
- 1 - 

洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ３ 年 ９ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和３年９月１０日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 諸般の報告について 

日程第 ３ 行政報告について 

日程第 ４ 報告第１号 総務常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 報告第２号 経済常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ６ 一般質問について 

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

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第６まで議事日程に同じ 

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

出席議員（１２名） 

  １番   越 前 谷  邦  夫  君    ２番   大 久 保  富 士 子  君 

  ３番   篠  原     功  君    ４番   大  屋     治  君 

５番   立  野  広  志  君    ６番   五 十 嵐  篤  雄  君 

７番   千  葉     薫  君    ８番   今  野  幸  子  君 

９番   下  道  英  明  君   １０番   石  川  邦  子  君 

１１番   板  垣  正  人  君   １２番   大  西     智  君 

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

欠席議員（０名） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 副 町 長 武  川  正  人  君 

総務部長 佐  野  大  次  君 経済部長 若  木     渉  君 

洞爺総合

支 所 長 
高  橋  秀  明  君 総務課長 高  橋  謙  介  君 

危機管理

室 長 
仙  波  貴  樹  君 

税務財政

課 長 
藤  岡  孝  弘  君 



- 2 - 

住民課長 後  藤  和  郎  君 
健康福祉

課 長 
高  橋  憲  史  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
金  子  信  之  君 

観光振興

課 長 
田  仁  孝  志  君 

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 環境課長 佐 々 木     勉  君 

上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 庶務課長 兼  村  憲  三  君 

農業振興

課 長 
片  岸  昭  弘  君 

会 計 

管 理 者 
金  子  真 優 美    君 

教 育 長 皆  見     亨  君 管理課長 末  永  弘  幸  君 

社会教育

課 参 事 
角  田  隆  志  君 

社会教育

課 長 
野  呂  圭  一  君 

代表監査

委 員 
山  口  芳  行  君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 佐  藤  久  志 書 記 阿  部  は る か 

庶 務 係 木  村  暁  美   



- 3 - 

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

◎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９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、８番、今野議員、９番、下道議員

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、ご報告をさせていただきます。 

  所管事務調査報告書。 

  令和３年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

議会運営委員会委員長、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９月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和３年９月３日、金曜日。 

  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、大西議長、板垣副議長にご出席をいただきました。 

  ５、説明員、武川副町長に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９月会議について、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、その結果は

次のとおりであります。 

  会議期間について、９月10日から９月22日まで。 

審議日程について、裏面のとおりでございますので、後でご覧いただければと思います。
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本会議でございます。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として、次のことを決定いたしました。 

議場内では、議員、職員の全員がマスクを着用することとし、入室前に手の消毒を行うこ

ととする。 

議会の傍聴は行わないこととする。 

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22日までといたしますので、議会運営にご協力を

お願いいたします。 

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

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申出がありますので、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） 洞爺湖町議会令和３年９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、ご厚志に沿うようありがた

く受納いたしました。 

  （１）として、金員の寄附でございます。 

アとして、伊達地区自動車整備協同組合、理事長、渡部弘二様、金額は10万円でございま

す。新型コロナウイルス感染症対策のために寄附をいただいております。イとして、洞爺湖

町入江255番地３、秋山博子氏でございます。金額２万円。社会教育事業のために寄附をい

ただいております。ウとして、洞爺湖町高砂町37番地24、植村國子氏でございます。金額は

10万円でございます。特に指定はございません。エとして、洞爺湖町栄町11番地５、小林美

智子氏でございます。金額10万円でございまして、福祉事業のために寄附をいただいており

ます。オとして、匿名、50万円でございます。教育のため寄附をいただいております。 

（２）として、金員の寄附。これは、ふるさと納税寄附金として。 

今回、個人（匿名含む）で373件、累計で2,060件でございます。今回の寄附総額は、666

万1,000円でございます。累計で3,405万9,000円でございます。 

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。 

  新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、本年８月中旬には全国で最大水準を示し、

当町においても感染者が確認されるなど、北海道内においても厳しい感染状況が続いており、

８月27日から北海道に昨年から数えて３回目の緊急事態宣言が発令されております。 

町といたしましては、前回５月の２回目の緊急事態宣言時の対応と同様に、町内回覧や新

聞折り込み、町ホームページを活用し、外出自粛や緊急事態宣言特定措置区域との往来を自
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粛といった住民への感染拡大防止の周知及び公共施設の利用を原則休止するとともに、８月

26日は、町内の産業団体等に対し、昨年６月の感染防止の共同宣言に基づく取組の徹底を再

度お願いし、感染症の蔓延防止に取り組んでいるところでございます。 

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、８月末現在で65歳以上の２回

目接種済みが3,247人、率で88.1％、12歳から64歳までの１回目の接種は3,005人、率で

71.7％、２回目接種済みが2,727人、率で65.1％となっております。町民の全体での２回目

接種は5,974人、75.9％が接種済みとなっております。全国的な感染拡大と北海道への緊急

事態宣言の発令により、当町におけるワクチン接種の問合せや新規申込みが増加しており、

引き続き、各医療機関との調整により、早期の接種完了に努めてまいります。 

なお、洞爺湖温泉観光協会と洞爺湖町商工会が実施した職域接種につきましては、９月２

日をもって終了し、約1,000名のワクチン接種が完了しております。 

今後につきましても、国や北海道と連携し、感染症の蔓延防止、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、生活支援対策や経済対策に係る費用等について、補正予算案を本議会に提案してお

りますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

  ３番目に、令和３年度洞爺湖町表彰式に係る被表彰者の選考についてでございます。 

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

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

に諮問し、同審議会において慎重な審議がなされ、答申をいただきました。 

  なお、功労表彰者につきまして、本会議に同意議案を提案しておりますので、よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

  また、11月３日の表彰式典の開催に当たりましては、新型コロナウイルス感染症の感染状

況に応じて、感染防止対策を講じて挙行することとしておりますので、議員各位におかれま

しても、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

四つ目に、民事調停の申立て並びに民事訴訟についてでございます。 

去る６月24日、伊達簡易裁判所にて、当町に対する委託業務契約に係る民事調停が開かれ

ました。民事調停には、当町から北海道町村会の顧問弁護士でもある佐々木総合法律事務所

の下矢弁護士と総務課長が出席し、２名の調停委員との面談が行われました。 

申立人の主張は、町内の公共施設の保守管理業務について、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。 

町といたしましては、契約書の効力は本年３月31日で失効しており、申立人の要求に応じ

ることはできない旨を主張した結果、調停委員及び裁判官から話合いによる解決を見出すこ

とは困難であるので、調停は不成立により終了するとの結果となりましたので、ご報告いた

します。 
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また、この件につきましては、その後７月29日付で札幌地方裁判所室蘭支部に訴訟が提起

されました。 

訴状の内容は、公共施設22か所に係る保守契約の継続を認め、それらに係る業務委託料を

支払えという、民事調停と同様の趣旨でございます。 

今後、町といたしましては、民事調停と同様に弁護士に依頼して、訴訟への対応をしてい

くこととしておりますので、ご報告させていただきます。 

五つ目に、ＪＲ室蘭本線洞爺駅エレベーターの完成についてでございます。 

昨年から準備を進めておりましたＪＲ室蘭本線洞爺駅エレベーターが、本年８月６日に完

成し、翌日７日に完成オープニングセレモニーを開催し、同日、供用開始となりました。 

エレベーター整備のバリアフリー化に伴い、特急列車等の到着時における大きなキャリー

ケースを抱えた乗客の階段昇降の負担軽減、高齢者や障害者も含めまして、ご利用される皆

様の利便性の向上と安全で安心な鉄道利用が可能となるところでございます。 

なお、本整備は、国土交通省観光振興事業費補助金を活用し、北海道旅客鉄道株式会社が

事業実施主体となり、洞爺駅構内にエレベーターを整備いたしました。 

本エレベーター整備に際し、洞爺湖町議会をはじめ、多くの関係各位の皆様に、ご理解、

ご協力、ご支援を賜りましたことに対しまして、心より厚くお礼を申し上げます。 

六つ目に、洞爺湖温泉地区の信号機並びに横断歩道の設置についてでございます。 

 平成26年以降、継続して要望活動を行っておりました、洞爺湖温泉地区の道道洞爺湖登別

線の交通安全施設整備のうち、市街地の伊達信用金庫洞爺湖温泉支店横交差点の信号機並び

に横断歩道について、本年７月21日、北海道警察本部の内部決定が下りた旨、伊達警察署交

通課より連絡がありました。 

また、８月25日、工事に要する期間は、令和３年９月29日から11月17日までの52日間と連

絡を受けております。作業工程に関しましては、伊達警察署交通課と連絡を取り合うことに

なっており、具体的なスケジュールにつきましては、詳細が分かり次第、町民の皆様にお知

らせしていきたいと考えております。 

町といたしましては、今回の信号機並びに横断歩道の設置により、洞爺湖温泉地区の交通

安全施設の環境が整うことから、今後は、町道洞爺湖温泉大通り線の規制速度変更について、

来年度の早期実現に向け、働きかけをしてまいります。 

洞爺湖町議会をはじめ、関係団体の皆様のご協力に感謝を申し上げます。 

七つ目に、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。 
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○教育長（皆見 亨君） それでは、教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  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、ご厚志に沿うようありがた

く受納いたしました。 

（１）図書カードの寄附で、町内の保育所へとして、学校法人函館大谷学園函館大谷短期

大学、学長、福島憲茂氏、３万円分でございます。 

（２）図書の寄附で、町内の保育所及び小学校へとして、室蘭経営研究会、会長、小金澤

昇平氏、図書15冊でございます。内訳は、保育所が14冊、小学校が１冊でございます。 

（３）物品の寄附で、入江・高砂貝塚館へとして、洞爺湖町入江225番地３、秋山博子氏、

「縄文時代の生活風景」ジオラマ１式でございます。 

二つ目に、保育所保育料の還付漏れ等についてでございます。 

このたび、平成30年度から令和２年度までの保育所保育料の一部について、過誤納の利用

料の還付漏れや利用料の請求漏れが判明しましたので、ご報告いたします。 

本件につきましては、令和２年度の決算に伴い、内容の精査を進める中で誤りを見つけた

もので、急遽、過去に遡って確認作業を進めたところ、平成30年度から令和２年度の３か年

度において誤りを確認したものです。 

３か年度の誤った内容につきましては、過誤納による利用料の還付漏れの件数が５件、金

額11万7,800円、利用料の請求漏れの件数が19件、金額64万7,600円となっております。 

教育委員会として、これら誤りの内容を確認後、すぐに対象世帯を個別に訪問して、丁重

におわびをするとともに、過誤納の利用料については速やかに還付を行い、また、保育料の

請求漏れについては、納付のお願いをしたところでございます。 

今回、このような不祥事を起こしましたことに対しまして、教育委員会はもとより、町行

政全体に対する信頼を大きく損ねることとなり、議員各位をはじめ、町民の皆様に深くおわ

びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 

今後、二度とこのような事故を起こすことのないよう、再発防止の徹底に努めてまいりま

す。 

なお、本事案に係る関係職員について、厳正な処分を行ってまいります。 

三つ目に、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15）であります。 

（１）学校行事等の対応についてでございます。 

このたび、令和３年８月27日より、北海道を含む１道７県を新たに追加対象として、新型

インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言（緊急事態

宣言）」が発令されました。 

北海道については、３度目となる緊急事態宣言となり、町内の小中学校において、引き続

き感染状況に応じ、学校教育活動や部活動にて「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高

い活動」を一時的に制限することや、不要不急の活動は極力控えることなど、各家庭と学校

が連携協力をして、感染症対策を徹底することとしており、以下の学校行事等についても、
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原則見合せとしていますので、ご報告します。 

①学校行事でございます。 

ア、集団宿泊的行事（修学旅行や宿泊研修等）は、延期または中止すること。 

イ、感染リスクが高い行事（運動会、体育祭や学校祭等）は、中止、延期すること。 

②部活動、休止とする。ただし、全道や全国につながる大会等に出場する部活動に限り、

感染防止対策を徹底し、活動を厳選（時間や人数、活動内容など）するとともに、活動場所

は自校内に限定して実施すること。 

③来校、訪問的行事。 

ア、家庭訪問については、見合せを基本とするが、参観日については、感染状況を踏まえ、

学校長が判断すること。 

イ、ＰＴＡ総会や役員会等については、当面の間、書面会議とすること。 

ウ、その他、急を要する案件で来校する方や、学校長が必要と認めた方以外の来校者はご

遠慮いただくこと。 

各保育所の行事についても、小中学校の行事と同様の対応とし、内科検診については、実

施機関と調整し、実施体制が整わない等やむを得ない場合は、延期すること。 

（２）社会教育施設等の対応についてでございます。 

このたびの緊急事態宣言を受け、社会教育施設等の利用について、緊急事態宣言が解除さ

れるまでは休止とすること。 

 なお、放課後児童クラブ（風っこ、洞爺湖クラブ、とうや児童クラブ）については、感

染リスクの高い活動は控えること。 

（３）成人式の中止についてでございます。 

令和３年８月15日日曜日に延期をし、開催することとしておりました令和２年度洞爺湖町

成人式は、国内における新型コロナウイルス感染症の感染が全国的に拡大し、加えて変異株

の増加など、道内においても予断の許さない状況であることから、新成人とご家族の皆様の

健康と安全を考慮し、やむを得ず中止することといたしました。 

成人式への参加を楽しみにされていた皆様には、大変残念な結果となりましたことを深く

おわびを申し上げます。 

なお、中止に伴うキャンセル料等につきましては、実態をお聞かせいただいた上で、適宜

判断してまいりたいと考えております。 

四つ目に、「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録決定についてでございます。 

令和３年７月27日、第44回世界遺産委員会拡大会合において、入江貝塚と高砂貝塚を含む

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が決定いたしました。 

これまでご理解とご協力をいただきました地域住民の皆様、町議会議員、関係者の皆様に

深く感謝を申し上げます。 

今後は、この世界の宝を適切に保全し、後世へと引き継ぐとともに、地域そして文化財の

枠を超えた幅広い分野で積極的に活用し、地域の発展につなげてまいりますので、引き続き
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議員各位のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

