新型コロナウイルス感染の拡大を抑えるため

に、ワクチン接種後も継続的な感染予防対策への確認、ご協力のお願い周知が大事なことと

思います。その対応についてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ワクチン接種後の感染予防対策ということでございま

す。 

厚生労働省では……。 

○議長（大西 智君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時０７分） 

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

（午前１１時１０分） 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

答弁、途中で申し訳ございません。 

金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ワクチン接種後の感染予防対策ということでのご質問

でございます。 

厚生労働省では、ワクチン接種の効果につきましては、新型コロナウイルス感染症の発症

を予防できる効果が高いとされておりますが、ワクチンを受けた方からほかの方への感染を

どの程度予防できるかは、まだ分かっておりません。また、ワクチン接種が年代別に徐々に

進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを受

けた方も受けてない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。このため、町といた

しましても、引き続き徹底した感染予防対策を実施するとともに、住民の皆様に対しまして

も、今までと同様に感染予防対策を継続していただくよう周知をして、実施して、お願いを

してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 
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○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、担当課長が答弁したとおりでございますが、実は私どもの町、今

回の緊急事態宣言が出る前に、昨年の６月19日に各団体、観光協会あるいは旅館組合、商工

会等々と含めて６団体で感染防止に対する取組宣言というのをさせていただきました。その

折に、しっかりした手洗い、消毒、あるいは３密態勢、こういうのをやはり地域でしっかり

取り組もう、そして飲食店では、できる限り換気をよくするですとか、あるいは、必要なと

きにはマイクを拭いて、また新しく別な方に渡すだとかという取組をしっかりやってきてい

ただいていたかなというふうに思っております。残念ながら、昨年の12月に、某病院でクラ

スターが発生してしまった。それも、病院関係者のなみなみなる努力、あるいは北海道保健

所等々の協力を頂いて、そこだけで何とか抑え込むことができた。それ以来、また感染者が

出ていなかったわけですが、５月のゴールデンウィーク明けに、やはりぼちら、ぼちらと感

染者が出てしまった。今現在は、経過観測をされている方もいるようですが、町内に住んで

いる方々に感染者が出ている状況にはございません。 

そういうことを踏まえて、今までやってきた取組をしっかりとこれからも取り込んでいこ

うということは、各団体を通じまして、この緊急事態宣言あるいは蔓延防止宣言、これが発

令される、こういうときには、必ず６団体集まりまして、うちの団体ではこういうふうに頑

張るから、あるいはこっちの団体ではこういうふうに頑張るからということを申合せさせて

きていただいておりました。そういう取組は、今後もずっと続け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） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） ご答弁、ありがとうございます。きめ細やかな対応で、万全を期

していただけると確信いたします。多くの町民の皆様が、一日も早い感染収束の期待として、

ワクチン接種を希望されていることに対し、心より感謝いたします。町一丸となり、安心・

安全で、かつてない規模のワクチン接種事業の大成功を期待しております。 

私たち公明党のネットワークを生かして、お役に立たせていただくよう、微力ながら尽力

してまいる思いでございます。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11時25分といたします。 

（午前１１時１５分） 

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

（午前１１時２５分） 

○議長（大西 智君） それでは、再開いたします。 

  引き続き、一般質問を続けます。 

  次に、５番、立野議員の質問を許します。 

  ５番、立野議員。 
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○５番（立野広志君） ５番、日本共産党の立野広志でございます。 

  それでは、これから一般質問を行います。 

一つ目は、新型コロナウイルス感染症対策ということで、１項目質問させていただきます。 

私の質問については、その後、事前に質問通告の細目についても、それぞれ担当の方々に

もお渡ししておりますので、ぜひその基でいろいろ検討された中身も含めてご答弁を頂けれ

ばというふうに思います。 

新型コロナウイルス感染拡大が長期化する下で、北海道では全道に広がり、この大型連休

から２週間で約３倍に急増。札幌市などでは、極めて深刻な事態となっていると。政府や、

そして北海道の対応の遅れなどにも大変な今、不安や不満の声が上がっています。 

全道的に今、医療が逼迫する下で、患者の死亡も増加している。これは、繰り返し新聞報

道でも明らかになっておりますが、医療機関や宿泊療養施設にも入れない自宅療養者が増加

して、その中で死亡者も発生しています。若い世代への感染拡大も広がり、30代の死亡者も

出ているという報道です。 

西胆振圏、私たちの地域においても、クラスターの発生が老人ホーム、高齢者住宅など福

祉施設、医療機関、保育、幼稚園、障害者事業者などへも拡大しています。長期にわたり、

繰り返し営業の時短、休業を強いられている事業者、そこへの納入業者や食材の生産者、そ

して運搬事業者など、多くの関連事業者、当町のように、ホテルも含め交通事業者など幅広

い業種で、今、深刻な影響も出ています。さらに、これはハローワークなどではなかなか地

域ごとの発表はされていないのですけれども、私どもに相談が寄せられている中には、パー

トや派遣社員として働いていた方が職を失い、そしてアルバイトもなく、とりわけひとり親

家庭の窮状は、深刻な実態に陥っていることが想定されます。ですから、国に対しては、こ

れまでと同様の対策の延長を改めて、コロナ封じ込めを戦略目標に据えて、抜本的に対策を

努めるために、町行政としてもあらゆる手だてを講じて、住民生活、住民の命を守る、そう

いう責務があると、このように思います。 

その実行を強く求めるもとで、これから何点か質問をさせていただきたいと思います。 

一つは、感染者の早期把握と感染拡大防止のための検査の対応についてです。管内のクラ

スターの発生が、先ほど言いましたように、老人ホームとか高齢者住宅など福祉施設、医療

機関、保育、幼稚園、障害者事業者などへ拡大していますが、感染者の早期把握と感染拡大

防止のためには、こうした高齢者施設や医療機関などに対する社会的検査を抜本的に拡充す

ることが大事だと思います。無症状者に焦点を当てた大規模検査で感染を封じ込める必要が

あることを、繰り返して私はこの場でも提案してまいりましたし、党としても政府に対して、

あるいは北海道に対して、繰り返し要請してきたところであります。国や道に対して、財政

措置を強く働きかけるとともに、町としても交付金などを活用した行政検査を実施すべきだ

と思いますけれども、町長のまず認識を伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 確かにＰＣＲ検査等々やることによって、感染者がすぐに分かる、こ
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れはもうそのとおりなのですが、今現在、保健所のほうに相談しても、感染が確実になって

から保健所の対応としているという状況が続いております。社会的検査、そして行政検査の

中で、私どもも行政検査、一時期考えたことがありますが、今現在は、新型コロナウイルス

から変異株へ転移している部分が非常に多い。それと、私ども、臨時交付金、今まで頂いた

ものは、経済対策あるいは感染防止対策、こちらのほうに全て使い果たさせていただいてい

るところでございます。 

今回も経済対策で、一部、昨年の繰越し部分を使わさせていただきますが、予算計上させ

ていただいております。もう本当に、これで私どもの町の臨時交付金については底をついて

しまうということもございまして、新たに国のほうに、また道を通じて要望させていただい

ておりますが、臨時交付金については、今のところ非常に期待薄と言わざるを得ないような

状況下にございます。そんな中、民間の方も参加していただいて、道、知り合いの国会議員

等々にいろいろ働きかけをさせていただいておりますが、政府のほうは、この間5,000億円

のお金、予備費から利用した5,000億円のお金を都道府県に3,000億円配ると。そして2,000

億円については、今かかっているもろもろの感染対策に充てる。そこに、各市町村へ渡って

くる金は入っていないような、今状況下にあろうかなというふうに思っております。ただ、

町の財政も、今非常に厳しい状況でございますので、改めて行政検査ということになります

と、私ども、早くにも臨時交付金なるものが来ていただけなければ、本当に難しい状況に今

ある、そういう状況下にございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 限られた予算の中で、実際に地方自治体としてできることというのは、

本当にそういった点では、財政的にも大きな負担になることは、それは十分承知しています。

だからこそ、今の現状を強く訴え、国や道に対してこの財政措置を強く働きかけるというこ

とが大事なのだと思うのです。 

この１月から、今年１月から５月の間に、集団感染がどのくらい発生しているかというこ

とを、共産党の道議会が道に資料提供を求めて明らかにしました。それによりますと、まず

一番多いのが、やはり医療機関です。これが90件、これ５月までです。１月から５月、90件、

1,865人。２番目に多いのが事業所等となっておりますけれども、これが44件、484人。そし

て、飲食店は42件で415人。学校は、４番目なのです。27件で451人。合わせれば、この１月

から５月の間に203件のクラスターが発生し、3,215人がこれによって感染をしているという

ふうに出ています。 

最近は、この変異株の問題が随分と明らかになってきておりますが、この変異株14種類あ

るそうですが、そのうち、特に英国型、南アフリカ型、ブラジル型、インド型と。インド株

と。そういうふうな４種類に大きく大別されるそうですが、これが感染力がこれまでの1.3

倍から２倍、そして、死亡リスクも1.6倍以上だという状況です。どこで感染したかすら分

からない。こういう状況が、今、日に日に増えているということなのです。 

ですから、それだけに、無症状者を早く発見し、そして安全に保護し、感染を予防する。
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これは今、ワクチン接種が進んでいるとはいえ、先ほどの話にもありましたように、そのワ

クチン接種で100％感染が抑えられるという状況は、まだまだ先の話であります。実際にワ

クチンを接種しても、今日のテレビのニュースを見てみますと、やはり何十人かは、改めて

感染、改めてといいますか、接種した後に感染をしているという方も出ているということで

すから、絶対大丈夫ではないと。ふだんのこの感染予防もそうですが、やはり感染者を早期

に発見するということが、今感染を広げないための対策として最も必要なことだと思ってい

ます。 

その点で言いますと、国や北海道の対応や財政的な措置というのは、まだまだ十分ではな

いということを改めて強調して、町としても、そのためにぜひ要望を強めていただきたいと

いうふうに思います。 

２点目には、ワクチンの安全で迅速な接種の対応ついて伺います。 

町は、当初５月14日から65歳以上のワクチン接種の申込みを開始し、２回目の接種が終了

するのは、先ほどの話もありましたが、８月末までとしていました。３月議会で私が質問し

たときには、集団接種とともに個別接種も協議中と。どちらかというと、集団接種に重点を

置いた、そういう答弁だったかと思っています。それが、接種予約が始まった段階では、先

ほど町長の、どうしてそう変わったかという説明ありましたからいいのですが、医療機関で

の空き時間を利用した個別接種のみ実施されることになりました。菅内閣が、７月中には65

歳以上について接種を終わらせると述べて以来、政府関係機関はじめ北海道の要請を受けて、

今回、質問通告の直後に、町は医療機関での個別接種のみから６月26日から集団接種も実施

しますと、そして７月中には、65歳以上の方のワクチン接種を終わらせると、こういう取組

になっているという説明がありました。そういうふうに、事態が大分こう変わっては来てい

るのですが、日本が先進国の中でもワクチン接種率が今最低水準なのです。政府のコロナ感

染対策の遅れが、そういった点ではずっと指摘され続けていました。度重なる政府の方針変

更に、実際振り回されているのも行政の状況かなと思います。担当の職員の方は聞きました

ら、もう帰る時間もいつも遅いと、家にいる時間より役場にいる時間のほうがずっと長いと、

大変苦労を述べられておりました。本当にご苦労だと思います。 

そういう中で、それにしても、ほかの自治体、全国の自治体見ますと、65歳以下を対象に

接種を開始しているところもあります。遅れの要因は、先ほどの説明もありましたけれども、

それにしても、なぜこれだけ、今実際当町にとって接種が遅れていたのかなと。ワクチンが

予定通りに入らなかったと、あるいは医療機関との間での協議がなかなか整わなかったとい

う様々な要因はあるのだと思うのですけれども、やはりほかの近隣の町村などから比べても、

ちょっと遅れ気味なのかなと。それを７月末までに何とか65歳を終了させるという話があり

ましたけれども、ちょっとその辺、もう一度その遅れの要因、改めてちょっと伺っておきた

いと思います。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 洞爺湖町のワクチン接種でございます。当初、ワクチン接種の接
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種方法につきましては、医療機関と調整の中で、土日を活用した集団接種、そういったもの

も含めた検討をしておりました。当町の状況からいきますと、やはり入院施設のある病院が

通常の医療行為をしながら土日の集団接種の医療体制を構築するというところは、なかなか

ちょっと平日の体制も含めて困難という点もございまして、現在洞爺湖町において実施して

いる、平日の個別接種の接種方法で調整してきたところでございます。 

この個別接種の方法につきましては、その１日の接種の人数を拡大しながら、何とか個別

接種の中で７月末の接種体制の完了を目指し、各医療機関も１日の接種人数を日々拡大して

いただいているところでございます。現在では、１週間に700人の個別接種の体制が確立さ

れているところでございます。ただ、洞爺湖町の場合につきましては、先ほども説明させて

いただきましたとおり、高齢者のワクチン接種の開始といたしましては、５月12日から開始

しており、決してほかの町と比べて高齢者の接種開始が遅かったわけではないというところ

はまずご了解いただきたいと思いますけれども、その中で洞爺湖町は、各医療機関、介護保

健施設等のクラスター対策から、当初洞爺湖町に到達したワクチン１箱の優先接種、先行接

種につきましては、そういった施設利用者を先行して接種を開始したところでございます。

洞爺湖町内の施設、または施設従事者の人数が660人、また、町外の施設において、洞爺湖

町が担当医として接種を担当する人数が450名となっておりまして、施設の入所関係者の接

種だけでも1,000人を超えているというのが現状でございます。その中で、また医療従事者

のワクチン接種を２回完了を待って、６月上旬からの一般高齢者の接種となっているところ

でございます。ワクチン接種、今３週間後に２回目の接種を実施することから、１周目、洞

爺湖町でいう１ターン目の接種完了には、おおむね６週間必要となっているところでござい

ます。こちらを２周、２ターン目といいますか、２周目でワクチン接種を実施すると、どう

しても12週間必要となり、この12週間という壁が、やはり洞爺湖町は８月末というところに

なっていたところでございます。これまで医療機関におきましては、１日の接種回数を最大

限拡大していただきまして、この７月末に向けた調整をさせていただいてきたところでござ

いますけれども、やはりその12週間という壁が乗り越えられなかったため、医療機関の協力

の下、集団接種を実施して、早期７月末までの完了の体制を構築してきたところでございま

す。やはり、洞爺湖町の場合は、施設の優先接種が1,000人を超えていたというところから、

やはり７月末の一般接種の完了が、当初見込めなかったというのが現状でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、５月12日から、高齢者施設入所者等の接種行って、町内660人、

町外450人ですか、という話がありました。実は５月10日の全員協議会のときに、令和３年

度２月17日から令和４年度２月28日までの接種対象者及び接種順位というのが発表されまし

た。実は毎回、私、町の進行状況を聞いて記録しているのですが、いつも何か数字が合わな

いのです。実は、５月10日に聞いたのは、高齢者施設入所者等及び従事者、これは介護施設、

居宅介護、高齢障害者あるいはクリニックです。対象者は、662人います。では、接種回数

は、何回予定していますか、その中で。１回目、660人です。ただ、その話の中に、町外の
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施設についても、言わば町内に事業所を持っているところについては、洞爺湖町が確保して

いかなければいけないという話があって、その町外で幾らあるかという話、ここではちょっ

と出なかったのです。今、450人と言いましたけれども。ですから、合わせれば1,010人です。

そのほかに、４月27日には医療従事者、医師やその職員、その他職員、診療科あるいはクリ

ニック、薬局、歯科、消防等、対象者674人。これについても、どこまで接種が今進んでい

るのかというのは、ちょっと聞いていません。教えてもらってないのですが、ですから、医

療従事者と高齢者施設の入所者や及びその従事者の接種が、今、どこまで進んでいて、そし

てさらに、今回のように、それともう一つ、入院患者です。医療機関に長期入院している人、

これが対象者298人と言いますから、これも入れた上で、６月７日に一般高齢者の接種が始

まったというふうに私は伺っているのですけれども、それぞれ数字を入れていくと、どうも

合計も合わないし、何かどういう区分をいったいしているのかなと実は内心思いながら、そ

れは後できちんとまとめて出していただければいいのだけれども、医療従事者とか高齢者施

設とか、そして病院等の入院患者とか、そこは実際に希望した人たち全員、接種が今、終

わっているのか。終わっていないとすれば、どこまで接種が進んでいるのかと。その辺を

ちょっと明らかにしていただきたいなと。そして、やはり何と言っても、今、一般高齢者の

接種が６月７日から始まりました。予約漏れがないかどうかをどのように確認をしているの

か。そのことについても、ちょっとお答え頂きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの医療従事者、高齢者施設等入所者の接種の

状況ということでございます。 

町内の医療従事者におきましては、７月１日に終了予定となっております。高齢者施設入

所者につきましては、７月21日に終了予定と聞いております。入院患者につきましては、各

医療機関のほうに確認いたしましたところ、複数の市町村から入院をされている状況にござ

います。そのために、病院のほうに接種券が届いていない患者が複数、多数いらっしゃると

いうことを聞いておりまして、現段階で入院患者の接種が終わるめどというのは、確認でき

ていないところでございます。 

あと、予約状況の申込みについて、65歳、75歳、85歳という形で段階を区切らせていただ

いて、今予約を受付させていただいて、先ほど予約をされていただいている人数につきまし

ては2,782名ということで説明をさせていただきました。町の今後の予定でございますけれ

ども、８月に申込み忘れの対策といたしまして、予約をされてない方を対象に、その予約済

みの方と対象となっている一覧を確認いたしまして、予約されてない方に対して確認の通知

を発送いたします。その通知で、申込み方法が分からない方とか申込みを忘れた方、そう

いった方も含めまして、健康福祉センターのほうにご連絡を頂くですとか、再度ご予約を頂

くというような対応を今後取ってまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 
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○５番（立野広志君） 65歳以上、75歳、85歳と区切って、年齢がこの前は対象者を発表され

ました。その人数を合計すると5,800人なのですよね。すごい数だなと思って見ていたので

すが、2,728名の方が今予約をしているということですから、そのとき出された数値と言う

のは、これは本当に正確だったのかどうか、ちょっと私もよく分からないのですが、これ５

月の10日の段階で、全員協議会に出された人数です。いずれにしても、８月に予約漏れがな

いかどうか本人に通知をしたいということなのですが、例えばその前に予約したいのだけれ

どと、対象となっている年齢ではあるのだけれども予約ができなかった方の問合せがあった

場合は、これはどういう形で接種が行われるのですか。これはもう、集団接種で今やってま

すが、集団接種のほうに回して接種していただくというような対応を取るのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） その状況、申込みをされる方の状況にもよりますけれ

ども、内容を確認させていただいた上で、集団接種のほうが可能であれば集団接種のほうを

お勧めさせていただきます。ただ、どうしてもその方の状況、高齢者の方々ですので、日程

的にいろいろなご都合があってどうしても日程が合わないということであれば、その方の日

程に沿うような形での接種という方向で調整をさせていただく予定でおります。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それと、先ほど町長の答弁の中にもありましたが、６月５日に高齢者

向けのワクチンがほぼそろって町に入ってきたと。こういうお話でした。 

次の質問なのですが、全ての希望する町民の早期接種を進めるということが大事かと思う

のですが、国のほうは、アドバルーンを上げて11月までにはなんて話をしているようですけ

れども、町内では今、町内６団体で職域接種という形でこれが実施できないかどうかという

ことで、取組を準備しているということです。この辺のちょっともう少し具体的な今の職域

接種の予定などがあれば示していただきたいのと、それから、実際にやはりワクチンがなけ

れば、こういったものも早期になかなか進んでいかないと思うのですが、何か聞くところに

よると、北海道には大体道民分のワクチンがほぼほぼ確保できる見通しに立ったような話を

聞いたのですけれども、例えば洞爺湖町として、年齢は何歳以上になるかあれですけれども、

全ての希望する町民の早期接種を進める上で、やはりまず最低限の条件として、ワクチンが

いつまでに、これが住民分というか希望者分届く予定なのか。それから、現在進めている職

域接種の関係についても、さらにちょっと具体的に何か計画があれば示していただきたいと

思います。 

○議長（大西 智君） 武川副町長。 

○副町長（武川正人君） まず、職域接種でございます。国が示しているのは、おおむね

1,000人というのが一つ大きな壁になってございます。観光事業者の皆さん、それから商工

会の皆さん、特に商工会の皆さんが重複して、観光事業者の方たちと重複しているというよ

うなこともお聞きしてございますので、今、商工会の事務局長が、町内のそういう商工会に

加盟している方含めて、リストを集約しながら細かく私どもと打合せをしているというとこ
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ろでございます。 

ただ、問題は、今使っているワクチンとは違って、モデルナということで、４週間という

ような、そういう時間的なこともございます。それから、私どものやっている集団接種とか

ぶらないように、そういうような日程調整当然しながらなのですけれども、医療機関の医者、

それから薬剤師、それから看護師の皆さん、非常に私ども、無理を言いながらお願いしてい

る部分もあって、医療関係の従事されている方々も、本当に休みの日も、特に休みの日で集

団接種含めて、商工会中心とした職域接種も土日というのを、日々、日中、平日仕事をされ

ている方もいらっしゃるということで、そういうような調整もしながらやっておりますので、

最終的にはその医師、看護師、薬剤師の確保と合わせて、さらに詳細日程を詰めていく予定

でございます。 

いずれにしましても、町としても、そういう職域接種で事業者の皆さんが中心になって

やっていただけるということで、町の対象人数が大幅に減ることとなります。そういうこと

から、スムーズに連携をしながら、町で進めるものと職域単位で進めるものを何とか軌道に

乗せて接種を進めることで、今まで遅れをとっていた分を大幅に取り戻すことができるだろ

うと。 

いずれにしましても、最大の経済対策含めて、予防というのは接種をいち早くするという

ことですので、これからも調整をしながら進めていきたいというふうに思ってございます。 

それから、ワクチンの届く予定ですけれども、これは全く、全部の一般接種の分が入るの

は、国が示していないということでございます。今、実務的に非常におそれていますのは、

ワクチンの３か月なり、消費期限というのが最大値で入ってこないおそれがあるということ

でございます。ですので、８月末までの消費期限の物を大量にどうも国が保有しているとい

うような情報もございます。これは全国的な問題にもなってございますけれども、そうしま

すと接種日程との兼ね合いで、ワクチンを最終的には使えなくなってしまうということ、ど

の自治体でも非常に危惧してございます。そういうことから、そういう情報も取りながら、

一日も早い、全町民に行き渡るワクチン確保に向けて、町長を先頭にして、国、北海道に対

しても、強く要望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。 

○議長（大西 智君） 立野議員、質問の途中なのですけれども、昼食の休憩といたします。 

  それでは、再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５１分） 

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

（午後 １時００分） 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

  午前に引き続き、一般質問を続けます。 

  ５番、立野議員の質問から行います。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） ちょっと、時間が大分押してきたものですから端的に伺いますが、そ
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うすると、６月５日に１回ワクチンが大体高齢者分、65歳以上分については町に入ったけれ

ども、その後の分については見通しが立っているのかどうかです。先ほど言った職域接種に

しろ、あるいは一般町民の接種にしろ、やはりワクチンの入る見通しが立たなければ、なか

なか予約の申込みもいつ頃から始めるかというようなことも含めてあると思うのですが、そ

の辺の見通しだけちょっとお伺いします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまのワクチンの見通しでございます。 

先ほど、副町長のほうからもちょっと触れられていたのですけれども、北海道としてはワ

クチンの在庫、国としてもワクチンの在庫というのは、あるように伺っております。ただし、

そこの有効期限がどこまでの分なのかというところが見通せておりません。なおかつ、現段

階で64歳以下の方の対象とするワクチンの配分のスケジュールについても示されていないと

いうのが現状のところでございます。ですから、安定したワクチン供給の見通しというのは、

町としては立っていないと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） 実態としては、そうだということが分かりました。それから、65歳以

下の接種についてですが、先ほど町長の説明中では、基礎疾患の患者等についても優先的な

接種をこの後実施するということであります。この辺も、既に町としては、基礎疾患がどう

いう方々なのかということは把握されているのだと思いますから、その辺の優先接種も含め

て、一般接種の前に終了させるということでよろしいでしょうか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 町といたしましても、基礎疾患の罹患者を含めまして、

優先接種を行わなければならない方々について町内で検討し、優先して64歳以下の方々の接

種の始まる前に接種を進めたいという考えでおります。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） その方法については、また別な機会で取り上げたいと思います。 

次に、コールセンターのことについて、これ、ぜひ町としても考えるべきではないのかな

と思うのですが、0570で始まるナビダイヤルの電話通話料の負担について伺います。 

ワクチンの接種予約でつながらないから、何度も電話すると。高額な請求が来るのではな

いかという不安を抱いている方もいるようです。予約するコールセンターの電話番号が、フ

リーダイヤル0120ではなく、0570で始まるナビダイヤルと言われていますが、これは発信者

が負担することが原則となっているということなのですが、なぜこのコールセンターのダイ

ヤルが、フリーダイヤルではなくナビダイヤルにしたのか。何かこれは、国や道の指示も

あったのかどうか。この点についてちょっと伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ナビダイヤルについてお答えいたします。 
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こちらにつきましては、国、道の指示というものはございません。予約相談業務の委託先

であるコールセンターの通話料金つきましては、先行して業務が進められていた近隣の町の

体制を参考とさせていただきましたことから、0570で始まりますナビタイヤルの業務内容を、

その契約を行わせていただきました。 

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） 接種は無料なのに、電話料金は有料だと。これは、国の事業でありな

がら、この点ではやはり私は問題があると思うのです。ナビダイヤルは、ＮＴＴコミュニ

ケーションズが提供しているサービスで、主に企業のコールセンターなどで採用されている

サービスだと言われています。ですから、このナビダイヤルだったのをフリーダイヤルに切

り替えている自体も今出ているそうですが、町としても、これから一般の町民を対象とした

接種の予約なども当然行うわけでありますし、このナビダイヤルではなくてフリーダイヤル

に切り替えるということを私は必要だと思うのですが、そしてこの間、ナビダイヤルで負担

した分については、国にきちんと接種費用の一部として、その中に盛り込ませて負担を求め

るということも必要なのではないかとも思うのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 町側、答弁お願いします。 

佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） こちらにつきましては、当初、近隣、緊急的なコールセンター設

置ということで、ワクチン接種の受付が全国的に開始して以降、当町では当初、健康福祉セ

ンターでの受付を予定しておりましたけれども、そういった体制では十分ではないというと

ころからコールセンターを急遽委託したところでございます。その際に近隣の状況と同様に、

こういった0570から始まるところでございます。その0120のフリーダイヤにつきましては、

この後、一般接種の予約も含めてインターネットによる予約の数がかなり多くなるという点

もございますので、その0120の導入に切り替えるかどうかにつきましては、この後ちょっと

そういった状況も含めて、勘案しながら調整してまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 検討するも何も、結局このコロナウイルスワクチンの接種というのは、

これは国の事業としてやっているわけですし、そのために必要な費用というのは、自治体に

対しても支払われることになってますよね。結局、ナビダイヤルを利用する方が、これを、

電話料金を負担しなければならないという根拠が何もないわけです。そこはやはり、当然国

に対して通話料金の分も負担させることも同時に大事ですし、町としても、このナビダイヤ

ルはやめて、フリーダイヤルに切り替えるという方向で、私は、ぜひ取り組んでいくべきだ

というふうに思っています。 

それでは、３点目、１番の３点目ですが、事業者や困窮する町民への保障と生活支援とい

うことについて伺いたいと思いますが、自粛要請などで打撃を被っている全ての中小企業、

個人事業者、労働者に対し十分な補償と生活支援を行うことが今求められているわけですけ
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れども、町はこの間、様々な交付金事業、交付金を活用した事業を講じてきました。ただ、

なかなか支援が行き渡らない業種や個人の状況も町内にはあるやに思います。そういった点

で、令和２年度の事業に比べても、この３年度になってからの事業というのは、国の予算も

含めてですが、かなり縮小されてきているという状況ですし、当然それを資源、財源として

活用してきた行政にとってみても、前年度のような支援がなかなかできないでいるというこ

とがあると思うのですが、そういった点で、町民生活を守り、維持するためには、国や道に

対して昨年以上に支援を求めていくことが大事でありますし、昨年実施していた小規模事業

者持続化給付金であるとか、あるいは経営持続化臨時特別支援金、あるいは家賃の支援であ

るとか、その中たくさんあるのですが、そういったものをさらに、今年度においても充実さ

せて実施する、このことを強く私は国に求めるべきだし、町としても実際に支援が行き届い

ていない事業者への支援を進めるための実態把握と、そのための支援を進めるべきではない

のかなというふうに思います。その点についての町としての考え方を伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 原コロナ対策室長。 

○産業振興課長兼新型コロナウイルス特別対策室長（原 信也君） 町の認識という形で答弁

させていただきます。 

町では、昨年から臨時交付金を活用しまして、事務報告書の69ページから71ページの報告

のとおり、現在まで様々な事業を行っているところでございます。４月に洞爺湖町商工会が

会員へのアンケート調査の取りまとめ状況を確認しましたところ、いろいろな意見や要望が

出てございました。内容的に関しましては、国、道への各種支援金の受給要件の緩和要望や

雇用調整金の延長、商品券事業の継続実施、市町村への臨時交付金の増額要望、これまで町

が行った事業へのお礼など、多岐にわたる意見、要望がございました。また、それぞれの業

種において厳しい状況にあることも認識しているところでございます。個人の状況等につき

ましては、なかなか現状を把握することはできておりませんけれども、社会福祉協議会等に

おいて貸付けされています貸付金など借入れ件数は、承知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） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ただいま担当課長のほうから答弁させていただきましたことにつ

きまして、ちょっと補足させていただききます。 

社会福祉協議会の情報に基づきまして、これまでも全員協議会におきまして、融資の申請

件数ですとか、社会福祉資金の特例貸付等の状況につきまして報告させていただいたところ

でございますけれども、その生活福祉資金のうち総合支援資金につきましては、既に貸付け

の期限まで達して、これ以上の貸付けを受けることができないという方が３名ほどおられる

ということで認識してございます。このうち１名の方は、離職に伴う貸付けでございまして、

先月５月を最後に貸付けが終了している状況となってございますが、この方につきましては、

再就職することができたと伺っているところでございます。残る２名の方につきましては、

収入減に伴う借入れで、今年の８月末までの借入れができている状況と承知してございます。 
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緊急小口資金など特例の貸付金を利用できない世帯の方でも、一定の要件を満たす場合に

は、支援金が支給される新たな制度なども実施される見込みとなっているようでございます

ので、これらにつきましては、情報が入り次第、しっかりと皆様に情報提供を行ってまいり

たいと考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 私も、事業所の方々、できるだけ多くの方の実情を聞かせていただこ