五つ目に、入江・高砂貝塚館及び高砂貝塚公園オープニングセレモニーの開催についてで

ございます。 

平成27年度から６か年にわかり整備いたしました入江・高砂貝塚館及び高砂貝塚公園が完

成し、７月21日にオープニングセレモニーを執り行いました。 

当日は、入江・高砂貝塚館に、ご来賓と関係者を合わせ、約50名の皆様にご出席を賜り、

完成をお祝いいただきました。 

セレモニーでは、ご来賓の方々よりご祝辞をいただいた後、工事関係者及び土地所有者の

皆様に感謝状を贈呈し、最後にテープカットを行い、盛会裏に終了することができました。 

竣工に当たり、多くの方々のご指導やご協力の下、工事関係者の皆様のご尽力により施設

が完成しましたことに深く感謝を申し上げます。 

六つ目に、洞爺湖町学校給食センターに係る検討委員会の設置についてでございます。 

洞爺湖町の学校給食については、虻田町と洞爺村の町村合併当初から、それぞれの町村で

稼働していた虻田給食センター及び洞爺給食センター施設を新町、洞爺湖町へ引き継ぎ、２

施設体制でこれまで運営してきましたが、児童生徒数の大幅な減少や施設設備の老朽化など、

給食センターを取り巻く環境が大きく変化する状況を踏まえ、また、合併協議会での合併協

定書に基づく検討の必要性や、役場内の組織である行財政改革推進委員会での意見などを踏

まえ、効果的な施設運営や子どもたちへの安心、安全な給食の提供を行うため、洞爺湖町学

校給食センターの統合を含めた今後の方向性を検討するための検討委員会を立ち上げました。 

これまでに２回の検討委員会を開催し、学校給食センターを取り巻く環境などの現状の報

告や委員の皆様より検討するための新たな資料の追加請求などのご意見をいただき、これら

の追加資料を提出し、説明してまいりました。 

今後も引き続き、検討委員会において学校給食センターの課題に関する調査、検討を行い、

提言をいただくこととしています。 

なお、検討委員会委員の構成につきましては、７の各種事務事業の取組状況（２）洞爺湖

町学校給食センターに係る検討委員会委員の委嘱についてのとおりとなっております。 

 七つ目に、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、行政報告を終わります。 

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

◎報告第１号の上程、説明、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第１号総務常任委員会所管事務調査報告についてを議

題といたします。 

  総務常任委員会から報告の申出があります。 



- 10 - 

本件は、申出のとおり、報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

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

  総務常任委員長の発言を許します。 

下道委員長。 

○総務常任委員会委員長（下道英明君） 読み上げて、ご報告いたします。 

報告第１号所管事務調査報告書。 

令和３年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 

総務常任委員会委員長、下道英明。 

本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し 

ます。 

記。 

所管事務調査その１。 

１、調査事項、洞爺湖町アイヌ民族共生拠点施設「ウトゥラノ」の現況について。 

２、調査日、令和３年７月６日、火曜日。 

３、出席委員、私、下道、今野副委員長、越前谷委員、大久保委員、五十嵐委員。 

４、説明員等、佐野総務部長、健康福祉課 高橋課長。 

５、調査結果。 

令和２年度において、アイヌ政策推進交付金により、老朽化していた本町生活館と文化交

流会館を解体撤去して建設整備された、洞爺湖町アイヌ民族共生拠点施設「ウトゥラノ」が、

本年３月30日にオープンしたところである。その管理や利活用状況について調査を実施した。 

当該施設は、延べ床面積が494平米で、木造平屋建ての建物で、駐車場も完備し、コミュ

ニティバスの停留所も設置されており、国道37号にも接している。アイヌの人たちと地域の

人たちがアイヌ民族について理解し、共にアイヌ文化を伝承していくために、アイヌ用品の

展示やアイヌ先住民族慰霊祭（カムイノミ・イチャルパ）を季節や天候に左右されることな

く行える設備も室内に敷設している。 

コロナ禍により、オープンしてから利活用が進んでいない現状であるが、６月下旬に新施

設で初のアイヌ刺繍の体験教室も開かれ、今後のアイヌ伝承継承の文化体験教室、伝承者育

成のプログラムの充実に努めていただきたい。 

裏面をお目通しください。 

施設運営団体は、本来、地元町内の団体が施設管理運営を行うべきだが、調査の結果、町

外の特定非営利活動法人が母体である委託事業として運営管理されている。施設管理の安

全・保全対策、セキュリティー対策、施設の地元町民の雇用、洞爺湖アイヌ協会の活動拠点

として行う伝統行事開催の連携、施設設置場所にある自治会との協働連携、さらには新施設

の各種団体利用範囲の不明瞭化の問題が散見される。当初の施設設置の目的に沿った管理運
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営について適正に行うとともに、洞爺湖町民の、町民による、町民のための施設として、各

種課題に向け、地域住民が気軽に利用しやすい仕組みづくりを積極的に進めていただきたい。 

所管事務調査（その２）。 

１、調査事項、ふるさと納税推進の取組について。 

２、調査日、令和３年７月６日、火曜日。 

３、出席委員、私、下道、今野副委員長、越前谷委員、大久保委員、五十嵐委員。 

４、説明員等、佐野総務部長、総務課 高橋課長、平間主査、飯村主査。 

５、調査結果。 

ふるさと納税寄附は、財政規模の小さい自治体において貴重な自主財源であり、各自治体

では様々な取組を展開し、その財源を地域の課題解決や活性化など大いに役立てている。 

道内の市町村でも積極的な取組により、寄附金額を大きく伸ばし、子育て・少子化対策な

どの独自事業に充てるなど、まちづくの推進に役立てている。当町においても、ふるさと納

税寄附推進の取組に注力しており、先進地への訪問や広告の拡充、インターネット上の寄附

金紹介ページを増やすなどしながら、近年では年間7,000万円を超える寄附金額となってい

る。 

ふるさと納税寄附は、独自財源を確保する手段であり、短期的な臨時事業を進める上で重

要なものとなっているとともに、待ちの特産品ＰＲにもつながっている。洞爺湖町の特性を

生かした漁業、農業、観光のハードの提供だけでなく、洞爺湖有珠山ジオパーク、北海道・

北東北の縄文遺跡群の世界遺産等を活用したソフトの商品開発など魅力アップに努め、取り

組んでいただきたい。運営面では、サイト別、地域別の寄附金を集計するなど、内容精査を

行いながら、洞爺湖町へ納税していただける人々の獲得に向け積極的な取組を実施し、行政

サービスの安定的な提供が図られるよう、努めていただきたい。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思いますが、

ございますか。確認程度の質疑にしてください。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） ただいまの総務常任委員会の報告は、私も非常に同意するものである

のですが、特に、最初のウトゥラノの施設の関係でいうと、委員会の報告の最後のほうにあ

りますように、地域住民が気軽に利用しやすい仕組みづくりを積極的に進めていかなければ

ならないというふうに文言が書いてあります。全くの同意見でありまして、私も地域の自治

会の方に聞きましたら、自治会の役員会はここでほとんど開催できていないと。個人の家で

今も開催しているということで、非常に使い勝手が悪いというお叱りを受けています。その

辺の状況なんかも、委員会としてある程度確認されて、こういった報告となったのかどうか。

ちょっと確認させていただきたいのと。 

それから、オープンセレモニーのときに、私も確認したのですが、毎年アイヌの方々が、

イチャルパでしたか、開催するのに、火を使うわけですよね。炉は、床を剥がすと出てくる
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のですが、排気口がないのです。天井に何もない。そういうような設備になっていること自

体が、これはちょっとおかしいのではないかというふうに思うのです。その辺の確認はでき

たのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 下道委員長。 

○総務常任委員会委員長（下道英明君） 立野議員、ありがとうございます。 

  まず、冒頭いただきました一つ、施設の利用度ということですけれども、これは所管事務

調査の中でも各委員から非常に意見が出たところでございます。特に、あえてこの文言を地

元外という形で運営母体があると。その中での連携の中で、非常に多くの意見が出ておりま

したので、施設の利用度については自治体との連携、各委員も自治会の人から生の声を聞き

ながら、先般の調査委員会の中で議論が出ておりましたので、今回、調査報告書は一つの課

題として提言させていただいたところでございますので、引き続き、所管の中で精査しなが

ら進めてまいりたいと思います。 

  また、施設内の利用、オープンのところで、毎年イチャルパですか、今月は22日か何かの

ときに慰霊祭ということでやっていたというお話を聞いております。そういった点で、本来

ですと、ウトゥラノの施設概要の当初の目的の中には、雨の日でもしっかりとそういった慰

霊祭ができるという形であったのですけれども、確かに、議員おっしゃったとおりなので、

そういった安全、火のほうも、改めて委員会の中で再度調査項目の中でしっかりと審議して

理事者側にご提案していきたいと思います。 

  大変重要なご指摘ありがとうございます。 

○議長（大西 智君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

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

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

◎報告第２号の上程、説明、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第５、報告第２号経済常任委員会所管事務調査報告についてを議

題といたします。 

  経済常任委員会から報告の申出があります。 

本件は、申出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

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

  経済常任委員長の発言を許します。 

千葉委員長。 

○経済常任委員会委員長（千葉 薫君） それでは、ご報告申し上げます。 

報告第２号所管事務調査報告書。 

令和３年９月10日、洞爺湖町議会議長、大西智様。 
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経済常任委員会委員長、千葉薫。 

本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し 

ます。 

記。 

所管事務調査その１。 

１、調査事項でございます。洞爺駅構内エレベーター整備事業の進捗状況について。 

２、調査日、令和３年７月９日、金曜日。 

３、出席委員でございます。私のほかに大屋副委員長、篠原委員、立野委員、石川委員、

板垣委員でございます。 

４、説明員等としまして、ＪＲ北海道 鉄道事業本部工務部工務技術センター、そのほか

に佐野総務部長、企画防災課 佐藤主幹でございます。 

５、調査結果でございます。 

ＪＲ洞爺駅構内エレベーター整備事業は、令和２年度から工事が行われており、本年８月

初旬に完成する見込みとなっている。 

駅構内の第一乗降場（駅舎側）と第二乗降場（下り本線側）の２か所に11人乗りエレベー

ターが設置され、地域住民をはじめ、大きな荷物を持った国内国外旅行者、高齢者、障害者

など、洞爺駅を利用する多くの人の移動円滑化促進に大いに寄与し、駅のバリアフリー化に

よる利便性と安全性の向上にもつながるものとなっている。 

なお、ＪＲ洞爺駅構内においては、老朽化が著しく、構内の錆びた支柱などが非常に目立

つことから、更新整備も喫緊の課題であり、洞爺湖観光の玄関口である駅構内の美装機能・

保護機能が図られるよう、整備の実施に向けた積極的な検討が必要である。 

裏面をご覧ください。 

所管事務調査その２でございます。 

１、調査事項、農業におけるドローンの活用状況について。 

２、調査日、令和３年７月９日、金曜日。 

３、出席委員でございます。私のほか大屋副委員長、篠原委員、立野委員、石川委員、板

垣委員。 

４、説明員等としまして、農業振興課 片岸課長、山本主査、今村主事でございます。 

５、調査結果としまして。 

令和元年度に、洞爺湖町鳥獣被害防止対策協議会にて、国の補助事業を活用し、スピー

カーや赤外線カメラなどを搭載したドローン１台を導入している。町においては、冬期にエ

ゾシカ一斉捕獲を行っているが、事前に鹿の行動把握調査を実施しており、その調査が捕獲

率向上において重要なものとなっている。 

今般導入したドローンにおいては、本年１月の事前調査から稼働しており、支援機器とし

て予想以上の効果が見られることから、さらに１台を購入し、被害防止活動の取組を進めて

いきたいとしている。 
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ＪＡとうや湖農協においても、大型のドローンを所有し、農薬散布用として活用している。

現在は、農家個々が購入して活用することは難しいことから、農協が主体となり実施してい

るとのことであるが、様々な意見を取り入れながら農業においてより有効的な活用の推進に

取り組んでいただきたい。 

今回の調査にて、実際にドローンを屋外で起動させ実演していただき、その性能の高さと

ともに様々な用途に活用できることも実感できた。 

今後は、他の取組へ活用することも積極的に検討し、活用促進していくことが必要である。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑を受けたいと思いますが、ござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

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

  ここで、休憩といたします。再開を11時といたします。 

 （午前１０時４７分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

  引き続き、会議を続けます。 

                                （午前１１時００分） 

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

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第６、一般質問を行います。 

  本日は、２番、大久保議員から５番、立野議員までの３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） 皆様、おはようございます。２番、大久保富士子でございます。 

  私は、令和３年９月定例会議において、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。 

今回の一般質問は、入江・高砂貝塚公園及び入江・高砂貝塚館周辺のインフラ整備につい

てと、女性の視点を取り入れた防災に関する取組について、２点をテーマに質問をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

  ７月22日、世界遺産に伊達市の北黄金貝塚、洞爺湖町の入江・高砂貝塚を含む北海道・

北東北の縄文遺跡群の登録が承認されました。17の遺跡で構成、約１万５千年前から１万年

以上続いた縄文は、狩猟や採集を基盤としながら定住を発展、成熟させた。そうした日本人

のルーツを伝える遺跡群について、世界遺産委員会は、先史時代の農耕を伴わない定住社会

と複雑な精神文化を示していると、社会的に評価があると認められました。 

  洞爺湖町においては、大変に喜ばしいことで光栄であります。また、粘り強い関係者の
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努力で、今回、真の魅力を認められたことに本当にうれしい限りです。住民の皆様も大変に

喜ばれ、感動と期待を寄せていると思われます。さらに、北海道・北東北の縄文遺跡群を地

元の機運で盛り上げるためにも、構成自治体や関係団体が連携して、体制の強化が必要と思

うところでございます。 

そこで、住民の皆様より注目を集め、いろいろな声を伺っております。皆様の声をお届け

する思いで、入江・高砂貝塚公園及び入江・高砂貝塚館周辺のインフラ整備についての質問

でございます。 

  国土交通省北海道局が、2022年北海道開発事業胆振管内の事業としては、世界遺産に登

録された北海道・北東北の縄文文化遺跡群は、観光客の来訪に備えて、周辺のインフラ環

境の整備、改善が必要との判断から、受入れ環境の整備に力を入れる。具体的に、道内六

つの遺跡群とのアクセスや観光メニューの実施を図る。８月26日に、概算要求と事業の発

表を新聞に掲載しておりました。 

そこで、現段階における入江・高砂貝塚公園及び入江・高砂貝塚館周辺のインフラ整備

の進捗状況についてお伺いいたします。 

  それでは、最初の質問でございます。 

世界遺産に登録されたことにより、地域住民は周辺の整備が完了したと思っております。

そこで、現在行っている整備と今後考えている取組についてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 入江・高砂貝塚周辺のインフラ整備といたしましては、来

館者の増加を見越して、令和２年度におきまして、高砂貝塚の駐車場整備を実施いたしまし

た。今年度におきましては、入江貝塚公園トイレの洋式化及び外壁補修、貝塚露出展示施設

の外壁補修を行っているところです。また、入江・高砂貝塚館の既存棟の屋上防水及び外壁

塗装、縄文ロードの整備につきましては、11月上旬の完了の見込みとなってございます。 

  次年度以降の整備につきましては、主に維持管理に係る補修等で、入江貝塚の縦穴住居の

建替えなどがございます。また、高砂貝塚につきましては、植樹や水辺の動植物の育成等を

今後継続的に実施する予定でございます。 

なお、サインなどの周辺整備につきましては、条件が整い次第、順次行っていくこととし

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） 整備は、継続的に実施されていることが分かりました。 

周辺の地域住民の皆様に関心を持っていただくためにも、整備の情報を共有することが大

事ではないかと思います。住民の皆様は、世界遺産になったことにより喜びと期待で、登録

の発表になりました次の日から、貝塚館の周辺の道路整備がなっていない、交通事故が起き

るとの電話が来ました。旧国道230号線の史跡入江貝塚のところで、道路の横に車を止めて、

駐車場はどこですかと聞かれることが多いようです。 
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そこで、主要・幹線道路から施設へと誘導する案内板が少なく、分かりにくいとの指摘が