うと思って、訪問など繰り返したり、電話かけたりして聞いているところがあるのですが、

例えばこんなところもありました。結局、例えばイベントが中止になった、あるいは町の行

事も中止になって、それまで行事があることによって事業収入の糧がつなげていたところも

あるのですが、例えば成人式も延期になり、入学・進学のそうした事業も縮小されというよ

うなことで、例えば写真館であるとか、あるいは花屋であるとか、あるいは酒屋であるとか、

こんなところもありました。今、コロナ禍で、直接お宅を訪問して行えるような事業、例え

ば設備関係です。水道工事だったり、下水道工事だったり、そういったものなども、この時

期はちょっと遠慮したいから来ないでほしいというふうに断られたという話も伺っています。

ですから、コロナ禍で、観光事業者だけではなくて、こういう自粛を要請されていることに

よる感染に対する不安です。こういったことが、町内全体としての消費購買力を低下させて

きていると。これが例えば商品券が出れば、ではそれが何とかなるかというと、そうはなか

なかならない。イベントも行事もないわけですから、そうすると、そういう関わりの仕事と

いうのはなかなか、商品券では利用できないというようなことがあったりして、やはり私は、

町としては努力していることは認めます。特に臨時創生交付金を活用しながらやっている。

いろいろな事業を繰り返して、幅広く町内の事業者や住民、町民の暮らしを支えるというこ

とで努力はしているのですけれども、それがどこまでというか、どの程度支援が行き届いて

いるか。どういうところが今支援がまだ、ほとんど行ってないのか。こういうところを見定

めながら、支援の届かないところに対する対策というのも考えていく必要があるのかなとい

うふうに思います。 

例えば、去年、これも財源の問題は当然ありますけれども、昨年実施した下水道とか水道

料金なんかの２か月間の免除というのは、これかなりが幅広い、全町民、事業者も含めて、

全町民に対して固定費の一部を支援するような形になっています。財源があればこそという

ことなのかもしれませんけれども、そういうことも繰り返し、今年も、昨年以上に、この事

業が、実は進まないという状況が出てきている。１年過ぎて、もう蓄えもなくなってきて、

にっちもさっちもいかないというような声もよく聞きます。ですから、そういったことも含

めてやるためには、もっと道にも国にも、やはり支援の必要性というのを強く訴えていくこ

とが大事かなと思うのです。一般的に、ただ繰り返し、同じような、持続化給付金やってほ

しいとかということだけではなくて、実態を本当につかみながら、苦境はやはり訴えていく

と。そして、予算措置を求めていくということが大事かなと思うのですが、その点いかがで

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） さきにもお話しましたが、国のほうでは今回、臨時交付金を充てるた

めに5,000億円のお金を都道府県のほうに配分すると。2,000億円については、今国が携わっ

ているコロナ対策に充てるようなことがマスコミ報道で耳に入ってくるわけでございますけ

れども、私どもの町のほうといたしまして、これはもう強く国、あるいは道のほうに要請を

しております。特に、道に入って、道がそれを対応する。それはそれで結構なのですが、末

端市町村隅々までの状況につきましては、末端の町村が一番知っていると。地域の事情。だ

から、地域に臨時交付金を渡してくれという要望は、これはもう、重ねて重ねて要望してい

るところでございます。今日も、民間の方が国会議員のほうに出向いて要望しているようで

ございます。その折にも、洞爺湖町の町長の親書ということで持参していただいて、私の名

刺も入れて、何とか臨時交付金を早くに出していただけないだろうかというのを道内選出の

議員のところに配っていただいているという状況がありますが、何としても、町のほうとし

ても、私どもの町の限られた財源も、今少しずつ出しながらその対応しているわけでござい

ますが、これが限りなく続きますと、町の財政がまた非常に厳しい状況になってしまってい

る。今現在もかなり厳しいことは厳しいのですが、それを越してしまうと、本当に町の行政

運営が云々という話になってしまいますので、そこのところは、国、道にしっかり要望して

いきたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） それでは、１番の四つ目のほうにいきます。 

東京オリンピック・パラリンピックに対する町長の認識について伺うわけですが、こうい

う緊急事態宣言が発令され、発出され、そしてそれが20日まで続くわけですけれども、同時

にこれが蔓延防止に切り替わったとしても、やはり感染予防対策を進めていかなければなら

ないわけだし、逆に五輪を開催すれば、医者を最低でも7,000人動員するとか、30もの病院

を確保しなくてはいけないとか、救急体制に延べ３万人もの消防職員、消防隊員を動員する

計画もあるということも明らかになりました。さらに６月12日の、私どもの新聞赤旗を見ま

すと、五輪来訪者は１日34万人になるというのが、これは組織委員会が発表したものです。

観客や大会関係者などが１日最大34万人入ってくるわけです。そうすると、当然感染もまた

さらに広がっていく。新型コロナウイルスの新規感染者が、その１日だけでも1,000人を超

えるのではないかということまで、これ組織委員会が発表した内容です。 

そういうふうに考えますと、今この時期にオリンピックを開催する意義があるのかどうか。

私は、その点について、北海道でもマラソンがあったり、オリンピック行事が幾つか予定さ

れておりますけれども、緊急事態宣言下でのこういった五輪については、やめてほしいとい

う医療現場からの声なども上がっておりますし、８割の国民は、これはアンケートでは中止

や再延期を要求しています。そういう中で、ＩＯＣの会長は、誰もが犠牲を払わないといけ

ないと、こういった暴言とも取れる発言をしているということも繰り返し報道されています。

こういうときに、命を守る、コロナ対策に全力を尽くす、そのことが今、日本政府として大
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事なことだし、五輪以上に大事なことだと思ってますが、町長は、その点についてどう認識

されているか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） 今現在、日本国内で新型コロナウイルス感染者は、もう既に国内で77

万6,000人を超えておりますし、亡くなった方は１万4,000人を超えておる状況でございます。

また、道内におきましても、感染者が４万人を超え、亡くなった方も1,300人を超えている

大変厳しい状況というふうに認識しております。 

そんな中、さきの党の党首討論でも、首相は五輪開催の理由をきちんと説明していないと

私には映りました。また、早くから政府は、コロナ対策分科会の尾身会長、こちらのほうは、

感染リスクをできる限り減らさなければならない、これができなければ、感染拡大はさらに

増加するというふうにまで言っておられます。 

さきのＧ７ですか、ニュースでしか目に入ってきてませんが、こちらのほうで、サミット

の中でも菅総理は、各国代表に東京オリンピックの協力要請について強く要請していたよう

でございますが、菅首相は、国民の命と安全を守るのが私の責務だと言っておられるようで

ございます。医療体制が今現在も逼迫している中で、これから感染拡大のリスク管理を最大

限総理のほうで発揮してもらいたい、その情報を早く国民に示していただきたい、個人的に

思っているところでございます。 

もう、ここまで来た以上は、日本政府としてオリンピックを中止するというふうなこと、

または延期するなんていうことは、なかなか厳しい状況に来ているのかなというふうに思い

まして、やるのであれば、感染拡大のリスクを最大限少なくするということを政策として示

していただきたい。その示した内容をいち早く国民に示していただきたい。そう思うところ

でございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 前段の町長の答弁は、まさにそのとおりだと思っていたのですけれど

も、やるのであればという話が後から、ちょっとがくっときてしまいました。五輪のために

失ってよい命など一つもないわけです。国民の命と健康に責任を持つ日本の政府としては、

これは地域の町長ではあるけれども、町民の命を守るという立場から言えば、やはり国に対

して、もうこの時期に五輪は中止すべきだというふうに強く進言するということも大事かな

ということで次の質問に移りたいと思います。 

２番目は、町民の医療と介護について伺います。 

一つは、国保のほうの第44条の規定で、一部負担金の免除制度というのがありますが、こ

れが今、北海道がこの免除制度について、標準的な内容を示して、それに合わせてそれぞれ

の市町村が、改めてこの実施状況についてまとめるというふうになっているようであります

が、短い時間でお願いしたいのですけれども、当町におけるこの一部負担金減免の実施状況

を伺うとともに、道がこの国保一部負担金減免の標準例を公表したことによる当町の今後の

対応について伺いたいと思います。 
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○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 国民健康保険法第44条に基づく一部負担金減免制度でございます。 

災害等により被災を受けたときまたは事業等の休廃止によりまして、一時的に収入が減少

した場合に、申請により一部負担金を減免または免除することができる制度でございます。 

北海道では、道内市町村における事務の標準化と道内被保険者に対する給付の均等化を目

的としまして、一部負担金減免の標準例を策定することについて、市町村連携会議等におい

て協議を重ねまして、昨年12月標準例が示されたところでございます。 

平成30年に始まった国保の広域化におきましては、北海道国民健康保険運営方針の基、北

海道と市町村がともに保険者として協力運営する仕組みとなってございます。こうしたこと

から、今後、近隣市町村や道内の状況を見ながら、標準例を基本としまして見直しを進めて

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） その見直しなのですけれども、要は表題にも、通告にもありますよう

に、町民に役立つ国保の一部負担金免除制度としてぜひ見直していただきたいということな

のです。例えば、この標準例には入院だけでなく、通院、保険、薬局、薬代も含めて対象に

するようにしていただきたい。それから、この徴収猶予や減額の規定が含まれていません。

徴収猶予や減額の規定も設けて、対象も拡大するようにしていただきたい。国は、この北海

道の例というのは、国の基準に基づいて標準例を作っているのですが、さらにそれぞれの自

治体が独自に、それに標準例を加えますと、国の補助制度以外に国の対補助対象でない部分

については、道が２分の１補助するというふうにもなっています。ですから、一部負担金減

額免除を明確にするとともに、減免だけでなく、徴収猶予や減額の規定を設ける。そうやっ

て、利用者にとって利用しやすいものとして見直していく。これから、見直し作業始まりま

すから、ぜひそういう方向で、それも含めて検討頂きたいと思っておりますので、その点に

ついてお考えを伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 標準例の主な内容でございますが、対象となる被保険者の基準額

でございます。収入の減少については、申請月以降３か月と前年同時期の３か月を比較しま

して、収入月額が生活保護基準額以下、また預貯金が生活保護基準額の３か月以下となる世

帯を対象としてございます。減免の種別については、減免と徴収猶予となってございまして、

減額の規定が設けられてございません。 

標準例の考え方は、国の調整交付金の基準を準用しておりまして、北海道では、現在実施

している道独自の財政支援の継続期間等につきましても、連携会議等を通じて市町村と協

議・検討を行っていくこととされております。なお、標準例につきましては、市町村連携会

議やワーキンググループで協議が重ねられた結果でございまして、町独自の減免規定を設け

ることは、国保の広域化の趣旨にそぐわないと考えてございます。 



- 33 - 

以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 最後の国保の都道府県化にそぐわないという話がありましたけれども、

既に市町村例の中を見ますと、例えば北海道は入院だけです。減免の対象は入院だけなので

すが、市町村の例の中には、入院、通院、それから保険調剤も含まれているところもありま

す。それから、減免の世帯の月収についてですが、これも先ほど生活保護基準ということを

言われておりましたけれども、例えば釧路市などは、生活保護基準費にプラス３万5,400円

を追加したというふうに、市町村独自の内容を決めています。苫小牧などでも、収入減少に

ついては、恒常的低所得者20％減額なった方も対象にするというふうに様々、北海道の標準

例を、それにさらにプラスアルファで、市町村それぞれが独自に決めているのです。その分

については、道が半分見ることになっているのです。ですから、それらも考えて、道からど

ういう文書が来ているか、私も前ちらっと見ましたけれども、標準例の範囲の中だけで決め

るのではなくて町としてもその現状を踏まえて、こういった改善を行うべきだということ改

めて私は求めたいと思います。 

次、後期高齢者の窓口２割引上げによる影響について伺います。 

これについても、既にもう来年の８月から実施されることになっておりますけれども、こ

のことについて、当町において200万円以上ということなのですけれども、どのくらいの人

たちがこの引上げによって負担が増えていくのか。そのことについてちょっと、まとめたも

のがあるでしょうか。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 後期高齢者の窓口負担に関してのご質問でございます。 

年金収入が200万円以上の被保険者の数についてでございます。約290人ほどでございまし

て、洞爺湖町における後期高齢被保険者の約14.5％に当たります。これにつきましては、令

和３年１月４日時点における広域連合で把握した数字でございまして、現役並み所得者３割

負担の方々でございますが、そういう方々については除いた数字となってございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 当初は、その収入が200万円なら、月にすれば月16万円ぐらいだから、

年金生活だっていいほうではないかというふうにいう方がいたのですが、実はこれ、２割負

担になる対象世帯というのは、改正法は、所得基準を政令で定めるというふうになっていま

す。つまり、どういうことかというと、このもう成立したわけですが、成立してすれば、政

府のさじ加減でその基準が決定することができると。200万円を150万円にすることも、100

万円にすることもできるということなのです。激変緩和措置が終了する３年後には、さらに

所得基準が引き下げられて、この２割負担という対象者が拡大するやもしれない。逆に、減

ることはないと思います。この今の政府の方向等を考えれば。これが増えていくということ

になりますから、今度は全ての後期高齢者に対しても、窓口負担が今後増えていく可能性が

十分あるのだということを踏まえて、町としてもぜひ認識していただきたいと。現在は、当
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町では290人で、全体の14.5％だと言いますけれども、こういう人たちが、はっきり言えば

負担が増えることで、今度、それでなくても全国的には病院に、病気やけがの頻度が多い高

齢者にとって診療を控えるというようなことも起こっているそうですし、そういったことも

さらに増えていく可能性があるということも、ぜひ考えていただきたいと思います。 

それでは次、介護保険なのですが、介護保険に関わって、これは今年の８月からです。施

設入所者の補足給付というのが見直しをされて、支払いができなければサービスを受けられ

なくなる可能性のある高齢者が当町でも出てくるのではないかというふうに思います。補足

給付の見直しで負担が増えることないよう町として対応していただきたいのですけれども、

その点について概要説明、ちょっと長くなるので説明頂かなくて結構なのですけれども、簡

単に言いますと、介護施設などへの入所者の所得区分の第３段階を主に二つに分けて、上位、

つまり年金収入120万円を超える人に該当する入所者の利用料を、これまで5万9,000円だっ

たのが8万2,000円、月額で２万2,000円引き上げられます。年間にすると26万4,000円になり

ます。そして、ショートステイ利用者には、さらに３倍の負担増を強行しようとしておりま

すけれども、こういうということで、当町においても施設入所者は結構いますよね。そうい

う方々が、この補足給付の見直しによって、どういう影響を受けて、どのくらいの負担とな

るのか、どういう人たちがどのくらいの負担になるのか。ちょっとその辺、まとめたものが

あれば出していただきたいと思います。 

○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） それでは、現在の施設の、当町内におきまして施設の入所者

の状況についてということで、まず答弁をさせていただきます。 

令和３年５月末現在におけます数値でございますが、施設利用者の方は143名でございま

す。負担限度額の対象の方が140名となってございます。なお、負担限度額の内訳といたし

まして、施設入所者の方について見ますと、第１段階の方は６名、第２段階の方は37名、第

３段階の方は76名となってございます。合計で119名でございますけれども、それ以外の方

につきましては、在宅者の方が21名という内訳となってございます。 

それから、このたびの改正に伴います影響額ということでご質問がございました。まず、

このたびの国の制度改正におきましては、議員おっしゃってました令和３年８月から、施設

入所者の方と在宅で介護を受けられる方との食費、居住費に係る公平性や負担能力に応じた

負担を図るとした観点から、一定以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の

見直しが行われたものでございまして、負担限度額の第３段階の細分化と食費の変更、資産

要件として、預貯金額などが細分化になったといったものでございます。 

現在の利用者のうち、負担減額の見直しによりまして、対象外となります負担額が増加す

る方についてということでございますけれども、制度の適用を受けられます対象者の要件で

すが、本人及び世帯全員が住民税非課税の方で、合計所得金額及び課税及び非課税年金収入

金額の合計によりまして、第１段階から第３段階まで区分されているものでございます。施

設入所者の方について言います。老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者の方となり
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ます第１段階の方には、該当者はおりませんでした。合計所得金額と課税及び非課税年金収