あります。整備に取り組む考えをお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 現在、国道37号線には３枚の誘導看板が取り付けられてお

りますが、それだけでは不十分と認識しているところでございます。世界遺産に登録されて

道内外から多くの方々が訪れており、今後も増加すると予想されますことから、誘導看板の

設置は必須であると考え、設置位置等を含めて、道路管理者と検討を進めているところでご

ざいます。 

  入江・高砂貝塚へは、バス及び自家用車を利用して訪れる方が多く見受けられます。貝塚

館や遺跡は住宅地の中にありますので、地域外からの来訪者をスムーズに誘導できるよう、

誘導看板の設置に向けて取り組んでまいります。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解でございます。 

看板の設置に取り組むことは分かりましたが、整備が整うまでの期間、一時的な対応の考

えはありますか、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 誘導看板につきましては、できるだけ早い段階で進めてま

いりますが、それまでは、町有地などにのぼりの設置や簡易的な看板等で対応していきたい

と考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解です。 

伊達市の有珠にあるパークゴルフ場の前に掲げてある縄文の横断幕には、直進矢印で16キ

ロ、伊達の道の駅に掲げてある横断幕にも直進矢印で３キロと書いてあります。伊達市の誘

導看板には何キロと必ず書いてあります。私自身ちょっとした工夫に感心したので、参考の

ため紹介いたしました。 

  それでは、次の質問でございます。 

担当課により、史跡全体が継続的に活用されるように工夫をこらした準備を進めていると

思います。貴重な文化を幅広く発信し、地域振興にもつながるようボランティアの増員の募

集も含め、地元の皆様に応援していただくことが大切と感じます。そのためには、さらに住

民の皆様に施設を利活用し、関心を抱いていただくことが重要と思われますが、その取組に

ついてお聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 町民の方が施設を利用していただくための取組につきまし

ては、これまでも行ってまいりました世界遺産学習会や土器づくりなどの体験学習会、その
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ほかに縄文まつりなどのイベントを継続して行うこととしております。 

  今年度につきましては、コロナウイルスの影響もあり、縄文まつりを中止したところです。  

体験学習会等につきましては、感染状況を鑑みながら開催したいと考えてございます。 

  そのほか、特に高砂貝塚におきましては、自然と触れ合い、縄文のたたずまいを体感でき

る場として、植樹や縄文ビオトープなど、町民の皆さんに参加していただきながら動植物の

育成観察などを行い、自然環境や遺跡に親しんでいく取組を今後進めてまいります。 

  また、今年度におきまして、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会では、世界遺産登録記念

スタンプラリーを企画していただいております。これは、１市３町それぞれ３コースずつ全

12コースのジオサイトを巡るもので、この中に入江・高砂貝塚も含まれているところでござ

います。 

   このような取組につきましては、価値ある地域資源を持続可能な方法で活用し、地域経済

への活性化にもつながるものと考えてございます。世界遺産として、ほぼ大前提として学術

的な価値づけや普及・啓発といった取組につきましても、ジオパークや観光と連携しながら

進めていきたいと考えてございます。 

  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。 

ただいまの角田参事の答弁をお聞きいたしまして、町民の宝を後世に伝えたいとの思いが

伝わってくる思いがいたします。縄文遺跡群の受入れ体制を整えるのは、今からが始まりか

と思います。 

世界遺産登録の次の日28日の新聞に、「本道と北東北の縄文遺跡群、世界遺産に登録され

た。日本史では、政治と権力的な隆盛を見せる弥生期が本流のように扱われているが、この

登録で日本の原点と世界史的な評価となるだろう。子どもの頃から縄文へ誘う教えを望みた

い。各地の道の駅に縄文展示があり、いつでも縄文スタンプラリーで縄文旅ができるように」

とありました。近い将来に実現することを期待いたしまして、２番目の質問でございます。 

   ９月１日は、防災の日です。近年、毎年のように全国各地で自然災害が激甚化、頻発化さ

れ、先月、西日本を中心に記録的な大雨が降り続き、各地で土砂崩れや河川の氾濫などの被

害が発生しています。そして、頻繁に地震速報が報道され、いつ起こるか分からない大規模

地震、命と暮らしを守るため、公明党は防災・減災を政治、社会の主流にと掲げ、女性の視

点を生かした防災対策を進めてまいりました。 

そこで、女性の視点を取り入れた防災に関する取組についての質問でございます。 

災害対応に女性が主体的に参画し、地域防災力向上につながる観点から、国は、令和２年

５月、防災対応力を強化する女性の視点、男女共同参画の視点からの防災復興ガイドライン

を作成しました。 

洞爺湖町としての取組についてお伺いいたします。洞爺湖町は有珠山を抱え、今後の災害

に備えるためにも防災・復興に関わる女性職員を増やすことが大事であります。そこで、企
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画防災危機管理室における女性職員は配置していますか、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問でございます。 

令和３年４月１日付の人事異動によりまして、危機管理室における女性職員は１名となっ

てございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解でございます。 

  2025年を目標に、地域防災会議の女性委員の割合を３割にすることが目標となっておりま

す。 

それでは、洞爺湖町では、防災研修・訓練への積極的な女性参加を進める取組を行ってい

ますか。また、今まで各団体を含め、連携して研修・訓練を実施しているか、お聞きいたし

ます。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問でございます。 

  防災訓練への積極的な女性の参加を進める取組につきましては、これまで洞爺湖町赤十字

奉仕団には防災訓練時における炊き出し支援や、婦人防火クラブには津波避難訓練時におけ

る住民避難の支援にご協力いただいているところでございます。また、きずな学級では、防

災研修を実施していただいたりするなどの取組を行ってまいりました。 

さらに、女性消防団につきましては、各種訓練をはじめ、実際の火災や災害現場において

活躍していただくなど、町と連携し、防災・減災対策に取り組んでいただいております。こ

のほか、今年度につきましては、10月15日に開催いたします防災訓練では、自治会をはじめ、

女性団体にも参加をお願いしているところでございます。 

今後も、こうした取組を通じて、積極的な女性の参加を進めていきたいと考えております。 

  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。 

大変に期待をしているところでございます。女性が参画することで、物資支援に対して男

性が見落としがちなニーズや必要な対策に対応できると言われております。また、物資の準

備や支援の意思決定の場面に女性の意見を反映することがきめ細やかな支援につながると思

われています。 

そこで、町の地域防災計画においては、男女共同参画を意識したものになっておりますか。

また、備蓄物資の設備計画には女性職員の意見を取り入れたものとなっておりますか、お聞

きいたします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問でございます。 
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  地域防災計画に基づく具体的な対策につきましては、個別に計画を策定しているところで

あり、防災備蓄計画や避難所運営マニュアル等の策定の際には、国から示されているガイド

ラインを参考に策定しているところであり、当該ガイドラインについては、様々な視点から

考慮されているため、女性からの視点も反映されたものとなってございます。 

  また、策定に当たっては、職員全体に意見を求めるとともに、個別に保健師や栄養士に内

容を確認いただいていることから、当町の防災備蓄計画等につきましては、女性の視点が盛

り込まれているものと認識してございます。 

  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。 

  意思決定の場に女性が参画することが大変に重要と言われております。 

それでは、災害事における物資供給において、協定を締結している事業はありますか。町

の取組を広く知っていただくことにより、住民の安心につながると思い、お聞きいたします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまのご質問でございます。 

  洞爺湖町では、現在36の防災協定を締結してございます。その内訳につきましては、他の

地方公共団体などの防災関係機関との協定が12、民間事業者や各種団体等との協定が24と

なっております。また、協定の内容につきましては、地方公共団体などの防災機関とは災害

事における相互応援に関する内容となってございまして、民間事業者や各種団体等との協定

については、食料や燃料の供給、物資輸送、防災資機材のレンタル、医療救護活動、さらに

は、避難所として施設利用に関するものなど多岐に及んでおり、災害事における町民の安

心・安全確保のため、協定先と連携を図っていきたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 多くの協定を結んでいることが分かりました。町民の安心・安全

のためにも、さらなる発信に努めていただければと思います。 

  それでは、最後の質問でございます。 

  町内の自主防災組織における女性の参画と理解の促進についてお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問でございます。 

  洞爺湖町内で自主防災組織を設立している自治会が８自治会ございまして、このうち自主

防災組織の役員に女性が登用されている自治会が４自治会でございまして、合計36名の方が

自主防災組織の活動に携われております。 

  設立している自主防災組織の半数で女性役員が登用されておりますことから、女性の参画

の理解の促進については一定程度進んでいるものと認識しておりますが、今後も、自主防災

組織における女性役員の登用を求め、女性の活躍を支援していきたいというふうに考えてご
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ざいます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 大久保議員。 

○２番（大久保富士子君） 了解でございます。 

  女性の方が喜んで参画できる体制の推進をよろしくお願いいたします。これからは女性が

元気で活躍できる地域が繁栄すると確信いたします。ますますの女性の活躍を期待いたしま

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。 

  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。 

  コロナ感染対策、そして入江・高砂貝塚公園、高砂貝塚館のバリアフリー等について質問

させていただきます。 

まず、コロナ感染症対策についてお聞きします。 

当町の感染者について、どこまで把握できておりますか。道からの通知で把握できる情

報はどのようなものなのか。感染者が確認された時点で通知が来るのか。また、現在、当

町において、コロナ感染者は少人数で済んで今まで過ぎ去っていますが、このコロナ感染

者に対して何か支援することができましたか。もしできたとしたら、どのようなことなの

かお聞きします。 

○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） ただいまのご質問でございます。 

まず、コロナの感染者に対しまして、北海道からの連絡というところでございます。コ

ロナの感染者の情報につきましては、北海道の感染者の情報の取扱いの原則、これは感染

症法の法律に基づき感染者に直接対応する権限というのが北海道にございます。そのため、

感染者に関する情報というのは、北海道が今ルールにのっとり、管理、公表をされること

となっております。感染者の個人情報につきましては、個別の公表というのはされていな

い状況になっております。 

また、感染した方に町が今まで支援ができているのかというところでございますけれど

も、感染者への支援につきましては、現在、基本的には北海道が行っている状況にござい

ます。当町に支援の要請があった際には、必要な支援を行っていくという状況でございま

す。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 確認された時点で通知が来るのかということも。 

○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） 失礼いたしました。 
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  感染者が町で分かる日にちなのですけれども、北海道が公表されたときに分かる形になっ

ております。その日に分かる形になっております。感染して、北海道が公表した日に分かる

ことになっております。 

○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。 

  当町の感染者の把握につきましては、保健所がＰＣＲ検査により陽性が確認され、ご本人

にその連絡をした後、当町にも当町の陽性が確認された旨、保健所から連絡が来ることと

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） 軽症者であっても、今の時点で全員入院はできているのか。それとも

宿泊なのか、自宅療養だったのか。今まで感染者が出た場合、出たことがありますね。それ

がどういう状態であったのか。 

それから、私が調べたのは、１週間単位で来るようなことを。感染者をまとめて１週間単

位で来るということではなくて、そのときで分かるということですね、今の話だと。 

○議長（大西 智君） 質問してください。 

今野議員。 

○８番（今野幸子君） 感染が確認されて、その日に町にも連絡がくるのか。それとも、私が

知っていたのは、１週間まとめで来るようなことを聞いていたのですが、そうではなく、そ

の時点で来ていたのですか。それをもう一回確認させてください。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 洞爺湖町における感染者の把握につきましては、ＰＣＲ検査で陽

性と判明された後、保健所から連絡を受けており、その段階で把握してございます。 

  なお、北海道の公表に関わる内容につきましては、現在変更されておりまして、プラス一

般的な公開の内容につきましては、１週間単位の人数を、これまで市町村の感染者数という

のは発表されておりませんでしたけれども、それが改正されまして、現在では１週間ごとの

人数発表というものを北海道が毎週月曜日に発表しておりまして、その内容につきましては、

これまで議会のほうにもお知らせしていた状況でございます。 

○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） もう一つの質問でございます。 

  感染者の入院状況といいますか、そういったところでございます。感染者の入院が必要な

方につきましては、入院できる状況となっている認識をしております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 入院が必要な人というのは、重症者という意味ですか。それとも、今、

病院が逼迫しているわけでないから、症状が出て、肺にちょっとあるよといった時点でもう

既に入院はできるということですか。 

○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） 感染者の方につきましては、保健所のほうに確認をし

ましたところ、先ほど総務部長のほうで話をしておりましたが、感染が確認され、ご本人の

ほうに陽性の連絡が保健所から行われるそうです。そうした中で、その日から健康観察とい

うものが行われます。仮に、症状があるよということであれば、その症状に応じて入院措置

が取られるという状況になっております。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 俗に言われます軽症者の方が保健所の判断で自宅待機、もしくは療養

施設、あるいは入院施設ということになるわけでございますけれども、この判断というのは

残念ながら市町村のほうではできません。それで、あくまでも保健所の判断になるわけです

が、仮に、自宅療養をしていただくようなことになりました。それで、熱がややもすると出

てきたというときに、保健所のほうの判断で、私どもの町の人は、実は病床、いわゆる医療

施設に入院をさせていただいております。 

残念ながら、ここら辺の公表というのは今できない状況になっておりまして、それは私ど

も大変もどかしいのですが、今、道のほうからもそういう通達が来ておりまして、先ほど議

員おっしゃっていただいておりました、ここ１週間の状況が今新聞で公表されるようになっ

たけれども、今までは公表されておりませんでした。７月に制度改正になりまして、７月か

ら１週間単位で市町村の名前も出るようになっております。洞爺湖町でいえば、今週１人出

ました、そしてそれが１週間過ぎましたら、先週まで出たところに１が入って、今週の状況

がまた出ていれば載るかもしれませんが、出ていなければゼロというふうな形になっており

ます。 

  これは、北海道が全て公表することになっておりまして、それ以前に、保健所のほうで私

どもの町に住んでいる人で陽性患者が出ましたということになりましたら、その日のうちに

私どもの町に情報が入ってきます。ただ、これは残念ながら、先ほど言いましたように、公

表ができないということになっておりまして、私どもも、今、そのルールに従っている状況

でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 公表された人数から見ると、室蘭管内での医療や保健所の逼迫状況は、

多分ないのではないかと思いますが、新しい感染者数は、全国的に今減少傾向になっている

ようです。ただ、重症者や何かはまだ高止まりで、亡くなられる方も減ってはいないように

思われています。そして、重症者も減っていない。これは全国的にですがね。 

特に東京や何かの逼迫状況は、もうテレビなんかで毎日のように報道されて分かるのです

けれども、地域になると全く報道がなく、分からない。情報が来ない。私たちが一番心配す

るのは、やはり情報がないということなのですよね。自分が感染したらどうなるのだろう。

すぐ入院できるのだろうか、できないのだろうか。できない場合は、どうしたらいいのだろ

う。テレビで見ていると、自宅療養者でも亡くなっている人はたくさんいます。それは全部

軽症としてのことです。ただ、急変で亡くなっている。 
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今、保健所の確認は電話での確認で、その電話で、例えば、電話を切った直後に急変にな

ることもあります。そうしたときに、自分からその後に電話ができないなどのことも起きて

きます。そういうことがとても心配になるわけですよ。情報がないということは。これは本

当に、道の決まりだからとかと言われますけれども、もうどんどんどんどんそういった情報、

個人情報はできるだけ抑えていても、ここまではできるのではないかというような情報は教

えていただきたいということを強く道にも訴えていただきたいと思っています。 

  それで、室蘭管内でもしコロナにかかったら、入院可能なベッド数というのはどのくらい

あるのか。現在、入院している人はいるのか。また、調整中の人はいるのか。自宅療養者は

いるのか。もしいたとしたら人数を分かるところでいいです。管内での状況を聞けたらと思

います。また、酸素濃縮装置や何かは、十分にあるのか。これは当町にもどのくらいあるの

かなどを聞きたいと思います。 

○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） ただいまの室蘭管内での入院可能なベッド数、入院者

数、入院調整中の数ということについてのお答えでございます。 

  入院可能なベッド数などの管内の医療体制の状況といたしましては、室蘭保健所単位での

医療状況については、公表されていない状況となっております。現在の公表方法につきまし

ては、先ほど町長のほうから、７月から公表の内容が変わったということでお話はあったの

ですけれども、現在、北海道を六つの圏域に分けておりまして、地域における感染状況の周

知を図るため、前は北海道全体という形だったのですけれども、六つに分けて、確保病床数、

入院患者数、宿泊療養施設入所者、自宅療養者の数などを地域ごとに分けて、毎日、北海道

のホームページで公表されている状況となっております。 

ちなみになのですけれども、室蘭保健所は道央圏という扱いになっておりまして、札幌地

域を中心として道央の圏域に入っております。 

北海道の道央圏域の医療状況の数値は、９月５日現在でございますけれども、確保病床が

1,050床、そのうち504床に入院患者がいると。病床使用率は48％となっております。北海道

全体を見ますと、1,994床の確保病床があり、829床の入院患者がいらっしゃいまして、病床

使用率は41.6％となっております。 

管内と町に、酸素濃縮装置はあるのかというご質問でございますけれども、管内に設置さ

れています酸素濃縮装置の数値については、確認したところ、公表はされていないというこ

とでございました。 

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、道を六つに分けてということで聞いたのですけれども、自宅療養

している人数なんかは、分かりませんか。 

○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） 失礼いたしました。９月５日現在の数値でございます



- 24 - 

が、道央圏の現在の患者数というのが2,293名に対しまして、自宅療養者というのが1,178名、

調整中というのが389名いる状況となっております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） これは全道ですか。 

○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） 道央圏です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今、変異株、デルタ株が主流になってきています。今までと違って、

子どもたちの感染が目立つように増えてきていると報道されています。中には、重症化にな

る子もいます。感染はゼロ歳からというのが発表されています。新たな感染者が減少してき

ていると言われながらも、保育所、そして学校などのクラスターも懸念されています。この

ような現状の中で、数多くの仕事を抱えている保健所、感染者や濃厚接触者の連絡などは今

全部スムーズにいっていると、それから食事の提供も何なりと行われている、自宅療養者に

対する健康観察等の支障もまるでないということとして捉えてよろしいですか。 

○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） ただいま、現在の室蘭保健所のコロナ感染者に対する

対応の状況ということでございます。 

  現在、検査、あるいは入院調整、感染者の濃厚接触者の聞き取り調査といったものにつき

まして、また感染された方への必要に応じての食事の提供といった部分の一連のコロナの感

染者に対する業務に関しましては、速やかに行われている状況と認識しております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今クラスターは起きていない。あまり大きなあれはないのですが、そ

ういったクラスターなど、感染拡大になった場合、即、保健所は対応できる体制にあるので

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） 実際に、今は議員おっしゃるとおり、そういった事例

はございませんが、過去にそういった事例はございました。そういった場合には、即、対応

はできております。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） クラスター発生状況、また管内における感染者が急激に拡大した

ときの保健所の体制のご確認かと思います。 

  これまでも、感染者が多く増えた際に、やはり保健所の対応が、人員体制もそうですけれ

ども、なかなか厳しくなってくる。そういった中においては、保健所から市町村に応援要請

がございます。過去にもございまして、当町もその応援要請に応じて職員を派遣していると

いう実績がございまして、そういった場合には、近隣市町村も含めまして、そういった体制
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を確立し、感染者の安全・安心といった部分をしっかり確保できるよう、当町としても努め

ているところでございます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま、総務部長が申したとおりでございますが、私どもの町も残

念ながら、昨年12月にある病院でクラスターが発生してしまった。その折には、室蘭保健所

に本当にお世話になりました。職員がしょっちゅうこちらに入っていただいて、対応してい

ただいたと。おかげさまで、１月に入りまして、その病院も陽性者が全て陰性者に変わった

ということで、１月の、たしか17日だったと思いますが、全て完了したというふうに、室蘭

保健所に私どもの町も大変お世話になった経緯があります。 

おっしゃるように、私どもは情報が欲しい。できるだけ早くに公表してあげたいというの

はあるのですが、何といってもやはり法律の壁がありまして、なかなか先に進められない。

ただ保健所と市町村の情報交換というのは、常に感染者が出たときにやらせていただいてお

ります。 

先ほど部長が申したとおり、保健所が苦しいときに、うちの町から延べ６人の職員を派遣

しております。うちの町で、例えば学校関係、あるいは保育所関係で何かあったときには、

ＰＣＲ用の検査キットがございますが、それら、本来は保健所に持ってきていただいて検体

採取が終わったら保健所がまた取りに来るというふうな事例になっているわけですけれども、

私どもも協力できるところは協力しますということで、検体キットを保健所のほうに取りに

行かせていただいて、検体を採取した後は私どもの町からもお届けするだとかということを

やらせていただいておりまして、その辺は非常に今スムーズに事がいっているかな。 

ただ、地域の皆さんに情報をお知らせすることができないというのは、本当にもどかしく、

私も何回か振興局長のところに、このことに関してお邪魔しているわけですが、「ぜひ振興

局長のほうからも北海道のほうに伝えてください。各市町村は苦慮しております」というこ

とは申し添えております。近々、また胆振町村会の会合がありますので、そこら辺で公開の

在り方について、いま一度検討していただけないだろうかということを提案する予定にして

おります。 

ただ、今現在の胆振管内の感染状況、そして病床の使用率状況については、これは公表さ

れておりません。残念ながら、私どもに本来は情報が入ってこないのですが、この間お邪魔

したときに、ちらっと独り言を言っているのを聞かせていただきまして、一安心したところ

なのですが、私どもの、特に西胆振管内においては、そこそこの病床があるようでございま

す。そこで、今使用率というのは非常に少ない、いわゆる軽症者が多いというふうなお話で

聞いております。 

私どもの町のことに関しましては、以前からぽちぽちと感染者が出ておりました。８月３

日現在で、私どもの町で、今、感染者の陽性患者は一人もおりません。全て完治しておりま

す。そういう今状況が続いていて、そこのところはやはり室蘭保健所と行政の信頼関係が

あったからかなと。それと同時に、地域の皆さんがやはり３密を避ける、マスクを携行する、
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あるいは手洗いをする、これを徹底していただいたおかげかなというふうに思っておりまし

て、いろいろな各種団体とも感染防止対策を今までも取らせていただいておりました。緊急

事態宣言が発令されるたびに、関係団体ともお話をさせていただいたと。町民の皆さんがや

はりそういう感染防止対策に自らが一緒に参加して、協力していただいているおかげかなと。

おかげで、８月３日以降は感染者が私どもの町にはいないという状況が続いているところで

ございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員、確認なのですけれども、今、何件目の質問をやっています

かね。 

○８番（今野幸子君） 今は（２）の室蘭管内の医療や保健所の逼迫状況の部分で聞いていま

す。 

○議長（大西 智君） それでは、ここで昼食休憩といたします。再開を午後１時といたしま

す。 

 （午前１１時５３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） 午前に引き続き、一般質問を続けます。 

  ８番、今野議員。 

○８番（今野幸子君） 個人情報の保護に配慮しつつ、感染者への支援、感染拡大防止など、

どのように行われているかということでお聞きしたいのですが、先ほどの答弁から推測しま

すと、これもほとんど何もないという状況だろうと思います。支援も、保健所のほうからこ

ういう支援をしてくださいという何か要請があった場合に、町は動くという状態にある。だ

から、要請が来るまでは何もしていないということになるということで確認します。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） まず、感染者の健康観察等も含めまして、その対応につきまして

は北海道、また、管内にある保健所が実施しているところでございます。 

   町として何もしていないというところではなくて、やはりそういった健康観察をしていく

中で、町にとって必要な情報というのは確認してございますので、町としてはこれまで本人

に対して消毒液が自己購入できない際に消毒液を配付したりですとか、あとは各団体等の対

応の中で個別の生活といいますか、事業に対する支援といったものも団体と連携して協議し

ながら行っているという事象もございまして、そういった町にとって必要な支援というのは、

これまでも実施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） 何か、先ほどは個人の名前とかといったのが分からない。分からない

状態で、その人に足りないからといって何かできるとは、私は思えなかったものですから、
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今みたいな答えになったのですけれども。実際は分かっているのですか、そうしたら。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 町がどこまで情報を把握しているかというご質問かと思いますけ

れども、当然、町といたしましては、支援に必要な情報といたしまして、個人特定ができる

ような情報も確認しながら、必要に応じて、支援を行っているという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） 分かりました。 

  それでは、今まで実際にどのような支援を行ってきたか、ちょっとお伺いします。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） まず、保健所からの要請に基づきます支援といたしましては、Ｐ

ＣＲ検査並びに保護者の相談といったところをこれまで行っているところでございます。個

別の案件といたしましては、本人が保健所等の中で支援を受けられないもので、感染予防対

策ですとか生活に関して必要なものが調達できないというお話があれば、町としてそういっ

たものを準備、用意し、支援しているところでございます。そのような支援をこれまでも

行ってき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） 相談の中で、必要なものはないとかということが分かるということに

なるのですか。家族や何かの相談を聞いて、その中で把握していって、その買物を支援して

あげると。今、家族とかの支援、相談とかと言いませんでしたか。 

○議長（大西 智君） 質問を最後まとめてください。 

  今野議員。 

○８番（今野幸子君） 必需品なんかの情報をどうやって得るかということで、相談で得たと

きに情報を得たのかなということを聞きたかったのです。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 感染者が自宅療養している際に、まず、そういった食料ですとか

生活必需品に関しては、保健所が相談に乗っているところでございます。町といたしまして

は、感染者から直接相談を受けるようなケースに関しては町が直接、または生活支援に関し

ては、これまで保健所から町に対する要請というのはございませんでしたけれども、町がそ

ういった支援を行う場合は、感染者、またはその家族からそういった支援、要請があった際

に対応してきたというのが現状でございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 当然、感染者が自宅療養である場合は、食事の提供や何かも行われて

いると思うのですが、それは全部保健所のほうで行われているので、全て済んでいるという

状況ですか。そして、そのほかに同居している家族がいた場合、その人たちの手配というの

も全て保健所のほうでできている。それは、家族が頼めばですけれどもね。そういう手配も

全て保健所のほうでできているということですか。食事の提供は、町でやったことはありま
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せんか。 

○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） 食事の提供という部分で、仮に、自宅療養を保健所か

ら決定された場合ということなのですけれども、過去の状況といたしましては、保健所に感

染者の方が食事の提供を希望された場合は、北海道のほうが食事の提供をされていると。仮

に、個人の方が食事の提供を希望しない、自分のところにあるもので賄える、あるいはご家

庭のご親族といった方のご協力が得られる場合には、そういったものは要らないというお話

は聞いております。実際に、町として物品を持っていったということはありません。何か対

応できるものはございますかという状況をお伺いしたことはございますけれども。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 電話での健康観察、それから今言った食事の提供も全て担当している

ところで行われているということなのですが、例えば、道からだったら何か10日分あたりの

ものがぽんと送られてくるような感じですよね、確かね。それを断るということは、業者に

知られたくないからなのか、それとも料金を心配していることなのか。そういうものは分か

りませんか。 

○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） ただいまの個人情報を知られるのが嫌なのか、費用的

な部分がということを感染者の方が気にされているのかという部分でございます。 

基本的に、議員おっしゃるとおり、食事を提供するよということを希望された場合につき

ましては、北海道のほうからあらかじめ感染者の方に承諾を取ったものと、当然、配るわけ

ですから、必要な情報というのは業者のほうには行くような形で、それは承諾を得た上で行

われております。費用につきましては、食事の提供ですとか、日用品のセットという形には

なるのですけれども、そういった部分については、国費で賄われることになりますので、自

己負担というのはないです。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 本人の食事の分に関しての提供は、無料になりますよね、確か。先ほ

ど言われた、業者から送るための個人情報の提供は必要だけれども、私が聞いたのは、それ

を断った人もいるということで、それは情報が業者に行くのが嫌で断ったのかなという、

断った理由というのは分かりませんかという質問だったのです。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 今回そのような北海道の支援を受けたかどうか。また、断られた

方がどのような理由で断ったかというのは、町として公開されている情報ではございません

ので、町として把握している情報ではないというところをご理解いただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 
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○８番（今野幸子君） 分かりました。 

  先ほどからの答弁からやりますと、自宅療養になった場合、同居者の家族の対応、そう

いった拡大防止の対応なども、あまり内容ははっきりしていないというふうな感じなのです

が、先ほども言いましたように、やはり電話だけの健康観察では不十分だということは、も

う多くの人がそれで亡くなっているということで実証されているのですよね。 

たまたま、ここの洞爺湖町でも電話での観察が行われていると思うのですが、今まではそ

れで大丈夫だったということにすぎないと思うのです。今後どうなるか本当に分からないの

です、急変するということは。今元気だったのにと、電話で元気だったのに、亡くなってし

まったということも起きているのです。現実に起きているのです。私は、現実になることは

ないかと心配しているのです。 

だから、例えば、こういうことをしてくださいよという要請が来てから町は要請に応えて

支援する形を取っていると思うのですが、こういう支援をしたいからという、逆にそういう

要望を道に出して、町独自で支援をしていくという形を取れないものかということを強く思

うのですが、そういった考えはありませんか。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 町が実際、自宅療養者に対する健康観察といったものができない

かというところかと思いますけれども、入院ですとか施設療養の決定は、現在、北海道が

行っており、そちらにつきましては、当然医師の判断の下に行われているところでございま

す。実際、当町が健康観察をした場合、その健康の変化並びに最終的な医療措置が必要な判

断というものを現段階で町の体制でできるものではないので、現在の室蘭保健所が実施して

いる体制がより本人の健康観察、または入院療養につなげる判断ができる組織と判断してお

りますので、現体制のまま行うことのほうがより命を守る対応が取られているものと認識し

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） 私は、やはり町独自で判断するのは難しいということなのですが、で