入額の合計額80万円以下の方となります第２段階の方、この方は７名でした。合計所得金額

と課税及び非課税年金収入額の合計額が80万円を超え、120万円以下となります第３段階①

の方は１名、合計所得金額と課税及び非課税年金収入額の合計額が120万円を超えます第３

段階②の方は６名でございました。また、短期入所者の方について言いますと、対象要件は

施設入所者の方と同じでございます。先ほど述べた要件と同一のものでございますが、第１

段階の方は１名、第２段階の方は２名、第３段階②の方は２名で、この５名のうち対象外と

なります方は１名でございました。 

なお、影響額といったところでご説明させていただきます。食費で施設入所者の方につい

て申し上げます。資産区分、預貯金等によりまして、非該当となる方の増分ということで、

第１段階の方に該当者はおりませんでした。第２段階の方、この方については、制度改正に

よりまして1,055円、これ１日につきになりますけれども、1,055円増となりまして、あくま

でも１日につき、この方７名おられましたので、7,385円になります。それから、第３段階

①の方です。この方につきましては795円、１日につき増となります。この方、１名おられ

ました。795円の増ということでございます。第３段階②の方、この方につきましても795円

の増となりまして、６名の方がおられました。合計では、１日、あくまでも１日単位の金額

ですが、4,770円ということでございます。 

続きまして、ショートステイ、短期入所利用者の方でございます。この方の食費について

ということでございまして、第１段階、こちらの方はもとより増減改正がございませんでし

たので、影響額というのはございません。続きまして第２段階です。210円、１日に増とな

る方、この方２名おられまして、410円でございます。第３段階①の方、この方は350円、１

日に増となります。ここの区分では、該当者はおられませんでした。第３段階②の方、650

円の増となる、１日650円増となる方、この方は２名おられまして、1,300円ということにな

ります資産区分によりまして、第３段階から非該当となる方の増分といたしましては795円、

１日795円増の方で１名の方がおられたといったような状況でございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 介護施設、あるいは介護サービス、居宅受けている方もそうですが、

特に施設入所者については、今回見直しになるのは食費です。短期と長期と、食費の費用に

ついての見直しになる。それと、補足給付というのは、そういういわゆる低所得者の方々が

施設に入所する際に、減額をするための措置なのですが、このほかに資産要件というのが

あって、今までは1,000万円以上の預貯金がある方は補足給付受けられなかったけれども、

それも低く抑えられて、３段階だったかな。650、550、500万円以下というふうにこう三つ

に分けられて、最低500万円を超える方については、その補足給付の対象外になってくると。

500万円ですよ。介護施設に入所すると、介護サービス費というのが一つはかかりますよね。

そして、居住費がかかります。そして、今の見直しになる食費もかかります。そのほかに、
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施設によって日常生活費というのが払うことになります。そうすると、１か月どのくらい施

設に入って、例えば特別養護老人ホームなどに入ったらかかるのかと見たら、10万円近く、

あるいはそれを超えるのが当たり前と。今、国民年金を満度で受給しても６万円ちょっとで

す。ですから、その程度の年金しか受け取れない人たちは、当然介護施設に入ることはでき

ないのです。それにもかかわらず、さらにこの介護でかかる費用、この食費なんかは、介護

の扱いになってませんから、費用をどんどん上げることできるわけ。もうこうやって上げて

いるわけですけれども。結局、介護は必要で、施設に入らなければならない人たちでも、施

設に入ることができない。そして、今まで入っていた人たちが、さらに１か月、２万円、３

万円と。この負担が増えることで、これまでぎりぎりでやっと支払ってた、あるいは、家族

なり子供の援助も受けて介護施設に入っていたけれども、今度は資産要件も含めて、これが

ぐっと下がっては、たかだか例えば500万円以上持っていても、これは老後のために蓄えて

たなんて言っても駄目なのです。補足給付の対象にならんということで、結局莫大な金額が

請求される。こんなことになってしまうわけです。だから、町として、こういう人たちが安

心して介護施設なり介護を受けられるようにするということが、これは大きな課題です。国

は、どんどんとこうやって介護から町民を遠ざけるようなことをしてますけれども、やはり

行政としては、安心して介護が受けられる。そういうシステム体制、あるいは支援というの

をぜひ私は考えていく必要があるということを改めて述べたいと思います。 

もう一つ、最後、この介護の関係で言うと、65歳以上の介護保険料、当町の場合９段階に

なっていますが、こういう所得に応じた介護保険料、できるだけ所得に準じた形に適合させ

ようということで、今の当町のように９段階ではなくて、多いところでは、道内では15段階

に所得段階を分けて、介護保険料を決定しているとこもあるのですけれども、私も、これは

ぜひ町としても第９期の介護保険事業計画に向けて、検討をしていただきたいと思います。 

ちょっと時間が余り残ってないので、端的にお答えいただきたいと思います。 

○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） ただいまご指摘のございました、第９期に向けてといったよ

うなお話がございました。 

まず、全道の状況ということで、全道におきまして所得基準の多段階設定を導入しており

ます保険者の状況につきまして、ちょっとお話をさせていただきます。 

10段階設定の団体が18団体です。11段階設定が４団体です。12段階設定が９団体、13段階

設定が５団体、15段階設定が１団体で、合計で37団体となっているところでございます。保

険者といたしましては、第８期計画に向けましての多段階設定につきまして検証してみたと

ころでございますけれども、第８期計画期間中において確保すべき保険料の総額は、なかな

か充足し得ないといったような資産となりましたことから、このたびの保険料の改正により

まして、基準金額6,000円と設定した保険料につきましては、さらなる増額は必要となると

いうような結果であったところでございます。これを踏まえまして、保険料の増額を最小限

にとどめるべきとの観点から、所得の多段階設定につきましては、次期第９期の計画に向け
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まして、第８期計画期間中におきまして、さらなる協議を進めてまいりたいと考えておりま

す。負担の公平性と導入の効果の両面から、今後も検証を図ってまいりますとともに、介護

保険運営協議会におきましてご意見をお伺いいたしまして、慎重に協議を重ねてまいりたい

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） ぜひ検討始めていただきたいと思います。今回の第８期介護保険料も、

全道156保険者の平均の介護保険料は、当町の場合は6,000円でしたけれども、平均の介護保

険基準額は5,693円でした。洞爺湖町は、6,000円に引き上げましたけれども、1,500円引き

上げて、実は夕張や北竜や洞爺湖町のみなのです。こういうふうに、伸び率33.3％にもなっ

て6,000円を超えているのは。やはりそういう状況もありますので、ぜひ、ごめんなさい、

引き上げ率が高いのは、この３自治体だけなのです。ほかのところは抑えたり、いろいろ工

夫もしています。いろいろ事情はあるのでしょうけれども、ぜひ所得に応じた介護保険料、

できるだけそういう状況にするために取り組んでいただきたいと思います。 

それで次です。３番目に移ります。 

行政のデジタル化推進に対するその認識ということで伺いたいと思いますけれども、時間

も僅かになってきましたので端的に伺いますが、マイナンバーの利用拡大と政府を挙げての

デジタル改革推進が進められようとしていますが、それが結局、個人情報の保護が徹底され

ない中でこれが引き起こされていけば、個人情報の流出によって、自分たち、本人は気づか

ないうちに様々な形でこれが悪用される可能性があるということもありまして、このデジタ

ル改革を推進する前に、まず個人情報保護の徹底が必要ではないかというふうに思うのです

けれども、町の認識としてどうなのか伺います。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 今回、５本程度の法律改正が行われました。その中で、議員おっ

しゃられるとおり、個人情報保護制度の見直しも行われております。これまで三つの法律で

運用してきたものを一本に統合するとともに、地方公共団体等が個々に定めていた条例につ

いても、法律で一体的に運用するという仕組みになりました。これにより、個人情報の定義

などが国や民間、地方公共団体で差異のあった内容というのが統一されるというような形に

なります。さらに、行政機関が保有する情報を匿名加工した上で民間等に提供できる仕組み

も導入され、個人情報の保護とデータ流通の両立ができるというような法律等、仕組みと

なってきております。議員おっしゃられるような情報漏洩や流出といった事案につきまして

は、民間含め新聞報道で見受けることがありますので、可能性というのは否定できませんが、

今回の法改正の中でも国の個人情報保護委員会がその役割を一元的に担うこととなっており、

罰則等も儲けられております。一定のルールのもと、個人情報の保護が図られていくという

ようなことを認識しているところでございます。 

以上です。 
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○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回のデジタル改革の目的は、全国民の情報を一括管理して、個人の

職歴、健康状態、消費行動などのデータを国と民間企業が利用すると、こういうことができ

るようにしようという中身ですね。国が個人情報を一括管理することで、これは、いわば国

民監視というのが強まるし、民間企業は国が集めた個人情報を活用して利益の拡大につなげ

ることができると、こういう内容、これが実は、デジタル改革関連法の大きな目的になって

いると私は思います。 

特にマイナンバー、このマイナンバーは、デジタル改革の軸と位置づけられています。こ

れは菅首相自身がそういうふうに言っています。マイナンバーを銀行口座とひもづけして、

マイナンバーカードを健康保険証や運転免許証と一体化させ、マイナンバーカードの機能を

さらにスマートフォンに搭載しようとしています。利用するたびに個人情報が収集され、そ

してプライバシーが侵害される監視社会になる、つながるおそれがあるという学識者の意見

もあります。実際にこれを実施している韓国などの問題も明らかになっておりましたが、政

府は、健康保険とか運転免許証など、あらゆる分野でこのマイナンバーカードの公的個人認

証を進めて、情報をひもづけすればするほど、これは攻撃の対象になり得るし、情報漏洩の

危険は、どんなに対策を取ろうとしても、それを破壊しようとするもののいたちごっこが収

まることない。ですから、マイナンバー制度は、全国民の個人情報を絶えず危険にさらすこ

とになる。この点でも、そういう認識を持って、行政としても対処しなければならないと思

います。 

中小企業事業者にとっても、これ今、大変議論されているところです。中小業者への影響

で見ると、マイナンバーや、それからインボイス、これを利用して課税や徴収の強化が進む

と。今年の10月には、インボイス発行事業所の登録が始まるのです。インボイスとマイナン

バーがひもづけされることで、全ての取引が国に管理される危険もあるということですし、

預金口座とマイナンバーのひもづけを可能にする。税務署が作成した、これ韓国ですが、税

務署が作成した記入済みの申告書、税務署が作ってしまうのですね。それに、あとは納税者

が署名するだけと。こういうようなことにもなっていく。これは海外の例です。 

いずれにしても、デジタル化全てに反対するわけではないのですが、こういう迅速、簡潔

な、デジタル手続を生かすということは大事なことです。そして、多面的な行政ニーズに応

えるという対面サービスや相談業務を拡充する。そういう意味で、住民自身がそれを選択で

きる、そういうことを増やしていくことではないかと思うのですが、そういった危険性や扱

いについて、改めて行政側の考え、国が示した内容だけではなくて、実際にこのデジタル改

革関連法が成立したことによって、行政として今後どうこれについて、特に個人情報保護の

立場で取り組んでいくのか、改めて伺っておきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） デジタル社会の形成については、住民の利便性の向上やコロナ禍

での人との接触機会を低減する活動の上では、多くのメリットがあると認識しておりますけ
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れども、一方では、社会保険証や、最近ではＬＩＮＥなど、そういったような問題も出てい

ることが事実でございます。利便性の向上とセキュリティー対策というものは、相反するも

のであり、両立させるためには多くの対策が必要になってくると思いますが、法律でそうい

う制度ができてしまった以上、それに基づいて進めていく以外はないかなと思っているとこ

ろでございます。個人情報の関係に関しましても、今後国のほうから政省令の改正、または

ガイドラインというのが示される予定になってございます。それらに基づきまして、町とし

てどういったような個人情報保護制度、法律に基づくものにはなろうかと思いますが、対応

していくというようなことで進めていく以外はないか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） 立野議員。 

○５番（立野広志君） もう一つ認識していただきたいのは、これ、行政のデジタル化が同時

に進められていくわけですけれども、自治体独自の施策がそれによって制限されていくとい

うことも起こってきているそうです。全国的な例などでは、国の定めたデジタル化に対応で

きる住民の情報システムが、例えばその町独自に取り組んでいる支援措置や軽減措置、こう

いったものは、国が定めたデジタルのシステムには合わないと。もともと記入する欄がない

ということから、それを実施していた町がそれを取り止めてしまうと。町独自が取り組んで

きた支援制度や減額等の措置、こういうふうに、地方自治体の行政運営が効率化するとか住

民の利便性が向上するというふうに言うのですけれども、国が自治体の情報システムの基準

をつくって、それに適合しないシステムの利用を弾いてしまうと。こういうことも、実際に

起こってきているということなのです。国がつくる全国統一のシステムを使うことになれば、

自治体の独自施策が進められなくなるし、取り組んできた住民サービスはやれなくなってく

るというようなことも含めて、これは何もかも全て一本化したシステムに統一するという危

険性、それと併せて、これまで取り組んできた自治体独自の取組、こういったものまで制約

してくるのだということ、このことを踏まえて、やはりこれは扱っていくべきではないかと

いうふうに思います。 

残り、あと２分ほどしかありません。最後にぜひ、町長のお考えも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） 今、担当課長のほうから、このデジタル化の流れにつきまして説明が

あったわけでございますが、国がいわゆる情報を一括管理していく。これは、今時代の流れ

の中で、やむを得ないところもあるのかなというふうには思っておりますが、いかんせん国

がこの情報を国自身が悪用するようなことになるのは、やはりちょっと問題だなというふう

に思っております。今、議員が心配されておりましたとおり、個人情報全てを国が管理をす

るようなことになると、これはちょっと、なかなか大変な問題になってくるなというふうな

思いもしております。特に、マイナンバーの関係でいきますと、一時期、このマイナンバー

制度をつくることによって、あってはならないことですけれども、万が一有事の際に徴兵制
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度などができたときに、そこにまた、このマイナンバーあるいはデジタルを利用して云々と

いうことが一時期騒がれたときもありました。そういうことには決してならないように我々

もチェック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。 

ただ、もう一つ大事なのは、最近、国は法律あるいは政令でいろいろことを矢継ぎ早に制

定していっております。ところが、法律ができた後に矛盾点が続々出てきている。改めて改

正しなければならないという部分もあるように、私ども行政携わっていて感じるところがあ

りますが、余り拙速に……。 

○議長（大西 智君） 町長、時間過ぎてますので、まとめていただきたいと思います。 

○町長（真屋敏春君） すみません。 

余り拙速なことは慎んでいただきたいというふうに考えております。 

○５番（立野広志君） それでは、質問を終わります。 

○議長（大西 智君） 立野議員、最後答弁頂くときには、なるべく時間を余した中で、今後

質疑していただきたいと思います。 

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10分といたします。 

（午後 ２時００分） 

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

（午後 ２時１０分） 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

  引き続き、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。 

  一番最初に、新型コロナウイルスワクチンの接種状況と今後の計画についてということで

質問をさせていただきます。 

私の前に２名の方が、この新型コロナ関連の質問をされておりますので、内容が重複する

ところもあろうかと思いますが、通告に従って質問させていただきますので、そういう部分

については簡潔にお答えしていただいてもよろしいかなというふうに思っております。 

緊急事態宣が５月31日で終了するやどうかというところでございましたが、今月の20日ま

で延長されることになりました。新規感染者が全国で増加し、重症者を収容する病床が不足

する、そういった事態となって、医療の逼迫が大きな問題となっています。また、ウイルス

の変異により、感染力、それから重症化というのが一層強くなったと、そういう現象が現れ

ております。 

そういうことで、私も、昨年の３月会議以来、毎回この新型コロナ関連、感染症に関する

質問を状況の変化に応じた内容で継続させて質問させていただいておりますので、これ多分

６回目ぐらいに、連続して、コロナ関連の質問させていただいておるところでございます。
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それだけ、この感染症というのが長引いているということを表しているのかなと、そんなふ