きれば洞爺湖町の病院、医療機関の人たちに強力を得て、その人たちの訪問看護ができるよ

うにするという体制を取る。電話で顔色はうかがえません。それこそ、変化ありませんかと

言われたときに、昨日も苦しい、昨日も熱があった、今日も同じくらい熱があると。そうし

たら、変化はありませんと答えますよね。このくらい大丈夫と思う人もたくさんいますよね。

そういった中での急変をおそれているのです。 

だから、そういった医療従事者が実際に顔色を見て、容体を見て、判断できる。こういう

状態ですよ、入院が必要ではないのですかということを保健所なり道に訴えて、入院体制に

できるだけ早く、本人が気づく前に入院体制が取れるようなそういった支援をしていただき

たいと思うのですが。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいまのご質問の関係につきましては、非常に難しい問題だという
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ふうに認識しております。私どものほうは室蘭保健所になりますけれども、保健所の今行っ

ている行動等については、私どもも信頼をさせていただいております。今、自宅療養で療養

がこれまでに悪化したという療養は一切聞いておりません。 

それから、今、議員が恐らくマスコミの情報、例えばテレビですとか、あるいはいろいろ

な新聞紙上だとか、内地で、大阪でこういうことがありました。自宅療養になったけれども、

さっぱり保健所から連絡もなく、とうとう自宅でお亡くなりになっていただとか、同僚の方

が保健所に電話しても出ないだとか、そういう案件がありました。 

この地域におきましては、今そういうことが一切ないと、私は考えております。また、万

が一、本当に困られた方がいて、保健所のほうから町としてこういうふうなお手伝いができ

ませんかというときには、私ども進んでやらせていただいております。 

それと、町内の医師関係でございますけれども、この間もワクチンの予防接種をご協力い

ただきました。だけれども、先生方もやはり人でございます。いつ自分が感染するやも。自

分が感染してしまったら、その病院はしばらく休まなければならない。働いている人もいる、

自分が行くのはなかなか厳しいよという施設の先生方もたくさんいらっしゃいます。そうい

うところで、町のほうから先生お願いできないだろうかな。これはなかなかやはり厳しい状

況があります。 

日本医師会、あるいは北海道医師会、そして北海道といろいろ協議をなさっているようで

ございますが、そんな中、先生方のご協力をいただいて、宿泊療養施設のほうに先生、ある

いは看護師を派遣してということを道のほうで今体制を取っていただいておりますけれども、

この小さな地域でということになりますと、私どもは室蘭保健所がありまして、その中心都

市が室蘭市、あるいは登別市、伊達市になりますが、そちらのほうにおきましても、それら

医療体制として、万が一コロナ患者が出たときには受け入れる病床数を確保しますよという

病院があるように聞いておりますけれども、ただ、先生が自ら往診に出かけるという、今そ

ういう状況にはないということで聞いておりますので、今自宅療養されている方々について

は、やはり保健所のほうでしっかりした聞き取り、それから毎日の健康観察を確認していた

だくのが、今現在は何よりも必要かな。おかげさまで重症者が出ていないというのが何より

かなというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 確かに、テレビのニュースや新聞などで見ることも多分にあります。

それは大きいです。しかし、私は実際に娘や息子たちからも話を聞いて「お母さん、こうな

のだよ」。現実に札幌あたりで起きていることがあるということです。それが、洞爺湖町に

起きないという決定はないと。約束はないと。いつ起こるか分からないということをやっぱ

り頭に入れて、そういう忙しい体制ができてから何か考えようでは、遅いと思います。 

  例えば、以前大きなクラスターがありました。そういったところで、どうにか収まること

もできた。支援も来た。しかし、亡くなった人も大勢いるのです。現実に。これは成功した、

よかったねとは言えない状況なのです。やっぱり、よかったねというのは死者を出さないと
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いうところで、重症化にさせない、それが本当だと思うのです。 

  できるだけ、今後そういったことで、道や保健所と話す機会をどんどんつくって、そう

いった話を進めてもらえることができたらと思います。新しいいろいろな変異株が出てきて

います。それが今度どういう猛威をつくるか分かりませんので、よろしくお願いします。 

  妊婦さんが感染した場合のところへ移らせてもらいます。 

  これも、多分あまり状況が分かっていないのかなと推測しますが、どのような支援が行わ

れていたのか、把握状況はどういうものなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○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） 妊産婦が感染した場合、どのような支援を行うのか、

管内での状況はどうなのかとお話だと思います。妊産婦を含めまして、感染者の入院する医

療機関については、確保されております。しかし、医療機関での公表というのはございませ

ん。胆振管内といいますか室蘭保健所管内におきましては、仮に妊産婦の感染者の部分につ

きましても、対応は十分できているというふうに認識しております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） それでは、妊産婦たちが感染した状況で入院したとします。これは感

染していない妊婦にも関わることなのですが、そのときに、今度生まれてくる子のお兄ちゃ

ん、お姉ちゃん、小さい子がいる、または今度生まれたばかりの赤ちゃん、もしくは今度生

まれてくる赤ちゃんですね、お母さんが感染しているとき、そういった子どもたちの対応と

いうのは、何か考えていることはありますか。 

○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） 感染された方のご家族の状況の場合、どういうふうな

形になるのかということでございます。 

室蘭保健所といいますか北海道のほうで、まずは陽性が確認された場合、その方に対しま

してご連絡が行きます。その後に、濃厚接触者も含めまして基本的な情報、ご家族の構成で

すとか、どういう状況なのか、症状はどうなのかということを、看護師であり保健師がその

方の状況を把握させていただく形になっております。その情報を基にいたしまして、室蘭保

健所の専門の医師がこの方に対しての療養はどういう療養、また支援はどういう支援という

のを最終的に保健所が、北海道が決定されて、支援が行われている状況に今ございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 子どもたちも、そちらのほうで何か対応というのはありますか。それ

はないですか。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 感染された方の子どもという形、それを誰が面倒みるかというお

話かと思います。 

  まず、支援できるご家族等がいらっしゃれば、そのご家族がそういうご面倒をみられるの
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かなと思いますし、また、そういった支援が受けられない場合については、町としてもしっ

かり相談体制を確立させて、相談に応じて対応していきたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ありがとうございます。 

  時間が進んできたので、次に行きたいと思います。 

  入江・高砂貝塚公園、高砂貝塚館の世界遺産に恥じないバリアフリー対策、運営につい

てお聞きします。 

まず、具体的に一つ、貝塚館正面入り口のところに車椅子用のスロープがない。このス

ロープを大至急つくっていただきたいと思います。次から次へ、この間、半日私そこで見

ていたのですけれども、随分、人が入っている。いろいろな人が来ている。小さい子ども

から結構な年配の方まで、外国の方もいらしていました。そういう中で、やっぱりスロー

プがない。これはちょっと恥ずかしいかなということで、これからどうするかを聞きたい

と思います。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 車椅子で来館される方の対応といたしましては、既存棟入

り口の前を身障者用の駐車スペースとして使用することで考えております。身障者用駐車ス

ペースの標示等につきましては、速やかに対応したいと考えております。 

身障者の入館に当たりましては、既存棟の入り口から入っていただき、館内を通って受付

へと回っていただくことで考えてございます。このことによって、来館者の安全が確保でき、

かつ最短距離で入館ができるというものと考えてございます。 

  なお、補助が必要な方につきましては、事前に予約をいただき、職員が対応することとし

ております。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今聞くと、親切そうに聞こえるのですが、要するに、正面玄関からは

入れませんよ。裏口のほうから入ってくださいというような対応ですよね。はっきり言って。

これは、そうやって案内するほうも非常につらい。それから、実際そうやって、正面のほう

に行ってと言われたら、どんな寂しい思いをするか。これは世界遺産になって、ましてや観

光地ですよ。そういったところの状況で、そういう対応というのは、やはり間違っていると

思います。大至急その対応を取っていただきたい。もう一回返答をお願いします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 車椅子で来館される方への対応は、先ほど答弁いたしまし

たとおりでございます。と申しますのも、スロープの出口付近におきましては、ちょうどＴ

字路の交差点に非常に近いところでありまして、車椅子の方が駐車されてからそこに入ると

いうことで非常に車通りも激しいところでありますので、安全を確保するために、先ほど申

し上げたような対応をさせていただくということで考えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 
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○８番（今野幸子君） 正面玄関の前にこういった柵というのですか、ついていますよね。こ

れは何のためについているのですかと、私、聞いたことあるのですけれども、車椅子や何か

の通るときの安全を確保するためだと。だけれども、そこを通らないで入るのであれば、あ

の柵も要りませんよね、はっきり言って。そして、本当は、正面から真っ直ぐ入れれば一番

いいことですよね、なければ。 

それと、点字ブロックも、この間隔で正面玄関の前だけついています。私、これは何のた

めについているのかなと、非常に考えたのです。こう来ても、がくっとした段差を上がって、

入り口までの間にあるわけです。あれをたどって、入り口に着いたとします。曲がりました。

真っすぐ行ったらドアにぶつかるのです。ドアが１枚しか開いていないのですね。１枚閉

まった状態にあるのです。真っすぐ行くと、こちら側にぶつかってしまうのです、閉まって

いるほうのドアに。これもやはりどうにかしないと、何のためにそこにつけたのか、本当に

分からない。 

例えば、ブロックのことを視覚障害者誘導ブロックと言うらしいのですよね。目的地に向

かって誘導しますよという。目的地というのは、貝塚館ですよね、はっきり言ってね。でき

れば、駐車場から誘導して、目的地の貝塚館につなげるという点字ブロックにしていただけ

たらな。あそこだけの点字ブロックでは、本当に考えてしまいます。それを生かすためには、

やっぱりそういった考え。 

ただ、いろいろな規制があるようなので、すぐできるかどうか分かりませんが、車椅子専

用のスロープを造るということと、点字ブロックをどうにかすると。ちゃんと誘導して、貝

塚館に来られるといった点字ブロックにしていただきたい。車椅子の方に、そんな失礼なこ

とを言わないで済むようにしていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 点字ブロックと手すりにつきましては、北海道福祉のまち

づくり条例に基づきまして、スロープを設置する場合には、高さが16センチを超える傾斜が

ある場合には手すりを設けること。そして、点字ブロック等注意喚起用の床材を設けること

となっておりまして、これに基づいたものでございます。 

  今、ご質問にありました点字ブロックですが、正面玄関の位置がこれだと片側が閉じてい

てぶつかってしまうということでございますけれども、これは管理上の運用の面で解決して

いきたいと思います。といいますのは、そういった方が来た場合には、内側に両開きにして

対応したいというふうに考えてございます。 

  それから、視覚障害者の方への対応につきましてでございますけれども、補助が必要な場

合には、予約をいただき、職員が対応することとしております。そういった形で対応をこれ

からやってまいりたいというふうに考えてございます。 

  それから、先ほどとも重複するのですけれども、点字ブロックの延長についてでございま

す。視覚障害をお持ちの方につきましても、先ほど申し上げました身障者用の駐車スペース

に車を止めていただきまして、既存棟から入館していただくことで考えてございます。 
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  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 道の建物に対する規定は分かるのですけれども、車椅子もそこを通ら

ない。点字ブロックの必要な人もそこを通らないでは、規定も何もないですよね。やはり

せっかく造ったのに、その対応が役立っていないというか、そしてやはり不親切です。世界

遺産の持っている観光地としては、とっても恥ずかしいことです。回ってくださいなどと言

われたら、一生、心に残ります。そんなことのないように、早急にでなくても、できるだけ

早いところでスロープを造る。柵を造ってしまったから壊すのはもったいないではなくて、

とにかく造る。点字ブロックを生かす。そういった対応を取っていただきたいと思います。 

  次に行きます。 

  視覚障害を持っている方が館内を回って歩くときに、やはり見えないから音でどういう状

態にあるのかを察するわけなのですけれども、そこで、音声ガイド、音声式のガイダンスが

ありますよね。それは、全部がそういうふうになっているわけではありませんから、そこに

学芸員が常時して、そういった人の対応も、即するということ。 

それから、ちょっと飛びますけれども、今、団体の予約者だけが学芸員の説明が受けられ

るという体制にあると思うのですが、これは知らない人は予約なんかしていませんよ。業者

が来る団体はそういう予約はしていると思いますけれども、常にやっぱり学芸員がいて、説

明を聞きたい人には説明をするといった体制をつくる。それは必要なことだと思うのですけ

れども、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） まず、視覚障害者の方への解説の対応でございます。 

  解説につきましても、職員が対応いたしますので、自動音声式案内等の設置については、

考えてございません。 

点字など、視覚障害の方は、今は手を触れられない状況にあります。例えば、ハンズオン

の展示など、工夫次第でそういった展示も可能となりますので、解説プラス、その方向で進

めていきたいと思います。 

  それから、学芸員の常駐につきましてでございます。こちらについては、ただいま進めて

いるところでございますので、今年度につきましてはちょっと難しいところがあるのですけ

れども、今後進めてまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ぜひ進めてください。 

  次に行きます。 

  オストメイト対応のトイレの設置、これは前から言っていたのですが、これからどんな人

方が来るか分からないといった状況で、どなたにでも安心してトイレに行ってもらえる、そ

んなトイレを造っておいてほしいといった期待。 
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そのときに、やはり温水シャワー、それから汚物の洗うところ、それから替え装具、それ

を置くちょっとした棚、それはバックを置く棚とはちょっと違うのですけれども、そういっ

た置く棚や何かも、そして鏡も、当然つけるのですけれども、今言う鏡というのは、お化粧

用の鏡ではなくて、きちっとできているかどうかを確認するための鏡、そして例えば、車椅

子の方でもそれができるように、鏡の大きさ、場所といったものにも気を遣って、できれば

設置をしていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） オストメイト対応トイレにつきましては、これまでも利用

に関する問合せは受けていないところでございます。利用する頻度は非常に低いのかなとい

うふうに考えられます。現在考えているところでは、貝塚館に設置予定はございません。 

  オストメイトトイレにつきましては、貝塚館だけではなくて、公共施設全般に関わること

でもあるというふうに考えてございます。現在、町内には15か所の公共施設にオストメイト

を設置してございます。これらの場所の情報をホームページ等で発信するとともに、設置場

所を記したチラシなどを施設に配置することで対応してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 今までそういったものがあるかどうかのあれはなかったと。ただ、団

体で動くときというのは、そういう方というのはあまり動かないのですよ。ついていけな

かったらどうしようとか。案外、個人的にちょっとした形で動く人が多いので、そういう問

合せというのはあまりないと思います。実際に来てなかったら、ないのかとわざわざ聞きま

せん。そういったことで、必要性はあると思います。今度、長い目で見ても、そういったこ

とを考えて、ぜひそういった施策を進めてもらえたらなと思います。 

  次に行きます。 

  学芸員、そしてボランティアの対応。学芸員に関しては、先ほど言いましたので、ボラン

ティアの対応についてお伺いします。 

○議長（大西 智君） 今野議員、２番目のものはよろしいですか。 

  今野議員。 

○８番（今野幸子君） ごめんなさい。ナプキンは、中学や何かで対応してもらったと思うの

ですが、ここにもできましたら、ちょっと置いていただけたらなと思いますが、どうですか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） このことにつきましても、公共施設全般に関わることでも

ありますが、現在、設置の予定は考えてございません。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 全般に関わることで、全般に関わることだからなかなかできないでは

なくて、できるところから、一つでもいいから、手をつけていただけたらなと思います。 
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  ボランティアのほうに移ります。 

  ボランティアで登録している方は何人かいると思うのですが、あまり活躍されているよう

な状況が、今コロナの状況もありまして、なかなか活動しにくいのかなと思いますが、せっ

かく登録している人たちに意気消沈させないような、今後どんどん活躍してもらえるような

対応が必要だと思うのです。ただ、何時にちょっとそこやって、ちょっとそこやって、いい

ように使われているのではなくて、その人たちが自分の意思で誇りを持って活動できるよう

な、そういう処遇といったものを考えるべきではないかと思うのですが、講習会なども開い

て、そういった誇りを持たせる。そして活動してもらうといった施策はありますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 現在、解説ボランティアの募集は随時行っております。９

月１日にガイド用の学習会を実施する予定でございましたけれども、緊急事態宣言のために

やむを得ず延期といたしました。やはりガイドが常駐することで、遺跡や世界遺産に対する

理解がより深まるものと考えておりますことから、解説ボランティアの育成には取り組んで

まいりたいと考えてございます。 

  なお、11月には、北海道文化遺産活用活性化実行委員会が主催いたします、縄文遺跡群ボ

ランティアガイド養成講座の開催も予定してございます。関係機関とも連携しながら、取り

進めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） ただでやってもらうというだけではなくて、そういった処遇なんかの

改善も、ぜひ、していただきたいと思います。そのときに、ボランティアの方たちの話も十

分に聞いて、こういうふうにしたいのだという要望も聞き入れながら進めていってほしいな

と思います。 

  次に行きます。 

施設の管理と職員の勤務時間について、施設の開く時間と勤務時間が同じなのですね。

閉館する時間と退勤する時間も同じ。これでは、やはり開館前の準備する時間もない。お

客さんが、もしかしたらすぐ入るかもしれませんよね。その時点であっちやったり、こっ

ちやったりではなくて、それは受付しなければならないので、できませんよね。そういっ

た時間帯もどうにかすると。今こちらから役場の職員の方たちが行ったり、手伝ったりし

ているというのはお聞きしています。しかし、これは一時的なことではないのですよね、

これからずっとですよ。その間、いつも職員の方が、はい、行きます、今日はこっち行き

ます、それでは体が持ちません。ぜひとも、そういった人手が足りないのなら、パートな

り何なり、そういった人を使ってでも、窓を開けたり、そしてトイレを掃除したり、床や

何かも掃除、そんなする暇ないのですよ。そういったものをしてもらえるような体制づく

り、これはどう考えていますか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） まず、現状からお話しさせていただきたいと思います。 
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  ７月21日のオープンから実に多くの来館者に来ていただきました。特に最初の連休につき

ましては、開館と同時に来館者がありまして、これまでとは違い、窓口対応に多くの時間が

割かれることとなりました。清掃、消毒につきましては、会計年度任用職員が対応すること

としております。貝塚館につきましては、展示が中心ですので、手に触れる箇所が少ないと

いうこともありますが、トイレにつきましては、お昼に交代の職員が参りますので、そのと

きにチェックし、消毒を行うということとしてございます。 

  あと、勤務時間と施設の開館時間が同じであるというご質問でございますが、現在は貝塚

館の開館時間は９時から17時、会計年度任用職員の勤務時間は、同じく９時から17時となっ

てございます。会計年度任用職員は、郷土資料館と貝塚館の解錠をして、清掃等を行いまし

て、貝塚公園の解錠は職員が対応してございます。会計年度任用職員を増やしてはというよ

うなことでありますけれども、現状の職員の中で時間配分を考えながら現状の対応をしてま

いりたいというふうに考えてございます。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 私のほうからも答弁させていただきたいと思います。 

  今、勤務時間と施設の開設時間の関係については、職員がその分フォローをして対応する

というお答えをさせていただきました。議員がおっしゃっているとおり、職員で対応してい

くということになると、これも長期ということになるとなかなか難しいのかなというところ

を私も認識してはいるところでございます。基本は、現段階では、職員がサポートしながら

対応していくこととしておりますけれども、今後どうしていったらいいのかということで、

内部でもいろいろと協議をさせていただいております。 

ただ、新たにまた会計年度任用職員を雇用するということになりますと、人選の問題だと

か、それからそれに伴います賃金の発生、財源の確保の問題だとか、様々なことが出てくる

かというふうに思います。それは難しいと私も思っておりますので、教育委員会では、ここ

の施設だけに限らず、他の施設も含めまして会計年度任用職員がまだたくさんおります。そ

ういった中で、うまくローテーションを組んで、そういった全体の中で対応ができないかと

いうところで今議論もしているところでございます。それがうまくローテーションが組めれ

ば、そういった対応もしていきながら、職員の負担というのも減らしていけるのかなという

ふうには思っておりますので、この点につきましては、多少お時間いただきたいというふう

には思っているところでございます。 

いずれにいたしましても、新規の会計年度任用職員の雇用については、これは難しいとい

うことだけはお伝えさせていただきたいというふうに思いますが、対応についても十分議論

させていただき、世界に誇れる施設として、私どもも管理をしていきたいというふうに思っ

ておりますので、ご理解いただければというふうに思う次第でございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 今野議員。 

○８番（今野幸子君） 十分考慮して、よろしくお願いいたします。 
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  本当に、一時的なものではないので、常に職員が行ったりしていたら、本当に体持たない。

それでなくても、今コロナ禍でちょっと減っている。治まったらもっと入ってきますから、

そういうときのためにもぜひとも考えていただきたいと思います。 

  それと、今トイレの話をしたので、先日全部のトイレをちょっとチェックさせてもらいま

した。その中で、女子トイレの一つに不具合がありましたので、確認して、ぜひ早く処理し

ていただきたいと思います。 

  次に行きます。 

  川を造って、蛍の生息地をするという計画が最初あったと思うのですよね、今でも続いて

いるのかもしれませんが。ただ、川に水も流れてきませんし、もう少し川の縁に蛍が好きそ

うな木や何かをもっと植樹して、何とか夢のある実現をしてほしいと、とっても私、それが

実現できたらすばらしいなと思うのですが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課参事。 

○社会教育課参事（角田隆志君） 高砂貝塚館の整備の目的といたしましては、やはり人と自

然との共生の場としての空間づくりとして、地域の方々が自然と触れ合える空間として森や

沢地形の整備がメインの一つというふうになってございます。 

  議員ご指摘のとおり、川の水が少ないということもありますけれども、今、川の下流のほ

うにつきましては、常に水がたまっている状況でございます。そこを中心として、水生生物、

あるいは植物の育成、観察をしていきたいというふうに考えてございます。 

  今後そういったことで、あるいは川の周辺に水辺の植物ですとかといったものも町の方た

ちと協働してできたらなということで考えておりますので、地域の方と連携しながら進めて

まいり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） ぜひ、それを進めていただきたいと思います。そして皆さんに夢を

配ってください。 

いろいろ聞きましたが、お願いばかりですが、ぜひ、進められるところから進めていただ

きたいとお願いしまして、私の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、８番、今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 １時５５分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時１０分） 

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

○議長（大西 智君） 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、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、今回３件取り上げさせていただいておりますが、最初に

町営住宅に関わる関係について質問をさせていただきます。 

担当職員の方はもうご存じだと思うのですが、国土交通省の住宅局長の名前で、2018年３

月30日付で公営住宅管理標準条例（案）についての改定ということでの改定の通知が各都道

府県、政令指定都市等の首長に対して送付されました。 

この改正の理由は、民法の一部改正や、あるいは単身高齢者の増加など、公営住宅を取り

巻く最近の状況、そしてこれまでの公営住宅に関わる制度改正の内容を反映するためだとし

ています。国による主な改正内容としては、入居手続での保証人の義務づけを行わないこと

や、高齢者、障害者などに限られていた単身世帯の入居が広がること、そして入居条件に例

示されていた国税、地方税を滞納していない者であることの記載を削除したことなどが上げ

られます。 

町民にとって積極的なこうした改正内容は、当然、町の条例改正の際にも反映されるべき

ものと捉えているわけですが、町の住宅条例を見ますと、平成30年７月１日に条例の一部改

正が行われております。一番後の最近の改正としてはですね。そういう改正が、国の改正内

容とこれが反映しているのかどうかということなどについて、今後ちょっと質問にしていき

たいと思います。 

一つは、町営住宅の入居の課題という点で、今言いました2017年の民法改正や国による改

正、住宅の賃貸借契約に関連するものとして、連帯保証人や修繕等のルールを明確に規定し

ているわけですが、まず、担当も含めて、町として認識しているかどうか、理解しているか

どうかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ただいま、ご質問ございました民法の改正に伴う関係でございま

す。これにつきましては、当町としても改正に伴う措置が必要であるということは認識して

ございまして、先ほど、議員のほうからご指摘ございました連帯保証人の関係ですとか、そ

れに伴う関係については、あと、単身者の幅を広げるとかという部分につきましては、昨年、

令和２年５月29日の経済常任委員会でも説明はしてございますけれども、民法の改正後、例

えば、賃貸借契約において保証人を求める場合には、保証する限度額を定めなければ、効力

は生じないということとなったことに伴いまして、あと、国交省による標準条例の改正、近

年、身寄りのない単身者という部分でございますけれども、その状況を踏まえて、条例から

保証人の規定を削除して、保証人の確保を求める場合は、極度額の設定を必要としたという

ようなことがございました。 

ここにつきまして、洞爺湖町としての対応としましては、連帯保証人制度の維持につきま

しては、連帯保証人は家賃使用料等の債務保証、滞納の抑制のほか、入居者の支援、連絡な

ど役割を果たしていることから、連帯保証人１名の確保を入居の要件とする現行制度は維持

するという方向で検討したところになってございます。その代わり、連帯保証人が保証する
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極度額を家賃の12か月分とするということにしてございます。 

また、単身世帯の部分につきましては、60歳以上とする条件を付して入居募集を行ってご

ざいますけれども、一部応募数が少なく空き家となっている上層階部分の住宅など、一定の

条件を定めた町営住宅に限り、60歳未満の単身者についても入居可能としたという改正のほ

うを行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） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、説明がありました。一部については、改正といいますか、準用し、

またそれに応じて対応していくということではあるのですけれども、当然、条例改正を伴う

内容もありますから、今後、これに基づく改正をしっかりとその辺を、取扱い要綱というか

取扱いの中身で改正するのではなくて、実際には条例化もしながら、しっかりと公平に取り

組んでいくということが大事かなというふうに思います。 

  それで、その中で一つお聞きしたいのは、まず、修繕費の負担のことについて伺いたいと

思います。 

  国土交通省は、2017年の民法改正による留意点として、先ほど言いましたけれども、様々

な改正がされましたが、特に修繕と原状回復義務の改正についても言及しています。賃借人、

つまりこれは借りている側ですね、借りている側による修繕や一部滅失等の規定整備を踏ま

えて、適正に修繕を実施するなどの通知を自治体に出しました。これに基づいて、例えば都

市部などでは、ＵＲ都市機構などといったところでは、入居者負担を今まであった中で、81 

項目の約全体の８割を、いわゆるＵＲ都市機構の負担としたと。これは、単にＵＲ都市機構

だけではなくて、各地方自治体でも見直しがされているということなのですが、この点での

町としての対応はどうでしょうか。  

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 2017年に行われた民法の一部改正に伴い、賃貸借の、例えば終了

時におきます原状回復の範囲等について、これまで民法には規定がなかったことから、この

問題をめぐる紛争が少なくないため、判例等の積み重ねによって紛争解決が行われてきたこ

とから、住民生活に多く見られるトラブルの解決の指針となるルールを民法に明記すべきと

の趣旨で、一部改正が行われたところでございます。 

  賃借物に損傷が生じた場合は、原則として、賃借人は原状回復の義務を負いますが、通常

の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗及び経年変化については、その義務を負わない

というルールが民法の中で、議員ご指摘のとおり、明記されたところでございます。 

  これによりまして、例として、家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡やテレ

ビ・冷蔵庫等の後部の壁面の黒ずみ、いわゆる電気焼けにつきましては、通常の損耗や経年

変化に当たるものとして、原状回復義務には該当しないということになったところでござい

ます。 

当町の町営住宅におきましては、この民法改正以前から経年変化による畳の表替えですと
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か、ふすまの張りかえ等に要する費用につきましては町が負担してございまして、床や壁等

において入居者が空けた穴とか傷とかによって修繕が必要な場合のみ、入居者の費用負担と

している状況となってございます。改正された民法の内容に沿った対応となっていることか

ら、原状回復の範囲等に関するこのたびの民法改正による見直しは、行っていない状況と

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） ここでは、今言われたように、経年劣化によって起こる傷みといった

ものについては、入居者の負担ではなくて、町が修繕に必要な費用を支出するということは、

これまでもやってきたということですから、今お話にもありましたが、例えば入居している

現時点、退去するときではなくて、入居しているときに畳やふすまなどの取替えも実際に実

施してもらえているのかどうか、実施するのかどうか、そこだけもう一回確認します。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今ご質問の入居中の扱いはどうなるのだというところでございま

すが、基本、洞爺湖町営住宅条例では、町営住宅の共同施設の修繕に要する費用が、畳の表

替え、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯設備の構造上重要

でない部分の修繕に要する費用は除く部分につきましては、町が負担するという規定になっ

ているところでございまして、入居中の途中で表替えとかを依頼されたというケースはござ

いませんけれども、それについては、入居者の負担になるもの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） 実は、私が言いたいのは、そこなのですよ。今回、改正された中身で

指摘されているのは、経年劣化によって、通常の使用によって、そして必要となった工事で

すね。実際に、例えば畳やふすまの取替えなどは、入居者の負担のままになっている。修繕

を業者に当然依頼すれば、その材料費とか出張料とか、いろいろ工事費等かかります。そん

なことを考えますと、特に町営住宅の入居者の多くが低所得者であるということから考えて、

こういった国の通知に基づいて、町営住宅における現に入居している状況の中での自然劣化

による修繕については、負担のルールを見直すべきではないかということを改めて提案した

いと思いますが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ご指摘いただいた点でございますが、現時点で、そういった入居

中に畳の表替えですとか壁紙の張りかえという要請は、これまでない状況の中において、条

例の規定にございますとおり、畳の表替え等を除いた中で、残りは町の負担というふうに規

定されている以上、現行の中では、この分については入居者の負担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。 

○５番（立野広志君） 町営住宅入居ガイドブックをいただきました。この中には、いろいろ
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と入居者の負担すべき事項が幾つか書いてあります。私、これは何を根拠にして作ったのか