うに考えているところでございます。 

それと、前回の一般質問で、私が感染症の対応は、治療と予防が重要であるということで、

残念ながら、治療の方法というのはまだ確立されておりませんが、予防としてのワクチン接

種が、今現在では最良の対応策であるというふうに述べさせていただいた経緯がありました。

今、それが現実となって、接種が順次始まって、当町においても先週の初めから接種が始

まったところでございます。 

このワクチンも、ご存じのとおり、それしかちょっと現在では対策がないわけでございま

すが、皆さんご存じだと思いますが、ファイザーのワクチンは、１回目の接種で約12日後に

52.4％、いわゆる免疫ができて、発症の予防に効果があると言われているところでして、１

回の接種だけでも５割近く、２回の接種をすれば、２回接種後の１週間後、７日後に約95％

の効果があるというふうに言われておりますので、何としても、今現在の状況では、早期に

ワクチンを接種すべき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、順次質問させていただきますが、まず１番目として、６月７日よりワクチン接種

が始まっておりますけれども、順調に進んでいて、大きなトラブルなど発生がないのかどう

か。私も、何人かの方、接種された方等に伺ったところ、ちょっと予約に時間がかかったと

か、空きがなくて予約が随分遅くなったとか、それから実際接種を受けた方が、会場での

ちょっと時間がかかったかなというようなこと、それから副反応については特に出てない、

やはり腕がちょっと痛かったと、そのようなことは聞いておりますけれども、これ本当に数

人の方からしか聞いておりませんので、担当のほうで大きな問題があったかどうか、そのこ

とだけで結構ですので、お答えいただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 現在のところ、一般の高齢者のワクチン接種が始まっ

て浅いですけれども、大きなトラブルの報告についてはございません。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） それは何よりですし、まだまだ始まったばかりで、今後ワクチン接

種が続いてまいりますので、副反応等出ないことを願いつつ、順調に接種が進むことを期待

しているというか、望んでいるというところでございます。 

それでは、特にないということですので、次の質問に移ります。 

医療従事者、高齢者施設入所者及び従業員、それから入院患者の接種は完了しているかど

うか。それから、一般高齢者の接種が始まっているが、希望者全員が完了するのはいつ頃の

予定かという質問でございます。通告したときには、また前回の全員協議会で、集団接種に

変わるという説明の前に通告しているものですから、一般高齢者の接種の完了が７月末まで

には完了するということはこの時点で分からなかったものですから、質問させていただきま

したのですが、多分７月に終わるということの答弁になろうかと思いますが、その前に、接
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種実施計画の初版という、５月に全員協議会で説明を受けたときに頂いた資料で、順位が六

つ規定されてまして、その１番、２番、３番が、今申し上げました医療従事者、高齢者施設

入所者及び従業員、入院患者という三つの区分でございます。少なくとも、接種に関わる医

療担当、現場の方は、済んでいなければその接種の業務につくわけにいかないのかなと思っ

ていたものですから伺ったのですが、先ほどの答弁の中で、医療従事者については７月１日、

高齢者施設云々のところでは７月21日、入院患者については、いろいろなところからの入院

患者がいらっしゃるので把握ができないというような答弁でございましたけれども、その辺

を踏まえた中で、まず答弁をお伺いをしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 先ほどの医療従事者の方々、７月１日終了予定という

ことでお話をさせていただきました。あくまでも、こちらにつきましては、コロナウイルス

ワクチンの接種に直接従事される方の医療関係につきましては、全て接種については終了い

たしております。ただ、申し訳ございませんが、この登録に関して、北海道のほうに追加で

登録をされていた方々、その方々の当初計画にない分が、ちょっと日程のスケジュールの中

で当初から組まれてなかったものですから、若干日程として７月１日まで残っているという

状況になってございます。 

また、高齢者入所施設につきましては、町内で大きな法人本社等、洞爺湖町内には高齢者

福祉施設が多数存在いたしますので、そちらのほうの接種が順次行われている形にはなって

おります。ワクチンにつきましては、各施設ごとに接種実施期間と各施設の都合に合わせて

日程を組んでいただいておりますので、従事者の方々、入所者の方々、その都合に合わせた

形で、町といたしましても供給をしております。その結果、終了予定日が７月21日という予

定になっております。 

入院患者につきましては、接種券が届いている方々につきましては、速やかな接種が行わ

れているというところでございまして、病院のほうといたしましても、通知に関しましては、

そのご家族の方々に宛ててそういう形で接種を行っておりますので、接種券が届きましたら

速やかに病院のほうに提出を願いますというお願いはしているところではあるようですけれ

ども、そういった状況が今現在の状況ということで確認をしているところでございます。 

以上でございます。 

すいません、失礼しました。一般高齢者につきましては、集団接種により日程は前倒しに

なりますが、既に各医療機関で個別接種が実施されておりまして、その２回目の、３週間を

空けた２回目の接種があります。そこのところの終了が、今のところ７月27日に予定されて

おりますので、集団接種で接種される形で、最終的には７月末までには終わりますけれども、

日程的には７月27日の終了予定という予定になっております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 分かりました。そうしますと、この実施計画で言う三つの区分につ

いては、７月いっぱいで一応完了するというふうに理解をさせていただきました。 
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次に、３番目の質問に入ってまいりますが、つまり、この以降は、１番から４の区分まで

７月いっぱいで完了するということで、残りの５の部分と６の部分の区分けの部分について、

これからの質問の対象といいますか、入っていくことになろうかと思います。 

３番目は、職種等を考慮すると、特に年齢や区分に関係なく、もう優先的に接種をする取

組が必要なのではないかということで、これも余り勝手に変な理由をつけて接種しますと、

いろいろクレームがついたりしますので、しっかり透明性、平等性をしっかり担保した上で

の話でございますけれども、このことも先ほど一般高齢者の最初の説明があった第１クール、

第２クールの第２クールの部分、７月末からの接種の部分、この部分、予約された部分が集

団接種に移行してますので、その全部が来るわけではないでしょうが、その部分に当然、こ

の区分の５と６の接種に入っていければいいなというふうに思っているのですが、そうは言

うものの、接種に当たっては、ワクチンの確保、それから医療機関の協力、それからどの場

所でやるかとかという、事前の準備だとか確認が必要になってくると思います。ただ、やは

り先ほど言いましたように、職種でどうしても人と接する機会がある、多いという、それか

ら特に子供たちとの接点が多い職種、つまり教職員とか保育所の職員の方、学童保育の従事

者の方、私は、役場の職員の皆さんでも、特にやはり住民との接点の多い担当されている方

については、私は早く、年齢で区分けをするのではなくて、職種で早めに順番を早めて、接

種していただくという方法もあっていいのかなというふうに思っていますけれども、この点

についてはいかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 優先接種につきまして、町といたしましても、高齢者

への接種終了後に、継続して基礎疾患のある方や先ほど議員おっしゃっておられました、実

際に社会生活を営む上で影響が出られると考えられる職種、学校ですとか、やはりそういう

保育所の先生、幼稚園の先生、そういった方々、いろいろな職種の方々が考えられると思っ

ております。そうした方々へ、接種の順番につきましても、洞爺湖町のコロナウイルスの本

部会議の中で検討をさせていただき、住民の皆様へお知らせをさせていただいて、64歳以下

の希望される方々に対して接種を開始させていただく予定でおります。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 補足させていただきます。洞爺湖町のワクチン接種につきまして

は、やはり経済活動を急速に活発化させるという点でも、感染予防の観点から早期に接種さ

せる体制が必要と認識してございます。その中で、ホテル、旅館、土産店等を含む観光事業

者、並びに飲食店や商店、そういった町外からの観光客と接客を行うような業種並びに、先

ほど今ございました学校、保育所、学童の職員、また交通事業者としてのバス、タクシー、

並びに介護においては、施設については先行接種してございますけれども、通所または訪問

系の従事者はまだ対象となっていないことから、そういった広く町民と接する業種につきま

しては、できるだけ透明性、平等性、そういったものをどのように確保しながら、そういう
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優先接種、先行的な接種をしていくかというところは、現在調整しているところでございま

す。 

やはり、このワクチン接種を早期に行いまして、町内の経済活動をより早期に回復、また

活発化させるというところを目的に、そういった業種につきましても、洞爺湖町の受入れ体

制の整備、そういった視点からも、しっかり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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 私が申し上げた以上に、いろいろ考えていただいているようです。

それと、職業についても、今佐野部長言われたように、いろいろな職種に関連して、早期に

接種したほうがよろしいのではないかというものがあるということを改めて感じたわけでご

ざいますけれども、この辺もそうしたらみんなどんな事業でも関わってくるのかなと思って

しまうこともあるのですが、いずれにしても、平等性をきちんと担保して、基準としてこう

いう基準でそういう、早めに処置ができるのだということを明確に示した上で、しっかり協

議をしていただいて、対象となる方々を優先的に一日でも早く接種、もちろん希望する方で

すけれども、やっていただくというふうに進めていただければなというふうに思います。そ

の辺をお願いして、次の質問に移ります。 

64歳以下の接種についてでございますけれども、一般高齢者については、数が多いという

こともあったのでしょう。三つの区分で85、75、65歳ということで、順次案内をして予約の

受付をしたという経緯がございますが、64歳以下の接種については、そういった人の配分や

区分をどうされるのか。それと64歳以下ということになりますと、とりあえず16歳以上とい

うことで考えていたのだと思いますが、16歳以上ですと高校生も入ってくるわけで、高校生

の場合は、まだ未成年でありますが、保護者の同意というのが要らないのかどうか、それを

教えていただきたいということと、これも準備ができないワクチンの供給具合、用意できる

具合によって進められるかどうかというのもあるのですが、やはり一日も早く接種を進める

ためには、先ほど申し上げましたように、第２クールの８月から予約を受け付けたりできる

ようにするためには、もう７月中に案内を出さなければ駄目だということもありますので、

ワクチンの確保と同時にスケジューリングをして、64歳以下の順次接種に向けて計画をつ

くっていただきたいということも含めて、この件についてお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） 64歳以下の接種につきましては、今後示されるワクチ

ンから、先ほどからお話が出てますが、ワクチンの配分量にもよりますが、接種順番なども

考慮させていただきながら、ある程度、やはり混雑緩和というのも図りながら、年代別の区

切り方も検討していくことが必要と考えております。その年代の区切り方につきましても、

住民の皆様にしっかりお知らせをして行っていきたいなというふうに考えております。 

また、コロナウイルスのワクチン接種に関しましては、未成年の部分で、16歳以上の方に

関しては、保護者の同意というのは必要とはされておりません。15歳以下につきましては、
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予診票の中で保護者の署名が必要となっているという形でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 高校生は、保護者の同意は特には必要ないということの見解のよう

です。それはそれで結構なのですが、ただ高校生はどれだけ希望してくるかはちょっと分か

りませんが、学校でやるというのをちょっと聞いてませんので、恐らく地域でやることにな

るかと思うのですが、夏休みとか何かでしたら、可能性、期間的に確保できるのでしょうが、

普通の日ですと、ちょっと授業があったり、ちょっと副反応で次の日辛いとかということを

考えると、高校生なんかの場合は、一般の仕事を持っている方もそうですが、土日の、これ

は今度、医療のほうの負担になりますが、土日とか休日の活用とかというのも当然考えなけ

ればいけない。当然、この64歳以下の接種区分については、先ほど申し上げました優先的な

考え方や、年齢による分け方だとか、日別にどういう日に計画を立てるとか、いろいろな要

素が絡まって、ちょっと計画つくるのも大変かと思いますけれども、何とか早く接種を進め

る上でも、その辺をしっかり考慮をした中で計画を立てていっ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。 

次の質問に移ります。５番目は、12歳以上、つまりこれは中学生になりますが、公的予防

接種の対象に厚労省でいたしましたが、その対応をどう考えているのかということでありま

す。一番最初に大久保議員からもこの質問が出されていて、副町長からも若干の答弁があっ

たと思いますが、私は、これ必ずやってほしいという意味でちょっとお伺いするのではあり

ません。そういうことが出ているので、12歳までに引き下げて実施するという考え方なのだ

と思いますが、教育現場を預かる教育の立つ長といいますか、教育のほうの立場から、この

中学生の接種についてはどのような考えをお持ちかどうか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 12歳以下の公的予防接種につきましては、５月31日に厚生労働省よ

り通知が出されておりますが、文部科学省のほうから、現在、具体的な通達というのは、そ

れぞれの教育委員会のほうにはまだ来ていない状況でございます。私も、マスコミ報道等で

文部科学省が今検討している内容というのは情報としては押さえてはおりますけれども、例

えば問題点、課題といたしましては、12歳の年齢でございますけれども、先ほど議員、中学

生以上というお話頂きましたけれども、小学校6年生も12歳ということになると、含まれま

すことから、体の大きさに関係なく大人と同じワクチン量でいいのかだとか、それから本当

に保護者の同意が絶対条件になってくるのだとか、それから先ほど議員もおっしゃっており

ました授業、平常日であれば授業時間、時数の確保も必要なことになってきますので、集団

接種が本当にできるのかどうなのか、個別接種が優先されるのかどうなのか、そういった課

題が多々あるというふうに思います。現在、文部科学省においても、専門家と調整をしてい

るというような状況までは、マスコミを通じて私も聞いておりますけれども、前段でお話し

しましたとおり、まだ文部科学省のほうからも何も通達が来ておりませんので、この後、国

のほうの動向を注視しながら、当町の衛生部局のほうとも十分連携を図りながら、12歳以下
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の子供たちのワクチン接種についてどうしていったらいいのかということを十分議論した上

で、子供たちの命と健康を守る、これを優先とした対応、取組等々を図ってまいりたいとい

うふうには考え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、教育長から答弁頂いたように、不確実性がちょっと多いという

ことで、私もぜひやれという立場ではなくて、むしろしっかり状況判断した中で進めるべき

だなというほうが強い思いであります。いずれにしても、保護者の、やるにしても保護者の

同意が必然ですし、先ほど集団云々とお話されてましたけれども、健康診断みたいに、集団

的に学校で一律にやるという形には取れませんし、また夏休み期間の活用だとかと、そうい

うことも考えなければいけないと思いますし、打った、打たないで変な差別が出ないように

も、当然注意しなければならないだろうというふうに思います。かつての、当初のコロナウ

イルスでは、子供たちには余り重症化するリスクが少ないというふうに言われておりました

けれども、変異株になって、その辺が多少感染が広がるというようなことも聞いております

ので、ワクチンということを望む方もいるかもしれませんけれども、そんなことを考慮する

上にはやはりデータが必要なのですが、残念ながら治験といいますか、そういうデータが少

ない中での判断がちょっと難しいということもありますので、これは多少時間がかかっても、

海外のほうの治験の参考にすることになるのかもしれません。ほかの地域で、国内で始まっ

ていれば、その結果なんかも踏まえた中で判断するほうがいいのかなというふうにも思って

おります。また、集団免疫は、専門家ではありませんけれども、６割ほどの接種が完了すれ

ば、その地域としての集団免疫が保てるのだというようなこともあることから、今、子供の

数も随分少ない状況ですので、この当町における接種が６割といけば、むしろあまり積極的

に子供に働きかけなくても、大人の接種だけで集団免疫ができて、子供を守ることがひょっ

としたらできるのかななんて考えていますので、その辺も考慮した中で、この12歳以上の接

種については考え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。 

次の質問に移らさせていただきます。一番、これがちょっと今回の中で一番重要かなと

思っている質問になります。 

６番目ですが、協力頂く医療機関との連携、お願いになるのでしょうか。一層強化して、

一日でも早く接種を完了すべきと思うが、その具体策ということについてでございます。私

も、この通告をするときには、集団接種が早期に解決する一つの方法ですよということで提

案するつもりでおりましたが、もう既に事前の全員協議会でそういう方針転換があり、集団

接種をやるということになりましたので、それは一つの早期にやる政策の一つ、具体策の一

つだなというふうに評価をしているところでございます。ただ、それだけではなかなか残っ

た方々の接種を早くやるためには、もっと違う方策も考えなければいけないということで、

先ほど町長の説明もありました。副町長の説明もありましたけれども、今、商工会が担当と

いいますか、事業所等にアンケートを取っておられます。いわゆる職域接種という件でござ
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います。町長のお話の中では、私自身は積極的に受け止められているのだなというふうに捉

えましたけれども、一応、職域接種の要件というのが1,000人というふうに聞いております

けれども、この要件について、通告はしておりませんけれども、1,000人以外に何か要件と

いうのは、もし分かれば教えていただきたいのですけれども、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 職域接種の要件でございます。 

こちらにつきましては、まず同一接種会場で２回の接種を完了することといたしまして、

最低2,000回、1,000人掛ける２回の接種、こういったものが基本とするということで、国の

資料では明記されてございます。その中で、企業等に求めることといたしましては、医師・

看護師等の医療職等のほか、会場運営スタッフ等必要な人員を、その実施する企業や大学等

が自ら確保すること、また接種場所、動線等の確保についても、企業や大学等が自ら確保す

ること、こういった要件を満たし、申請された団体が、この職域接種の対象となるところで

ございます。 

こちらの会場につきましては、洞爺湖町のファイザー社を使う接種会場自体が、２回接種

終了後は活用できるのですけれども、現段階では、ファイザー社とモデルナ社の、武田モデ

ルナ社のワクチンが同じ時期に使用するということで、同じ会場が使えないですとか、そう

いった制約もございますけれども、現在、公共施設につきましては、ワクチン接種に団体が

無料で使用する内容については、協力をするという町の方針に基づきまして、商工会で会場

のほうは、現在予定として候補地、候補場所が確定しているところでございます。 

また、現在、商工会並びに洞爺湖温泉観光協会の会員宛に名簿紹介をかけておりまして、

その中でこの1,000人という人数の確保も現在進められているところでございます。当町と

いたしましては、この職域接種が実施された際には、64歳以下の接種体制と合わせて、早期

の接種完了が見込まれるところから、町としても積極的な支援を行って進めていくよう、現

在連携して調整はさせていただいているところでございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今の説明で大方理解できたのでありますけれども、先ほど来申し上

げております第２クールの空いた部分で64歳以下の個別接種になるのでしょうか、それを進

めると同時に、職域接種についても並行してやっていくという。ただ、商工会の心配は、ど

れだけ事業所みんな募って、できるだけ早くという思いがあったとしても、やはり素人集団

ですから、運営の仕方であるとか、あと医師の確保だとか、そういうことに関しては、どう

してもやはり行政のお力を借りなければできないのだというようなことをおっしゃってまし

たので、今、先ほどからも言ってますが、町長も多分前向きに検討して、やる方向で考えて

いってくださるのだろうというふうに思っております。実は、今日間に合えばよかったので

すが、明日で商工会の希望調査、接種の希望調査の案内が明日でまとまるようになっていた

ので、ちょっとどれくらい集まるかは分からないのですが、大体商工会員300ぐらいの会員

数あって、ただ高齢化してますので、事業主体になる事業主の方は、高齢接種のほうで予約
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されているから、人数にカウントできないかもしれませんけれども、そこにお勤めの従業員、

家族等を含めれば、ほかの観光協会と重複しない部分で、そういう希望者を募って、何とか

1,000人を集めようと頑張っているようでございますので、この点についてしっかり支援を

して、この早期接種完了に向けて、並行してこの職域接種も進めるのだという気持ちを、も

う一度、町長の口からお話をしていただいて、間違いなくそういう方向に向かうのだという

確信を得たいなと思ってますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今事務局、商工会のほうでお願いしておりますけれども、一つ心配し

たのは、ワクチンがファイザー社でなくてモデルナであると。そこら辺で希望される方は、

本当におられるかと。そこら辺がちょっと心配です。ただ、それは接種を受ける方の希望で

すから、早くにワクチンを打ちたいという方であれば、モデルナであろうがファイザーであ

ろうが、大体似たような成分、性質というか、そういうものだと聞いておりましたので、そ

こら辺は商工会のほうでしっかり説明してくれるかなというふうに思っております。今、商

工会とも詰めておりますけれども、仮に1,000人満たなかったと、例えば980人いましたとい

うときには、何とか人は集めようよということも、今ちょっと検討しておりました。そうい

うことも含めて、何とか1,000人を頑張ろうということで動いております。最悪のときには、

数字と言ったらおかしいですけれども、振興局のほうにお願いして、何とか早くに打ちたい

のだということ、国自体も、今早くに打ちたいということがありますので、ちょっと安易な

考え方ですが、何とかなるかなというふうに思っております。 

いずれにしても、産業団体６団体とこういうふうな取組をやれるということは、やはり地

域の皆さんのご協力があってのことなので、町としてもしっかりサポート、支援をしてまい

りたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今、町長の答弁聞いて、多分商工会、その関連する人たちも、大変

勇気づけられたのではないかなとふうに思っています。ワクチンの接種が進むと同時に、通

常の今までやってきた予防対策もしっかりやっていく、両面からやっていきながら、一日で

も早く、私どもの町でワクチン接種が終了し、平常の、平常とまではすぐにいかないでしょ

うが、この地域の経済活動が少しずつ緩和され、そして、人々の生活とか行動も少しずつ元

に戻っていく形が、まずこの地域から、外にはちょっと難しいかもしれません。この地域内

だけでも少しずつ動けるようになるためには、やはり早期のワクチン接種が、今求められる

一番の方策だろうというふうに思っておりますので、その辺も踏まえた中での接種に尽力を

尽くしていただきたいことをお願いして、次の質問に移らさせていただきます。 

二つ目は、町の所有する資産の利活用計画ということでございます。老朽化した公営住宅

の解体が予定されてますけれども、当然解体すれば、空き地、跡地が残るわけでありまして、

あらかじめその利用の計画があるのかどうかをお伺いするところでございます。 

本年度中に町内の２か所の公営住宅の解体が予定されていると聞いています。本年度中に
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全てが解体終わるのかどうかちょっと定かではありませんが、行政としていろいろな政策、

いろいろなというか、多分定住とかということに限定されるのかもしれませんけれども、政

策実現のための材料として、こういった跡地の活用というのは、一つのいいきっかけにはな

るのだろうというふうに思うことから質問させていただいているわけではございますが、特

に私の住んでいる地域の緑沢団地でございますけれども、ここは今、６棟ぐらいありますが、

何名の方かお住いでもあります。副町長もかつてそこに住んだことがあるので、懐かしい住

宅かと思いますが、残念ながら50年ほど経過している古い建物ですので、もう解体自体は全

然文句ないのですが、結構、少年野球ができるぐらい広い敷地、解体を全部しますとなりま

すので、ぜひ有効利用にできないかなということで、先に申し上げさせていただければ、全

部が解体してからの話、解体が済んでからの話になると思いますけれども、あそこにはかつ

て道が所有していた自然の家があった時代に公宅として使われてたところを町で買い取って、

今、子育て支援の住宅として４世帯の方が入っていますので、その辺と同じエリアになりま

すので、今度は借りるのではなくて、自分で家を建てるための土地として、もう思い切った

価格で提供して、定住・移住対策に活用したらどうかと。例えばの例ですから、これ。これ

をしろということではございませんけれど、そんな形で活用したらどうか。得てして、今年

の３月に予算化されましたけれども、市街地の公民館跡地が売却されたわけでございますけ

れども、手をこまねいていて空き地のままあったところが、申し出により売却することに

なったのですけれども、二の舞を踏むとは変な言い方ですが、やはりもともとそういう計画

を町自体は持っていて、そういう振興策に使うのだという計画がぜひ必要だなという思いか

らこの質問をさせていただいております。清水の団地については、ちょっと私、地域性や何

かちょっとはっきり分からないものですから、その活用に具体的な考え方を持っているわけ

ではありませんけれども、利活用という意味では同じように考えていただいていいのかなと

いうふうに思いますので、その辺についての答弁をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ご質問ございました資産の利活用ということで、老朽化した公営

住宅の解体後の跡地利用はということでございます。 

まず最初に、清水団地、緑沢団地ということでございますが、清水団地につきましては全

部で９棟ございまして、今年度、令和３年度につきましては、このうち５棟を解体、令和４

年度に残りの４棟を解体する予定としてございます。緑沢団地につきましては、全部で６棟

ございまして、このうち令和３年度に２棟解体して、残り４棟を来年度、令和４年度に解体

するという予定となってございます。 

この老朽化した公営住宅につきましては、洞爺湖町営住宅等長寿命化計画に基づきまして、

適正な維持管理を実施してございますが、ご質問がございましたこの２団地、緑川団地、清

水団地につきましては、長寿命化計画上は、耐用年数を大幅に経過していることから、用途

廃止する計画となってございます。解体後の跡地につきましては、洞爺湖町住生活基本計画

というのがございまして、この計画におきまして良質な住宅宅地を確保し、適切な宅地開発
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を誘導するため、用途廃止した町営住宅の跡地等を移住者向け宅地分譲や移住体験住宅を建

設するなど、住生活に関する施策に資する活用方法等について検討することというふうに

なっているところでございますが、全ての解体が終わる令和４年度までには、住宅の空き状

況や社会情勢、土地利用の動向、あるいは地域の特性等を見定めた中で方向性を示してまい

りたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今、２年かかるということでございますので、その２年後に向けて

の計画立案にということになろうかと思います。今、若木部長がお話しされたように、改め

て公営住宅を建てるというような状況ではない。つまり、今もう空きが出ている状態の公営

住宅があるわけですから、新たに住宅建設ということではなくて、むしろを自力で建ててい

ただくお手伝いをするという、さきにも申し上げましたような、個人の住宅建設に資するよ

うな政策を計画していただいて、有効に土地の活用に努めていただければというふうに思っ

ておりますので、２年後の計画を大変期待しているところでございます。 

次に、２番目の質問に移ります。これも資産の利活用の関連ございますが、特に学校の施

設、グラウンドと校舎の関係でございますが、統合等で教育施設として使われなくなった校

舎、グラウンド今の利用の現況について、特に大原小学校と成香小学校ぐらいでいいかなと

思うのですが、香川小学校と花和小学校は、地域のコミュニティーの拠点として使われてお

りますので、それはそれで一つの使い勝手だなというふうに思っておりますので、その二つ

の学校の校舎と、大体は私、把握しているつもりなのですが、詳しくは分からないところも

あるので教えていただきたいのですが、特に協定だとか契約とかというのを結んだ中での利

用していただいているのかどうかも含めて、またひょっとして料金なんかも頂いている、有

償でお貸ししているのかどうかも含めて、今現況について、まずご説明をしていただきたい

というふうに思います。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 旧大原小学校と旧成香小学校の現況についてでございます。旧大

原小学校につきましては、平成22年より社会福祉法人幸清会のほうに学校施設の部分は本部

事務所として無償で、平成27年よりグラウンドにつきましては、老人福祉施設用地として有

償でそれぞれ契約を締結して、貸付けを行ってございます。旧成香小学校につきましては、

平成22年より酪農学園大学と地域交流協定というのを結んでおりまして、教育・研究の振興

の発展の活動拠点として、学校グラウンドともに無償での貸付契約を締結して貸付けを行っ

ているというような状況でございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 細かい話で恐縮なのですが、ほぼ公益性ということの観点からで

しょう、無償でお貸ししているということでございますけれども、公共料金なんかはどう

なっているのかということと、それは多分、それぐらいは払ってらっしゃるのだなと思いま
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すけれども、何かちょっとした、大きな修繕は町で持たなければ駄目かもしれませんけれど

も、小さな小破修繕等は、その担当のほうで、担当というか、借主のほうでやられているの

か、もし分かれば教えていただきたい。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 大規模な修繕、前にも大原旧小学校では、屋根の防水が破れたと

か、そういう大規模修繕については町のほうで行っておりますけれども、通常の維持管理、

電気料金とか水道料金とか、あとはそういう消耗品関係の修繕関係は、基本的には借受け側

のほうで負担していただいているというような形で行ってございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） それでは、ちょっと具体的な今後の活用方法についての考えをお伺

いしようと思ってますけれども、まず、福祉施設として福祉法人にお借りしている部分です

が、本部機能は、今度新しく市街地に本部機能を持ったものを建設されるということになろ

うかと思いますので、あの施設は全く、本施設といいますか、福祉施設が建設されたものは

もちろんそこで残りますが、旧学校の校舎、体育館については本部機能がなくなったときに、

あそこは空になって、何も使えなくなるのであれば、次のまた活用方法を考えなければいけ

ない。そういう観点から、次の活用をどうするのかということ、まだ依然としてそこまでは

使わせてほしいという申し出があるならば、また別なことになるかもしれませんけれども、

一応本部機能を移すという前提で、公民館のあの土地を購入されたと思いますので、本来で

したら空いてしまうのだろうなと。そうしたらまた、ああいった校舎はどうしようというま

た問題が出てくるので、早めに手だてを打つほうがいいかなということでございます。 

それから、成香小学校のほうでは、酪農学園大学に協定を結んで、研究の場として、また

エゾシカの関係や外来種等の関係で大変お世話になっていることは、私も重々承知している

のですけれども、このコロナの関係でなかなか活動が見えなかったり、なかなかこちらに来

れてないのか分かりませんけれども、できたら、どれぐらい当町で滞在して、年間どんな活

動をされているのか、できたらもっともっと使っていただきたいし、単に、何と言うので

しょうか、その一時の研究のだけのあれではなくて、願わくはもう酪農学園大学洞爺湖キャ

ンパスぐらいの、もう土地と建物も全部もうおつけして、キャンパスとして何とかやっても

らえないかぐらい、この町にも大学ができるぐらいの勢いで、もっとプッシュをしてもいい

のかなという私の個人的な考えですけれども、そんなことも含めて、今後の活用、二つの小

学校についての活用、それから、まだ今協議中かなんかだということですが、温泉中学校の

活用についても、もし予定や今の現状が分かればお話ししていただきたいというふうに思い

ます。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） まず、大原小学校の状況でございます。確かに幸清会のほう、洞

爺町のほうに本部事務所が移転ということになってございます。学校施設についても、本市
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のほうに確認いたしましたけれども、施設入居者の交流の場という形で、引き続き使わさせ