ということが問題だと思うのですよ。今、国のほうでも改正が進み、そして国土交通省が公

営住宅管理標準条例（案）というのを出した。それに基づいて、今、ＵＲ都市機構を含めて、

各地の自治体でも住宅条例の見直しが進められてきている。 

そういう中にあって、入居者からの申込みがないから、だからやっていないというか、や

らない。それは、ここには入居者が負担すれと書いているのですよ。申込みするわけないで

すね。負担するなんて、そんなとても費用がないからできないと。だけれども、これは、い

わゆる国の通知でいけば、町営住宅での自然劣化による修繕なのだと。だから、そういう意

味での負担ルールの見直しを進めるべきではないですかと言っているのです。 

ガイドブックの中にも、そういうことが明記されていれば、今度はそれこそ以前に入って

いた方の、まだまだちょっと使えそうだというので、多分、引き続きなどということがある

のかもしれませんが、そういうときに、たまたまその方が何年か入居していて、畳が擦り切

れてしまう、ふすまも汚れてくる、色もあせるとか、剥がれてくるとかというようなときに、

入居している人が直すのかというのではなくて、これは、いわゆる設置者である町側が負担

するのだということを明記するような見直しを進めるべきではないですかと言っているわけ

で、その点もう一回答弁いただきたい。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ご指摘の見直し件でございますけれども、そういった現時点で

ニーズがない中では、現行の条例の下で進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ニーズがないのではなくて、ニーズとして声が出せないのだと、私は

そう思います。実際にそういうことを我慢して入居されている方もいるようですからね。 

  もう一つ、これは先に聞くべきだったのかもしれませんが、現在、町営住宅の最近の入居

者の構成といいますか、家族構成や年齢構成がどうなっているのかなと。一度、事前にお話

ししたら、これは大変なのだと、一つ一つ拾うのがという話ですから、大変なことはあまり

させられないなと思っていたのですけれども、例えば、本町でいけば、コスモス団地や清水

団地などについては、どんな状況になっているのでしょうかということで、お答えをいただ

きたいと思います。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ご質問がございましたコスモス団地、清水団地の入居者の状況で

ございます。 

  推移を把握するために、過去５年、10年遡った中で推計を拾わせていただきました。まず、

コスモス団地でございますが、世帯数、平成23年度の世帯数は54世帯、入居者数100名で、

このうち60歳以上の方が44名で、60歳以上の割合が44％となってございます。平成28年度に

つきましては、48世帯、91名、うち60歳以上が38名で割合として41.8％。令和３年度、これ

は９月１日現在の数値でございますが、世帯数51世帯、入居者数96名で、うち60歳以上が34
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名ということで、35.4％の割合ということで、60歳以上の方が減少しているという状況でご

ざいます。 

  清水団地につきましては、平成23年度世帯数43世帯、入居者68名、うち60歳以上が41名で、

60.3％を占めてございます。平成28年度、39世帯、62名で、60歳以上37名で59.6％。令和３

年度が23世帯、35人のうち60歳以上が22名で、62.9％の割合です。 

コスモス団地では10年前と比較して8.6％ほど60歳以上の世帯が減って、清水団地では10

年前と比べて2.6％ほど世帯の高齢化が進んでいるという状況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） どのくらい町営住宅の入居者の年齢構成が上がっているのかなと思っ

たら、コスモスと清水を見ても、それほど大きく変わっていないというような状況だという

ことなのですね。 

何で私このことを言うかというと、実は、町営住宅は、良好な居住環境の維持のためには、

町の役割も重要ですし、その責任も大きいわけですが、そういう中で、当然住宅に入居され

ている方々も義務として環境保全含めて、共益費なども当然払っております。ただ、入居し

ている方の中からも、例えば、この後に話を出しますけれども、夏場でいけば周辺の草刈り、

そして冬場でいけば除排雪、本当に昔から比べると、団地内にはやっぱり協力体制といいま

すか、そういったものが大分希薄になってきているのもあるのかもしれませんが、同時に、

今までやっていた方が高齢になって、そして参加できなくなってくると。そして新しい人が

参加してくれればいいのでしょうけれども、そういう状況もなかなかつくられていない。で

すから、だんだんと団地だけでは、そういった対処が難しくなってきているというのが、今

の現状なのですよ。 

そういう中で、まず基本的なことを最初に伺うのですが、町営住宅条例の第22条に入居者

費用負担義務があります。第22条の３項に、共同施設またはエレベーター、給水施設及び汚

水処理施設の使用または維持・運営に関する費用とあるが、共同施設というのは一体どこま

での範囲を町営住宅の場合に指しているのかということについては、実は具体的に明記して

いないのですよね、幾つかは出ていますよ。でも、それを具体的に明記していない。ほかの

町の条例を見ますと、すごく詳しく出ているところもあります。その点でちょっと参考まで

に、共同施設とは具体的にどういうものを言っているのか、ちょっと教えてください。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今ご指摘の共同施設のことでございますけれども、洞爺湖町の町

営住宅条例第 22 条の第３号に記載してございますけれども、共同施設につきましては、条

例上は、公営住宅法第２条第９号及び公営住宅法施行規則第１条に規定する施設という定義

にされてございます。 

公営住宅法第２条第９号のほうでございますが、共同施設とは、児童遊園、共同浴場、集

会所、その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、国土交通省令で定める

ものをいうという規定がありまして、省令の部分が公営住宅法の施行規則第１条におきまし
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て、管理事務所、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、あと高齢者生活相

談所、あと駐車場、以上の６項目が共同施設に該当する施設と規定されてございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） そこで、今、法律のほうも言われました。入居者の共同の福祉のため

の施設だと。もう一つは、ふだん入居者が共同で利用している施設でもある。公園にしても、

通路にしても、駐車場にしても。それを外れているところはどうなるのかと。 

例えば緑地とかと書いてあります。緑地にしてもいろいろあるわけで、例えば公営住宅の

敷地というのは、それぞれ建てている場所によって、広いところもあれば、狭いところもあ

りますよね。自分たちで管理できる程度のものしかないところもあれば、もっと用地が残っ

ていて、そういうところもあるわけです。みんなそれも含めて、共同施設なのかどうかと。

入居者が全部、例えば草刈り含めてやらなければならないのかというあたりは、どういうふ

うに解釈したらいいですか。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ご質問の草刈りのエリアでございますけれども、今お示ししまし

た広場、緑地という部分については、入居者のほうで管理しなければならないということに

なってはいるのですけれども、当然、住宅の中にはのり面とか斜面になっていて、入居者の

方にそのようなところを草刈りさせては危ないだろうというところがございまして、それと

共通の方が使われる広場、そういった部分については、町のほうで高齢者事業団のほうに委

託しまして、草刈りのほうを実施している状況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） のり面とか急傾斜地、入居者がなかなかそういったところでの草刈り

等、難しいところについては、高齢者事業団でという話がありました。 

具体的なところで聞きます。今、コスモス団地の周辺はどうなっているか、確認したこと

ありますか。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 現地のほうの写真を撮らせていただいて、確認はさせていただい

てございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 確認しているということですから、どういうことになっていますか。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 一部花を植えたり、家庭菜園のような形の部分があろうかと思い

ますが、そこがちょっと飛び飛びではないですけれども、使われていないところと使ってい

るところが混在している状況の中で、草がちょっと伸びている部分、うまく管理できていな

いように見える部分が存在しているのかなというふうな認識で見てございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 私、入居者の方の話を聞きました。入居者の方から、次のような苦境
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というか苦悩というか、声が寄せられたのですが、高齢者事業団の方が団地周辺の草刈りに

来られたと。敷地内の一部は草刈りをしないよと。「ここから先はしません」というふうに

言われて、そこはどうなっているかといったら、草がちょっと伸びているのではなくて、背

丈ほどの雑草が伸びた状態で放置されているのです。別な方が町に相談したそうです。そう

したら、「本当はそこは自分たちでやることになっているから」と言われて、「これ以上、

草刈りはできない」と言われた。 

  今お話聞いたら、のり面や、あるいは一定の面積があるところについては、町としては高

齢者事業団にお願いをして、草刈りもするのだというお話があったけれども、逆に、現場に

来て、指示を受けて作業をされている方は、全部の草刈りをするわけではなくて、ここから

先はみたいな話になっていたそうですから、これは今の説明と違うのではないかなというこ

となのですよ。 

行政側の言い分になるのかもしれませんが、町営住宅は一般住宅に入居している人たちか

ら比べれば、一般住宅の人は自分の敷地の中は草刈りをやるのだから、住宅に入っている人

たちは団地の周りの草刈りぐらい自分たちでやりなさいよと。はっきり言えば、そういうよ

うな対応なのかなというふうな気がするのですよ。 

だけれども、そもそもが、公営住宅は何のための住宅なのかと。そして、どういう人たち

が多く入居しているのかということから考えて、確かに、共同で環境保全することは大事な

ことです。でも、それがなかなか今、実はコスモスでも聞いたら、草刈りをやっている方を

見ると、せいぜい３人かそこらだそうですよ。そういう状況だから、みんなでやれれば一番

いいのですけれども、そうなっていない。 

そういう中で、すぐ横側の住宅の民地との間の塀の部分をずっと見ると、確かに菜園やっ

ている人もいますけれども、それは全体の多分半分もいないのではないかな。昔はもっとた

くさんの人が菜園をやっていたそうですけれども、今ではそういう菜園もなくなってきて、

そしてほとんど放置されているのですね。そこも含めて、きちんと環境保全をやらないと、

害虫が発生したり、様々な問題も起こるわけで、だから、そこら辺を町としても、今答弁

あったようにそこを徹底してほしいなと。高齢者事業団に依頼して草刈りをやるなら、その

辺の指示の仕方もしっかりとやってほしいし。 

もう一つは、結局、住宅入居者の人たちの協力関係をどう構築していくかということも大

事だと思うのですよ。これは住宅に入居している人たちだけにお任せするのではなくて、町

としても、そういう入居者の人たちに、やはり共同住宅として一緒に管理できる、特に出入

りするための通路であったり、その周辺の手のつくところといいますか、そういうところは

皆さんでやりましょうと、除雪にしてもね。そういうことを町側から働きかけをして、そし

て共同してできる環境を、私はつくっていくというのも行政の一つの役割ではないのかなと

思うのです。その辺をぜひ、私は行政としても取り組んでいただければと。 

これは別にコスモス団地のことだけではなくて、ほかの団地についても同じです。清水の

公営住宅からよく聞かされるのは、あそこも、ちょっとこの辺よりは雪がちょっと多いので
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すね。だから、雪かきするのも、大体特定の方だし、そういう方もだんだんと高齢化して、

雪かきできなくなって、本当にだから人が歩く幅程度しか、雪がかけないでいる。車を持っ

ている人は、車の周辺を自分たちでやるというのは当然のことでしょうけれども、少なくて

もそういう出入りに不便のないように、これは行政としても取り組んでいくことが大事なの

ではないかなということを思ったものですから。 

町長にも、ぜひ、これからも、さらに住宅の入居者含めて、環境保全や管理というのは難

しくなってくと思うのですよ。どういうふうに町はお考えなのか、伺っておきたいと思いま

す。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 公営住宅にお入りになる方は、今、議員がおっしゃったように、ある

意味、所得階層の低い方、あるいは高齢になってきている方々がかなり多くなってきている

のかなという感じはしております。 

  今、部長が言ったとおり、公営住宅を管理している中で、しっかり管理人みたいな形を置

いてやってくれている公営住宅もあるように聞いております。また反面、管理人がいるのか、

いないのか分からないような、そして、なかなか除雪にしても草刈りにしても行き届いてい

ない公営住宅もあるように聞いております。部長も行って、まだ１年ちょっとですか、半で

すか。大分これから慣れてくるのだろうと思いますので、やれる場所、あるいはやれない場

所等々についてしっかり目配りをしていただいて、町が関与できるところは、やっぱり町が

していくべきだと、私もそう思っておりますので。 

特に、清水にしても、あるいは温泉にしても、さらには洞爺のほうにしても、除雪が行き

届かなくて、本当に外に出るのが危ないという箇所もありました。私もちょうど冬、出向い

ていったときに、皆さんが氷割りをしていると。本来、駐車場のはずが、氷が張って歩けな

いような状態になっている。そこの氷割りをして、そして何とか溶かしながら整備していき

たいのだと。そこのところは、たしか、そのときにも総合支所のほうにお願いしまして、町

の除雪車に何とか入ってやってくれないかと、あるいは、今おっしゃっていただいたような

清水のほう、温泉のほうもそうでございます。なかなか中に入っている住民の方々だけで対

応できないところにつきましては、洞爺湖町の公営住宅の設置者は洞爺湖町でございますの

で、その辺はしっかりこれからも経済部長のほうで対応してくれるというふうに思いますの

で、これからもそういうふうなことでよろしくお願いしたいというふうに思っています。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、町長に答えていただきました。まさにそういう方向で、ぜひ、努

力いただきたいのですが、改めて指摘したいと思うのですけれども、町営住宅条例の第３条

４項に、こういうふうに書いてあります。「町営住宅は、安全、衛生、美観等を考慮し、か

つ入居者及び同居者によって便利で快適なものになるように整備しなければならない」。同

時に、広場及び緑地についても、第３条の中には、「広場及び緑地の位置及び規模は、良好

な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない」と。これは設置
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上のことではありますけれども。 

その後に、供用部分について、こういうふうに書いてあるのです。これも同じ第３条で、

「町営住宅の通行の用に供する供用部分は、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を

適切に図るための措置として、規則で定めるものが講じられていなければならない」と

いうことで、設置者としての役割、あるいは義務というものが、住宅条例の中にも明記

されております。そして同時に、入居者の負担についても、先ほど言いましたように、

「共同施設またはエレベーター、給水施設及び汚水」と書いてあります。これは、「使

用または維持・運営に要する費用等については、入居者の費用負担義務がある」のだと

言っているのですが、私がいただいた住宅のガイドブックには、「入居者にやっていた

だくことになっています」と書いてあるのですね。だから、あれと思ったのですよ。

「共同で利用する場所の清掃や敷地内の草刈り、雪かきなどは、入居者が協力して行う

ことになっております」と書いてあるのです。これは、町営住宅入居ガイドブックの管

理人の項に書いてあるのですね。つまり、ここには入居者がやることになっているのだ

よと書いてあるのです。だけれども、その前の同じガイドブックには、そうではないの

ですよ。「積極的にご協力ください」と書いてあるのです。そして、ガイドブック自体

は、結局、何を根拠にして、ここまできちんと言い切っているのかなというのがちょっ

と分からない、明確にしていない。そのことの条例や施行規則には、実はこのことにつ

いては明記されていないのですね。 

だから、いずれにしても、今回、2017年に町営住宅、公営住宅等、公営住宅管理標準

条例（案）というのが示されたわけですから、そういったことも契機にしながら、ガイ

ドブックも含めて、もう一回見直しして、そして町がやるべきこと、そして入居者が守

るべきこと、こういったものももう少し具体的に明記したらいいのではないかなという

ふうに思います。 

インターネットを見ると、ほかの町のいろいろなことが出てきます。そうすると、共

同施設とは何かというのが具体的に書いてあるのですよ。そういう中で、例えば樹木の

剪定、伐採、薬剤散布なんかにしても、高さが３メートル以下の樹木ですよというふう

に書いてあったり、細かく明記してある。そういったことを入居者の人たちとしっかり

と合意しながら住宅の管理を進めていただきたいというふうに思います。 

    ということで、先ほど町長に答弁をいただきましたから、ぜひ、そういった方向で今後検

討していただきたいということです。 

  二つ目に移ります。 

  生活保護の扶養照会に関する厚生労働省通知の運用についてということで、二つ目に質問

をさせていただきたいと思います。 

  これは、厚生労働省が今年の３月30日付で「生活保護問答集についての一部改正」と題す

る事務連絡を発出しました。この施行は、今年４月１日です。どんな内容かというと、コロ

ナ禍の下で、いろいろな支援策を活用してもなお困窮に至る人が出ることが避け難い状況が 
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あるということで、厚労省は、国会での、我が党の追及もありましたが、今年３月30日で