ていただきたいというような申し出が来てございますので、引き続き貸付けのほうを継続し

てまいりたいというふうに考えておりますけれども、一部については、災害の備蓄、備品の

保管場所というような形で、活用のほうも予定していきたいというような考え方を持ってご

ざいます。 

あと、成香小学校の酪農学園の関係でございます。利用状況、活動状況についてでござい

ますけれども、昨年度は、コロナ禍という形がありましたので、活動のほうは少なかったと

いうふうに聞いておりますけれども、例年は４月に大学の環境共生学類の新入生約140名程

度が１泊２日によって合宿に来られるというような、オリエンテーションの場所として活用

しているのを皮切りに、中島やザリガニの研究などとしていると。そのほか、各種学習教室

とか、講師とか、イベントのボランティア、あと地域のお祭りなどの参加という形でも協力

を頂いているというような状況になっています。具体的な部分でございますけれども、シカ

につきましては、大体年に40日程度、延べ289人の大学生や関係者が町に来て、シカの生育

調査や頭数の適正管理、中島の植生といったような回復状況を確認しているような状況を

行っています。町としても、その研究結果を基に、シカの捕獲計画など活用しているという

ような形でございます。 

ザリガニつきましては、最近、大学の教授が変わったということから、活動回数は少なめ

というように聞いてございますが、それまでは年に15回程度、約220人ぐらいの学生が町に

訪れて、湖水での頒布状況や学術調査などを行っていると。町としては、そのデータを基に、

ザリガニの駆除のポイントというような指導を受けているという形で、自然環境保全や環境

教育、地域との触れ合い、観光振興など、多くの分野で貢献頂いているのかなというふうに

思っているところでございます。 

議員おっしゃられるような研究の場だけではなくて、分校というか、学部の誘致というよ

うなお話なのかなというふうに聞いているのですけれども、大学についても、少子高齢化と

いうような部分を受けて、生徒の確保というのが喫緊の課題になっていると聞いております。

そういった部分では、地域貢献とか、地域の協働といったような、魅力ある学校づくりが生

き残りのために必要になってきているというような状況になっていると思います。そういっ

た部分からすると、この洞爺湖というのは、山も、海も、湖もあって、フィールド的には環

境的に優れていると思っているところでございますが、議員からの提案のあった大学の誘致

等については、非常に有意義な提案ではあると思いますけれども、一方で、学生の住居とか

アクセスの整備の問題、あとは建物もちょっと老朽化が進んできている状況でございます。

また、学部を誘致することでどのような効果を期待するのかといったような根本的な部分に

ついても、整備する必要があるというふうに思ってございます。 

いずれにしましても、誘致にはなかなか高いハードルがあるとは思いますので、まずは今

の交流を継続するということを基本に考えてございますが、将来的にはあの建物で、施設で、

どのようなことができるのか、地域や町にとって何がよいのかというようなことは考えてい
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く必要があるというふうには思っ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。 

  よろしいですか。答弁漏れで。 

  高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 温泉中学校の関係でございます。 

温泉中学校につきましては、体育館の活用についてでございますけれども、教育委員会の

ほうで、洞爺湖温泉地区のほうともいろいろ、意見交換を踏まえて、活用の見込みがないと

いうようなことから、施設の解体というような部分を含め可能性を検討していたところでご

ざいますけれども、現在、ある事業者より問合せがあり、体育館等の利活用に向けた現地調

査や事業実施に向けた検討がされております。今月中に事業化に向けた最終判断がなされ、

実用化の可否について連絡がくるというような予定となってございます。 

仮に、今回のお話が来ております事業者との利活用の話が可能となった場合は、令和４年

度の事業化に向けて、様々な協議を行いながら、当然地域住民との説明会も行いながら、住

民理解を得た上で、施設の、賃貸になるのか売却になるのか、その辺の取組を進めてまいり

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） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 酪農学園の関係ですが、大変有意義な活動していただいていること

も、私なりに理解をしているつもりでございます。この洞爺湖町のこの自然環境、いろいろ

な意味合いでの環境は、生徒にとっての環境としては、大変すばらしいものが提供できてい

るのだろうというふうに思っています。確かに、大学を誘致というのは、大変高いハードル

とは思いますが、挑戦してみて損はないのではないかなと。今の関係をしっかり構築しなが

らということでもありますけれども、例えば教養の１年間だとか、別に４年間ではなくても、

ある学部の１年分とかという、そういうところから、この町に大学があるというのは、物す

ごい大きなことだと思います。いろいろな課題はあろうかと思いますけれども、町長に最後

に、難しいのは重々のことでお伺いするのですけれども、意気込みだけでもお聞かせいただ

ければ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） 旧教育施設の在り方でございますが、温泉中学校については、これは

以前から論議していただいておりまして、建物がやはり非常に老朽化していると。耐震も確

かにやってないはずでありまして、金をもうかけることはできないのではないかということ

から、耐震を取りやめまして、一応解体をすると、更地にする、何か有効利活用できるふう

にしようと考えておりました。ただ、体育館ついては、まだ非常に活用の余地があるという

ことで、いろいろ教育委員会でも、スポーツ関係等々で協議をしていただいておりました。

ところが、今、スポーツ関係について、月浦にあります温泉小学校、あそこの学校開放の中
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で体育館を利用させていただいている。洞爺から来られる方もいる。温泉から来られる方も

いる。虻田から行く方もいらっしゃる。都合が大したいい所にあるということで、そちらの

ほうを利用しているので、今現在は、体育館としてはそんなに使っていないと。将来も、こ

のまま、一時期少年バレーですとか盛んだったのですが、使う予定がないということから、

これをどうしようかというふうに、一緒に解体してしまうかなという話もあったのですが、

ただいま利活用をぜひしてみたいという団体が出てきましたので、そこのところとちょっと

詰めをさせていただいている。 

大原につきましては、今、本部機能で教室の一角を事務所代わりにしていただいておりま

したが、その部屋を、あそこの財田の森の入居者の憩いの場というか、ちょっとお茶をした

り、あるいは雑談をしたりだとかという場にして、何とか貸してしていただけないだろうか、

それは、そういう公共のようにするのであれば、今のところいいのではないか。ただ、教室

がまだたくさんありまして、そこのところについては、かねてから、今災害備蓄品を用意し

ておりますが、置く場所が非常になかったということで、災害が起きそうなときには、それ

なりに対応しなければなりませんけれども、そこの場所にとりあえず備蓄をさせていただこ

うと。そして、大原にしてもそうですし、成香にしてもそうなのですが、花和地区もそうで

ございますけれども、いざ災害がうちの町は起きうる町でございます。そのときには、避難

所として活用させていただこう。今の協定を結んでいるところ、団体にも、災害時には開け

ていただくという約束になっておりますので、避難所探しは、やはりなかなか大変だと。そ

して、今回、避難していただくときには、３密の問題もありますし、今危機管理室で一生懸

命練っておりますが、ある程度自治会ごとに避難していただこうということも計画の中にあ

りますので、今のこの花和、成香、それから香川、そして大原、こちらのほうについては、

今後とも最終的な局面のところの避難場所の確保もしておきたいなというふうに考えており

ます。 

以上です。 

○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３時25分といたします。 

（午後 ３時１４分） 

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

（午後 ３時２５分） 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

  引き続き、一般質問を続けます。 

  次に、８番、今野議員の質問を許します。 

  ８番、今野議員。 

○８番（今野幸子君） ８番、日本共産党の今野幸子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  子供の貧困についてお伺いしてまいります。 

子供の貧困とはいっても、決して子供たちが自ら自分がその貧困状態を招いているわけで



- 55 - 

はありません。昨年からのコロナ感染症拡大の影響を受け、子供たちは、楽しい行事、部活、

いろいろなものの様々なことが制限され、涙を流した子も多いと思います。学習の遅れなど

による不安、夢見ていた大学、学校へ通えない状態が続き、その上、アルバイトもできなく

なったり、親の仕事もままならず、仕送りが減ってしまったり、なくなったり、そういう学

生も大勢いるということを報道などで聞いています。子供たちにしてみれば、予想もしな

かったことが、突然自分の身に降りかかってきています。このような影響が、子供たちの将

来に負の影響として続かないように見守っていく必要があると考えています。 

子供の貧困と言われる、環境が生まれつきである子もいれば、また、保護者の病気やけが、

また今回のようなコロナのような社会的な状況において、急に環境が変わって、突然そうい

う貧困と言われるような環境に突如置かれてしまうこともあります。子供の貧困をどのよう

に捉え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） ただいまの子供の貧困をまずどのように捉えているのかと

いったようなご質問でございます。 

子供の貧困の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を対象といたしました子供の貧困に係る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職員を対象としました子供の生活

実態等に係るヒアリング調査の結果の基、現状の把握に努めてきたところでございます。 

貧困と認知されます家庭の特徴でございますけれども、アンケート調査結果から見えまし

たことは、保護者がパートや臨時などの非正規職員の家庭が多いこと、特に独り親世帯では

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が貧困に起因しており、貧困

状態からの脱却が困難な要因にあるのではないかなというふうに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などの理由によりまして、依然として子供と触れ合う時間が少

ないことも伺えましたことから、一概には言えませんけれども、保護者の長時間労働の傾向

が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もございます。 

こうした現状を踏まえまして、子供の将来が生まれ育った環境に左右されることないよう、

また貧困が親から子へと世代を超えて連鎖するといった貧困の連鎖、こういったものにつな

がらないように、総合的に対策を推進していく必要があるもの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） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 親の貧困、そのままやはり子供に受け継いでいってはならない。そし

て、子供が空腹を我慢することなく、普通に食事が取れ、そして現代社会においては、一般

的に子供が手にするもの、また体験すること、与えられたものだけでなく、それを自分から

選ぶことができる、そんな社会でありたい。そして、洞爺湖町であってほしいと思います。 
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この子供の貧困の深刻化の広がりは、様々な現実から、子供の問題としてだけではなく、

社会問題としても見えてきました。子供の貧困を巡る現状が数値で示され、現状の分析に終

始することに大変な思いがあり、また、その終始に追われ、改善がなかなか進んでいかない

日本の現状も、そうなっておりますが、この洞爺湖町ではどうなのでしょうか。日本におけ

る子供の貧困が７人に１人と言われましたが、当町においては4.5人に１人という高い割合

を示しておりました。その後の改善の進み具合はどうなっていますか。また、コロナの影響

により、多くの世帯で収入が減り、子供の貧困を増やしているのではないかと心配です。子

供の貧困と言われる状況の把握、対策、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの御質問でございます。 

子供の貧困対策につきましては、令和２年３月に策定をいたしました第２期子ども子育て

支援事業計画、こちらのほうに基づきまして、様々な取組を推進しているところでございま

す。事業計画の推進に当たりましては、各種取組の目標値の達成状況、事業実績を毎年度把

握することによりまして、適切な運行管理を行いますとともに、策定委員会におきまして、

実行・評価・改善など点検評価を実施いたしまして、コロナ等も含めました社会情勢の変化

に柔軟に対応し、事業の推進に反映しているところでございます。 

町といたしましては、継続して実施している出産祝い金支給事業、こちらですとか、乳幼

児医療費助成事業、インフルエンザ予防接種費用助成事業など、様々な経済的支援による暮

らしの支援に加えまして、生活困窮者自立支援事業やフードバンク事業を実施する事業者や、

さらには社会福祉協議会との連携による取組なども行っており、改善は図られてきているも

のと認識をしているところでございます。 

コロナ禍におきまして、収入が減少している子育て世代の方に対しましては、町といたし

ましては、現在、社会福祉協議会におけます生活福祉資金特例貸付の制度をご利用いただけ

るようご案内をしているところでございますけれども、町が実施するコロナ対策事業といた

しましても、令和２年度になりますけれども、新生児特別定額給付金支給事業やひとり親多

子世帯臨時特別給付金支給事業などによりまして、子供の貧困抑止に資する経済対策をこれ

まで図っ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） 多くの支援を行っていることは、本当にありがたいことだし、大切な

ことだと思っています。今回、この質問に当たり、コロナ禍でさぞや困窮している世帯が増

えて、就学援助を受ける世帯も増えているのではないか、生活保護を受けている世帯は増え

ているのではないかと思っていました。令和１年度、２年、３年度と、準要保護世帯、そし

て生活保護世帯の数を見てみますと、僅かですが減少しているのです。収入が増えたとは決

して思えないのですが、生活保護世帯なんかも、準要保護世帯が減少したわけも納得がいか

ない部分があります。私が困窮しているだろうと思われるところで、そういった保護世帯が
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減っている。その理由。また、2019年、20年と就学援助を受けられていた世帯で、今年受け

られなかった世帯はなかったか等の理由、もしあるとしたら、その理由をお聞かせください。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず１点目の準要保護、それと生活保護世帯の数が減少している

という、その原因についてかと思いますけれども、まず令和元年度と令和２年度、これを比

較しまして、減少はしてございますけれども、中学生から高校生になりまして進級したこと

により、これは減少していると。また、町外への転出ということもございますことから、こ

れに伴い減少となってございます。また、令和２年度と令和３年度比べまして、対象人数が

減っている原因でございますけれども、まず令和３年度につきましては、５月31日現在の人

数での比較でございますけれども、減少はしているという状況でございますが、今後も申請

もあり得るということでございますので、その点につきましてまずご理解頂きたいと思いま

す。これにつきましても、町外へ転出した方がおりますことから減となってございますけれ

ども、認識してございますけれども、今後申請がある際につきましては、この点につきまし

ては柔軟に対応してきたいというふうに考えてございます。 

それと、２点目の就学援助の世帯の関係、令和元年度と令和２年度の比較、要は令和元年

度に就学援助を受けられていて、令和２年度に受けられなかった世帯があるかないかのご質

問かと思いますけれども、これにつきましては、例えば令和元年度に受けられていて、令和

２年で受けられることができなかったという世帯は、把握はしてございません。ないという

ことでございます。 

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） 伺うところによると、当町の総所得も増えているということなのです

が、これは、税制の改正により高額収入者の所得が増えたという形になったせいなのでしょ

うか。ちょっとお聞きしたいのですが、よろしいですか。 

○議長（大西 智君） 通告外なのですけれども、分かれば。 

○８番（今野幸子君） 分かればお願いしたいのですが。 

○議長（大西 智君） 分かればでいいですけれども。 

藤岡税務財政課長。 

○税務財政課長（藤岡孝弘君） 令和２年度と３年度の全町民の総所得の金額でございますけ

れども、若干、２年度、３年度比較して増えておりまして、額にして、すみません。１億

5,000万円ほど対前年度増えて、所得が増えて、総所得金額が増えている状況でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 通告になかったので、後でその理由が分かれば、それを聞きたかった。

税制の改正になったせいなのかなということでちょっと確認したかったのですが。後で結構

です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。通告内でお願いします。 
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○８番（今野幸子君） はい。 

子供の貧困対策で、子供の援助はなくてはならないもの、大切な対策です。しかし、それ

と同時に、働いてもなおも貧困である状況、これが改善されなければ、本当の子供の貧困を

なくすことはできないと思うのです。独り親世帯、特に母子家庭の貧困の割合は格別に高く、

条件や賃金の格差など浮き彫りになっています。貧困と生活の中で、子供が自然に我慢を覚

えていく、それが普通の生活として育っていく、多くのやりたい事柄、欲しい物、口に出さ

ないうちに先に諦めてしまう。こういった人や社会のつながりを自ら減らしていく、そして

孤立しやすくなる。また、こういうことから、自己肯定感が弱くなっていきます。学ぶ意欲

が持てなくなり、自分の目指す目標となるものを見い出せなくなる、こういったこと、貧困

が次世代へとつながらないようにするため、一時の余裕もありません。その世帯と子供の実

情に応じた自立支援が必要です。当町として、支援策をお聞きします。 

それと同時に、低所得層になるほど、生活保護の受け方や、または就学援助の受け方、方

法、これを分からない。また、それを分からないだけではなく、そういう制度があるという

ことすら知らないという、この認知度も下がっていきます。これは、先ほど言われたアン

ケートからでも分かるような部分で出てくると思います。しかし、こういった制度というの

は、もし自分が受けたいというときに申請をしなければなりません。だけれども、申請をす

るには、その制度を知ってなければ、申請はできません。この申請もできず、結局制度も知

らなければ申請もできない。また、相談もなかなかできない。そういったところに陥ってし

まいます。貧困の連鎖、これを断ち切る一つとして、支援の必要な世帯に支援が届けられる

か、そのためにどのような周知が必要なのか。今まででも一生懸命やってきていると思いま

す。でも、その中でもまだこういった結果が出てきているので、今までとは違うその周知の

仕方を考えていかなければならないと思います。今後に向け、早急に取り組む課題と思いま

すが、どう考えますか。お聞きします。 

○議長（大西 智君） 今野議員、通告の３番目でよろしいでしょうか。 

○８番（今野幸子君） ２番目です。 

○議長（大西 智君） ２番目ですか。 

  答弁お願いします。 

  皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 貧困の連鎖は、議員もご承知のとおり、やはり断ち切らなければな

らない。そのためには、教育が私は必要だというふうに思っております。今、教育委員会で

は、そういった子供たちへの学力支援といたしまして、就学援助、それから育英資金等々を

活用していただいて、確かな学び、教育の推進について支援をしているところなのですけれ

ども、その周知が足りないのではないのかというお話なのですけれども、私どもといたしま

しては、町内回覧だとか町のホームページはもちろんのこと、学校経由でそれぞれ全保護者

のほうに、こういった制度の周知というのは図らせていただいております。そのような状況

で、現在状況としては、育英資金につきましても、昨年度、条例の一部改正を行い、償還期
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間内に所得が低い方または非正規者となった場合についての償還については、２分の１の免

除、これらの周知も図っており、今年度についても、それの申請があったところでございま

す。そういった意味では、これまでも様々な方法を用いましてこの制度を周知しているわけ

でございますけれども、その中でこういった実績もあるというようなことから、私どもとし

ては、十分周知については図られているのではないかというふうには考えておりますけれど

も、中には、まだ知らなかったという方もいらっしゃるかというふうには思いますので、ま

たさらなる周知活動については、学校側のほうともご意見を頂きながら、また考えていきた

いなというふうには思っている次第でございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当に十分にいろいろな手を尽くして周知しているということは、本

当に伺っていて分かるのです。ただ、本当にそれでも、やはり低所得層、貧困層にいけばい

くほど、連絡をしているにもかかわらず分かってない。それを知ろうとしないのかもしれま

せんが、そういった状況が、あ、知らないという人もいるという部分があるということを聞

いています。こういったところを本当に、今までの常識からちょっと抜けて、何かいいアイ

デアを考えていただけたらなというふうに思っています。 

次のほうにいきます。最初のほうで、食べることも大切、なかなか食べられないというの

も出ましたが、食事を取るということ、人が生きていく上で不可欠なものです。単に生命維

持のためだけではなく、体の健康とともに精神的にもエネルギーを与えます。31年度のアン

ケートからも分かるように、欠食やスナック菓子などで済ませている子も見られます。この

改善は見られているのか。また、コロナの影響で増えてはいないのか。今まで地域食堂とし

てほのぼのが開かれておりましたが、現在は、それは、どのようになっておりますか。現状

をちょっとお聞きします。 

○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） まず、前段におけます子供の欠食に関する関係でございます。

子供の家庭における状況につきましては、教育委員会と連携をいたしまして、各学校におき

まして学校生活におけます児童生徒の様子や健康状態などにつきまして、常日頃から子供の

危険なサインを見逃すことのないように、見取りには十分留意を頂いた上で、必要に応じま

して情報提供を頂きますとともに、室蘭児童相談所をはじめとする関係機関との連携の下、

協議を図りながら、早期発見と問題解決に努めているところでございます。 

コロナ禍におけます現状を踏まえましては、引き続きこうした対応の徹底かを図ることに

よりまして、問題の未然防止と早期発見に努めてまいります。また、加えまして、これまで

も町では、生活困窮者自立支援事業やフードバンク事業を実施する事業者との連携の下に、

生活困窮に係る相談ですとか、食材の提供等に係る支援を実施してきたところでございます

が、今後におきましても、引き続きさらなる連携強化を図りながら、困窮する子育て世帯へ

の早期支援に努めてまいりたいと考えているところでございます。 
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それから、二つ目の地域食堂の現状はということでございました。地域食堂の運用に関し

ましては、今年度より民間の事業者の協力を得まして、町からの補助金による財政支援の下

に事業の実施をお願いすることとしているところでございますけれども、令和２年度までに

町の委託事業として受託をしていただいていた事業者と、また新規参入を希望される事業者

からの申出も、現時点で頂いているところでもございます。こうしたことから、運用企画書

を、今後、運用企画書を提出していただいた上で事業者を選定いたしまして、事業を実施し

ていただくこと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） このコロナの緊急事態宣言が解かれ、食堂が開けられる状態になるま

で、その企画書や何かを、まずは待っているのか。その前に、まずその企画書やなんかを通

して、解除がなり次第営業ができるようになるのか。その点をもう１回ちょっと聞きたい。

そして、一日も早いその再開ができるように進めるべきと私は考えるのですけれども、どう

いうふうに考えていますか。 

○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） ただいまの主旨でございますけれども、まず地域食堂の運用

ということで、ただいま、コロナ禍において休止という形を取らせていただいておりますが、

昨年の、令和２年の11月に、北海道におきましてコロナウイルス感染症拡大防止に向けた施

策として、国の特措法第24条第９項に基づく協力要請の中におきまして、感染リスクを回避

できない場合の例の一つといたしまして、飲食の場面では、大人数、５人以上の集まり、マ

スクをしない、大声での会話、２時間を超えるような長時間の飲酒などとした内容が提示を

されました。こうした中で、札幌市を除く道内全市町村に要請がなされたことを受けたもの

でございます。これを受けまして、町における新型コロナウイルス対策本部会議におきまし

て、コロナ禍におきましては、クラスターの危険性の回避が現時点において非常に重要であ

り、感染症拡大防止対策を優先すべきとの協議の下に、当面の間休止することといたしまし

て、現在に至っているといったところでございます。 

また、このたびの緊急事態宣言におきましても、６月20日までと延長されるなど、コロナ

ウイルス感染症の収束が依然として不透明な現状にもございます。事業の再開につきまして

は、引き続き北海道からの協力要請に基づき、コロナウイルス対策本部会議における協議の

下に決定するものではございますが、今後の再開を見据えまして、準備・手続きにつきまし

ては、速やかに開始ができるよう、事務を取り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） ということは、宣言が取り外されて、できるよとなったときに、すぐ

できるように、その前にもう企画書など募集をかけ、企画書などを点検して、もう準備は整

えていくという、それとも、そういう、もういいですよとなってからそれが進むのかという

ことをちょっと聞きたかったのですが。 
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○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） このコロナに関しましては、当然先行き不透明でございます。

ただ、それを、今議員おっしゃるように、それを待つということではなくして、本当に早急

に、いつ何時解除されも、解除というか、緊急事態宣言だけではなくて、道からの要望、こ

ちらが一番の大きな要因になろうかと思ってますけれども、それを別として、できる事務に

つきましては、速やかに進めてまいりたいということで、再開に向けて、事務につきまして

は、先行して進めてまいりますということでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） このコロナ禍で自粛、自粛で心身ともに疲れ切っている、このような

ときだからこそ、この居場所、今食堂、こども食堂と言いましたけれども、今までの地域食

堂ですか、それは、ただ食べることを提供するだけではなくて、子供に居場所を与える、そ

ういう働きもあったかと思います。無料の学習支援をしてみたり、そういったものも全部含

めて、今後できるのかどうか。そして、できるのであれば、食べることができなければ、今

度はできる範囲で何ができるか考えてやっていけたらな、そういうふうに私は考えるのです

が、そういう意味でも、一日も早い、できるところから再開をお願いしたい。そのためにも、

手続を早くしていただきたい、そう考えています。そこの点ではどうでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） まず、冒頭のほうで議員おっしゃられましたように、そもそ

もこの地域食堂につきましては、平成29年度より、貧困層の子供や障害のある方を含めまし

た地域住民の地域共生拠点となる居場所づくりとして、これまで実施をしてきたところでご

ざいます。子供、高齢者、障害のある方、独り親世帯など、全ての地域住民が気軽に立ち寄

り、飲食を共にしながら、様々な話題での意見交換や相談が行える、こども食堂というか、

地域食堂という形で運用いたしまして、子供の貧困対策、独り親などの子育て世帯の支援、

高齢者の孤食の対策、障害のある方の交流の場の確保など、地域住民の共生拠点としての居

場所づくりを狙いといたしまして、運用してきたといったところでございます。 

地域食堂のこの運用に当たりましては、議員ご承知のとおり、これまでは、地域交流セン

ター内の１室のほうを会場といたしまして運用してきたところでございますけれども、大変

非常に狭い空間となってございます。こうしたことから、まずコロナ禍におきまして、飲食

を伴わない運用といたしましても、利用者が10人を超える場合には、人との適切な距離が保

たれないこと、また30分を超える長時間にわたる利用は避ける必要があることなど、居場所

の提供の観点からも、こうした短時間ということでもございますので、利用者の皆様に、な

かなかご満足いただける運用形態といったものが困難であるのかなという考え方もございま

したことから、現状につきましては、飲食を伴わないとしても、ちょっと休止せざるを得な

いものだなという形の中でこれまで進めてまいりました。とは言いながらも、議員おっしゃ

るとおり、やはりいろいろな見地で子供の貧困に、あるいは子供の居場所づくりといった形
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での中での実践というのは、やはりコロナ禍においてですからこそ、まさに急務であるのか

なという考え方につきましては、行政といたしましても考えてございますので、まず、今申

し上げましたキャパといいますか、場所の考え方、これがまた新たな事業者にお願いする形

の中で、どこか別なところが代替案として調整できること、部分があるのかどうか、いろい

ろなハードルがございます。そういった部分の課題を細かに調整を図りながら、一刻も早く

開設ができる、どうしたらできるのだという部分につきまして、今後調整を進めてまいりた

いという形で考えてございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当に、対策は練っていかなければならないと思います。今まで以上

に、感染も、変異株によると、今までの対策だけでは追いついていかないのかなという部分

もあります。しかし、本当に満足のできるサービスでなくてあっても、本当の、その満足、

ここの満足度まで全部やらなくても、ほんの一部手助けする。10人以上駄目だよと言うのな

らば、人数制限で、最初何名、何名、何名と決めてしまう。２時間以上駄目だよと言うなら、

その以内で済ませれることはできないのか。いろいろな制限はありますが、どうやったら、

何ができるのか、そこを考えて、少しでも子供たちにそういう提供ができたらいいなと、私

はやはり考えてしまいます。できないことを考えずに、できることを考えていってほしいと

いうのが、私の考えです。 

次にいかせてもらいます。コロナ禍でジェンダー平等問題、これが鮮明になってきました。

その中で20代の女性が作る「#みんなの生理」のオンラインアンケート、これを取ったとこ

ろ、そのアンケートの中で、５人に１人の若者が、金銭的理由で生理用品が買うのが苦労し

たということを公表しています。ほかにも、生理用品以外の物を使用したことがある、これ

は3.7人に１人の割合、また、生理用品がなく、学校を休んだことがある、こういった事例

が挙げられていました。以前からも、生理用品が買えずにトイレットペーパーで代用してい

るなどの声はありました。しかし、なかなかその声は上がってきませんでした。このコロナ

禍で、やっとみんなが立ち上がり、ジェンダーの問題からも相まって、表面化してまいりま

した。 

この支援体制、ある程度お聞きはしていますので、確認のためだけでも結構です。高校へ

の対応等も含めてお聞きしたいと思います。女性だけ負担となるこの生理用品、貧困だけの

ためだけではなく、ジェンダー面からも要望してまいりました。生理用品を学校の女子トイ

レへ設置はどのようになりましたか。お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 小中学校の女子トイレの設置の件でございますけれども、新型コ

ロナウイルスの感染拡大によりまして、経済的に困窮する人が増え、生理用品を手に入れら

れない子供を支援する動きが全国的にございます。コロナ禍により、経済的な困窮により、

生理の貧困と思われる世帯への支援といたしまして、当町におきましては、小中学校で統一
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した取組としましては、生理用品を必要とする児童や生徒が保健室を訪れた際は数枚渡すこ

と、さらに中学校におきましては、女子トイレに紙箱やビニールの巾着袋、これに生理用品

を数枚入れまして、必要とする生徒が自分で持ち帰りができるよう支援をしてございます。 

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） これは、もう実行されてますか。それとも、まだこれからですか。い

つからか、その、時期は。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 今、各小中学校と調整をしてまして、取り組む姿勢でいるという

状況でございます。早急に進めたいというふうに思ってございます。ご理解頂きたいと思い

ます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 種類などもありますので、学校といろいろと話し合った上で決めてい

ただきたいと思います。それと同時に、発注やお金のお店に対しての支払い、そういった手

間、そういった業務に関しては、どのように考えておりますか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず、予算の関係なのですけれども、学校に配分する予算がござ

います。その中で、今回の生理用品の対応ではなくて、教育委員会が持っている予算の中で

対応したいというふうに考えてございます。 

いずれにしましても、学校の予算においても、限られた予算の中で執行しているという状

況でございますので、今回につきましては、教育委員会内の学校の配分前の予算ということ、

保有している予算で対応したいというふうに考えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 発注とか、そのお金の。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 発注につきましては、もう既に行ってございまして、また生理用

品つきましては、既に試供品なんかも備えている学校もございますので、それで対応してい

るという状況でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） お金の支払いなども、どうなりますか。こっちで全部、教育委員会の

ほうで。 

○議長（大西 智君） 教育委員会の予算ということで、先ほど答弁されました。 

○８番（今野幸子君） そうしたら、手間はかからないというふうに取ってよろしいですか。

はい、分かりました。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本当に、この生理用品というのは、女性が健康で過ごすための必需品
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なのです。これを私の要望からいきますと、これは、ただ貧困問題だけで捉えずに、この学

校設置だけでなく、できればその住民、もちろん観光客、使用できる公衆トイレや公共施設、

そういった施設にも置いてもらえれば、本当に私としては、最高に嬉しいことだと私は考え

ているのです。貧困対策にとどめなく、トイレットペーパーと同じように、生理用品がトイ

レに行けばある。そういう洞爺湖町にしてもらいたい。これは、町長からどうか考え、お聞

かせてください。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 数々のいろいろな要望がありますが、町の公共施設にそういう生理用

品を置くのは、今ちょっと無理かなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 分かりました。長期的に見て、ぜひとも前向きに考えていただきたい

と思います。学校のほうは、よろしくお願いいたしたいと思います。 

高校も含めての考えは、どうでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高校も含めたということで、末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 虻田高校への取組を広げてはいかがというご質問だと思いますけ

れども、新型コロナウイルスの影響に経済的な困窮などで生理用品を手に入れられないとい

う生徒の支援についてでございますけれども、町から虻田高校への支援につきましては、ま

ず虻田高校と地域との連携への支援、それと虻田高校のＰＲ、宣伝への支援、それと学生生

活への支援など様々な支援を行ってございますが、このたびの経済的な困窮などで生理用品

を手に入れることができないと思われる生徒への支援につきましては、現時点では支援の予

定はざいませんで、設置者の北海道が判断するという認識でおりますので、ご理解頂きたい

と思います。ただ、今回、議員のほうから要望がありましたことにつきましては、設置者で

ある北海道にお伝えしたいというふうに考えてございます。ご理解頂きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 町全体に置くのはちょっと無理だと言われましたけれども、長い目で

見て、どうかそういったところまで考えていただけたらと思います。 

私の一般質問を終わらせていただきます。 

○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 ４時０９分） 
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