「生活保護問答集についての一部改正」と題する事務連絡を発出したのですが、これは、こ

れまで扶養照会を行うに当たって、要保護者の意向は無視されてきました。要保護者、分か

りますよね。扶養照会をしてほしくないという要保護者の意向を尊重すべき旨の規定が追加

され、実際の窓口での対応がどうなっているかと、どう生かされているかということについ

て伺いたいと思います。 

  生活保護の要保護者の扶養照会は、厚労省の事務連絡が現状で生かされる形となっている

のかどうか、まず、これについてお答えを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） ただいまのご質問で、生活保護の要保護者の扶養照会の件に

ついて、厚労省の事務連絡が生かされたものとなっているのかということかと思われます。 

  まず、生活保護の申請に当たりまして、生活保護の認定につきましては、福祉事務所が設

置されていない町村においては、都道府県の所管事務とされておりますことから、北海道が

所管しているところであり、町におきましては、申請書類の申達について代行をしていると

ころでございます。 

  こうしたことから、町は生活保護の認定機関ではないといったことから、町における窓口

での対応におきましては、このたびの改正に関わることなく、扶養義務者の申告の有無のほ

うも含めまして、全ての申請書類の記載事項の取扱いにつきましては、申請者のご意向をあ

くまでも確認させていただいた上で、ご質問のありました扶養照会を望まれないなど、同意

の得られない事項につきまして記載を求めるような対応は、これまでも行っていないところ

でございます。 

  以上でございます。     

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） うちは町ということですから、福祉事務所を置いているわけではあり

ませんので、今言われたように、生活保護の認定の所管は北海道、そして胆振振興局が行う

ということでありますけれども、ここの町に住む住民の生活、そして福祉を担っているのは、

当然、町であります。ですから、町の対応として、全て振興局に任せるなどということは当

然していないと思います。 

今、説明がありましたように、扶養照会を必要としないというか求めない方については、

その旨、例えば振興局のほうにしっかりと伝えているのだと思うのですが、振興局としての

対応は、その後どうなっているかの把握はしているのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいま、振興局におけるその後の、町から引き継ぎが行わ

れた後の対応について、どういった対応がなされているのかといったところかと思います。 

  このたびの質問を受けた中で、町といたしましても、振興局に詳細な取扱いを確認すべく

電話等におきまして担当者のほうに確認をさせていただきました。得られた回答でございま
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すけれども、国からの取扱い改正後における指導の下に、扶養義務者が判明した場合には、

まず被保護者から扶養の可能性について、あくまでも被保護者本人の面談時に確認をさせて

いただいた上で、基本的に被保護者の同意を得た上で調査を実施しているという対応を行っ

ているということでございます。 

  実績のほうはどうなのだということで確認をさせていただきました。令和元年度、令和２

年度、それから今年度におきましても、洞爺湖町における新規申請者のうち扶養調査までに

至っているケースはございませんという回答でございました。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 分かりました。 

  それで、先に聞くべきだったのでしょうけれども、コロナ禍が始まる前の2019年から、今

年度はまだ年度途中ですけれども、生活保護等の相談件数や、それから、それによって実際

に申請した件数、そして支給決定となった件数などについて、町自身でも把握しているので

はないかと思うのです。それと、2019年度の生活保護の捕捉率、そして2020年度、できれば

2021年度途中ですが、分かれば、その辺ちょっと出していただけないでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの令和元年度から最近までの生活保護の相談、申請、

支給等の件数についてというご質問かと思います。 

  まず、生活保護に係ります、町の窓口と胆振総合振興局の窓口とを合わせました洞爺湖町

の方の相談、申請、支給決定の件数についてでございますが、まず、令和元年度におきまし

ては、相談のほうが30件程度、それから申請が22件、支給決定が16件となっております。令

和２年度におきましては、相談が25件程度、申請が17件、支給決定が16件となっているとこ

ろでございます。また、令和３年度８月末現在の件数でございますけれども、申請のほうが

５件ございまして、支給決定のほうは４件となっているところでございます。 

  令和元年度におけます生活保護世帯の保護率というところで、令和元年度末におきまして

は161世帯、206人ということで、町全体では24.0パーミル、それから令和２年度末におきま

しては158世帯、196人ということで、23.4パーミルという実績となっているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 人口の減少もあるのでしょうけれども、実際的にコロナ禍になっても

生活保護の、いわゆる捕捉率が逆に下がってきているという状況なのですよね。実は、これ

が国会でもやっぱり問題になっておりまして、生活保護を受けたくても、結局は扶養照会も

そうなのですけれども、様々な条件があって、そして、まずは相談段階でほとんどはじかれ

てしまうというような状況が全国的には多く発生しているということなのですね。 

本来は、生活保護は権利なのです。ですから、中には、どうしたらいいだろうかと最初か
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ら保護を受けたいと来る人以外の人もいるのかもしれませんけれども、本来は、相談件数や

申請件数がほぼ同じぐらいの数になるのが普通なのです。本来は、申請してから中身を本人

から話を聞いて、支給決定するかどうかを決めるのが手順なのですね。ですから、本当なら

申請件数と書類上しっかり申請を受けてから、そして、その後の対応を進めるというのが手

順なのだけれども、結局、相談、そして申請というふうに手順を踏んで、相談の段階では、

あなたは生活保護ではなくて、こういう支援があるから、こちらをまず受けなさいというふ

うにして、それで持てればいいのですけれども、それだけではなくて、保護を受けるために

はこういう条件をクリアしなければなりませんよということになったときに、それでは

ちょっと申請はできません、しませんということで、実はやめる方もいるのだそうです。 

ですから、今回、厚労省が問答集を一部改正したのも、こういう生活保護に対する誤解と

か、あるいは対応の問題点をしっかりと是正するということのために、実は出されたという

ことでもあります。 

今、町として、憲法25条に基づく生活保護の理念は、どのように困窮する町民生活に生か

す工夫がされているのかということをちょっと改めて伺いたいと思います。 

○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） 今、お話しございました憲法25条に基づく生活保護の理念と

いったところが、町でどのような形で生かされているのかということです。 

  まず、憲法25条では、全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があると規

定され、国は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと

されているところでございます。 

  町といたしましては、生活に困窮される町民の方について、こうした層の方々を見逃すこ

とのないよう、また、確実に支援につながるよう関係機関と連携しながら、あらゆる策を講

ずる責務があるものと認識しているところでございます。 

  このことを踏まえまして、町といたしましては、民生委員・児童委員との連携による地域

での活動はもとより、北海道が実施している生活困窮者自立支援業者や社会福祉協議会が実

施している福祉資金の貸付制度に基づきます支援の普及・啓発を図ってきたところでござい

ます。 

  また、生活保護制度につきましては、基本的には申請主義とされているものではございま

すが、相談者の方々に対しましては、憲法５条にあるところの国民が当然受けられるべき権

利であり、人命の尊厳が重要であるとの理解を町側のほうからご説明申し上げ、さらにこの

部分につきまして十分に理解を求めた上で、決して申請についてためらわれることのないよ

うに、ご意向を尊重いたしまして、必要に応じた対応を図りますとともに、確実に支援が行

き届くよう努め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） 厚労省のホームページをご覧になったと思うのですが、このホーム
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ページには、中身が大分変わりまして、生活保護について、こういうふうに書いてあります。

「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるもので

すので、ためらわずにご相談ください」というふうにホームページで紹介しながら、これは

札幌市が今年８月にポスターを作りまして、公共施設に一斉に貼り出しました。何と書いて

あるかというと「生活保護の申請は国民の権利です」と。 

どうして今、こういうものを積極的にやらなければならないかというと、最初に紹介しま

したように、今のコロナ禍で、様々な支援を受けてもなお立ち直れない。営業も含めて、再

開できない、生活もできないという状況が今広がっているのだということなのですよ。今、

北海道も緊急事態宣言が今月30日まで延長になりましたけれども、当然、事業者含めて事業

活動ができなくなってきている、制限されてきているというようなこともあって、そもそも

生活保護というのは、何もかもみんな処分して、そして保護を受けなければならない制度で

はないのだよということなのです。 

そのことを窓口も含めて、行政として、しっかり位置づけていただければというふうに思

います。そのために、札幌市もそうです、深川も20年前からこういうポスターを作って貼り

出しているそうですが、いろいろ問題の多かった札幌でも、こういう生活保護の申請につい

てポスターにして、まず住民に知らせると、こういう制度があるということを。そして、

困ったらまず相談してくださいというふうに呼びかけていくことをしているのだということ

なのですね。これもやはり、憲法25条に基づく住民の暮らしを守るということの一つの方法

だというふうに思うわけです。 

町としても、こういった周知も含めて、考えていくことをしていただきたいと思うのです

が、ポスターもそうですし、ホームページにもこういった内容を掲示していただきたいとい

うふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） ただいまの、町として広く周知をしていく、生活困窮者の

方々のために、いかに周知を図っていくのかといったところかと思います。 

  繰り返しになりますけれども、町民から生活相談を受けた場合は、まず困窮の原因を十分

把握した上で、活用できる適切な制度説明を行っているところであり、北海道が実施してい

る生活困窮者自立支援制度や社会福祉協議会が実施しております福祉資金の貸付制度に基づ

く支援をはじめといたしまして、必要に応じて、生活保護制度につきましても当然説明をさ

せていただきまして、関係機関につながることによりまして、相談者の方に対しまして確実

に支援が行き届くよう現在も努めているところでございます。 

  こちらのほうの制度につきましては、当然ながら民生委員にも広く周知がなされており、

まず、町といたしましては、民生委員・児童委員の日（活動強化週間）とされております毎

年５月には町広報紙を通じまして、最も身近な相談員として気兼ねなくご相談いただけるよ

う、周知を図ってきたところでございます。また、民生委員・児童委員には、個別にＰＲ

カードのほうも町のほうから配布させていただきまして、世帯訪問の際に必要に応じてお配
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りをいただくなど、活用いただいているところでもございます。 

  今後におきましても、まず、民生委員や社会福祉協議会、さらには生活困窮者自立支援事

業者などとも連携強化の上、現在もこれまで一昨年、昨年と町の会議室のほうにおきまして

相談会や何かもいろいろな形の中でそういう場を設けまして困窮者の方のために資する取組

を行ってきているところでございますけれども、議員のほうからもお話のありましたポス

ターやチラシの作成等、こういった部分につきましても、今後、北海道への働きかけを行う

など困窮者の方々に寄り添う、より効果的な制度の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。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） ぜひ、本当に、町の場合は福祉事務所を持っていないというのもある

のですが、やはり道への働きかけ、こういったポスターを作って、チラシもそうですが、道

としても積極的に生活保護の制度について周知をするということが大事かというふうに思い

ます。 

  それで、ふだんから職員の皆さんはいろいろ研修もされ、勉強もしているから、よくご存

じだとは思うのですけれども、被保護者を希望する人にとって、これから生きていく上で本

当に力になる支援は何なのかと。個別のケースごとに対応できれば、どんどん希望が見えて

くるのだと思うのです。それが本来の生活保護の行政ではないかなと思います。今はただ担

当の課も職員が減らされ、また、コロナ禍もあってなかなか研修も行き届かないというとこ

ろもあるかもしれませんが、今回の厚労省の通知や、そしてホームページに掲載の本質とい

うのは、コロナ禍などで突然の収入減、そして収入が途絶えるという、まさに未曽有の事態

の中で、一時的な収入減の状態から、もう一度働いて自立するという道の最短距離を考えれ

ば、持っているものを処分しろとはならないはずです。この人が立ち上がって、また仕事が

できたり、よりよく生きたりすることを考えての最短の道を行くための通知が、この厚労省

のホームページであり、また、生活保護の申請そのものを周知することにつながるのかと思

います。 

  今回、新型コロナの問題で、政治とか自治体や国の仕事とは何なのかという問い直しが全

国的に大規模に今問われているのではないかと思います。誰にでも起こり得るということを

みんなが経験しているのだと思います。突然収入がなくなってしまうとか、仕事を失ってし

まうとか、急に生活困窮に陥ることがあるのだということにみんなが気づいているのではな

いかと。そのときに、大丈夫と言える仕組みをつくることが政治の仕事だと。そういうこと

にみんなが気づき始めていると思います。ある意味、生活保護に対する理解を深められる契

機が今、訪れているのだと思います。そういう意味で、本当に担当者含めて、町も振興局に

対しても生活保護行政を憲法の25条に基づく最低限の生活を保障する制度と。そして、今の

コロナ禍で立ち直るための、立ち上がるための最短の支援なのだということを、ぜひ取り組

んでいただきたいと思うのです。 
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  当町では、こういった事例はありませんけれども、漁師の方でいえば、船を売れと言われ

たとか、あるいは建設業の方でいえば、資材を処分しなさいと言われたとか、あるいは住ん

でいる家を処分してからだとか、車の所有も含めて、これも処分しなければ受けられません

とかという窓口での冷たい対応によって、生活保護を受けられないでいるという方も、これ

までも随分いましたし、ましてや、離れた親族などに扶養照会をする。今までは、本人の意

思に関係なく、扶養できませんかという通知が来るのですね。そうなると、その人の所在が

実はいろいろ理由があって途絶えていたのが分かってしまう。ＤＶで離れていた相手の方に

住所が分かってしまうといったことも起こり得るのだそうです。 

いずれにしても、これも本人の意思を尊重するということでありますから、ぜひ、そうい

う方向で、町としても取り組んでいただきたい。そのことを、町長も、先ほどからうなずい

ておられるので、取り組んでいっていただけるのではないかと思うのですが、どうでしょう

か。   

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私も、前に、たしかテレビの画面だったと思うのですが、田村厚生労

働大臣が「国民の権利です。ぜひ、こういうのをご利用してください」という発言をされて

おりました。それを聞いていて、コロナ禍でうちの町も大分増えているのだろうなというふ

うな思いが実はあったのですけれども、担当に聞いてみたら、そうでもないのですというふ

うなことで、本当に皆さん頑張ってくれているのだなというふうな思いでおりました。 

  ただ、やはりこれは制度ですから、せっかくこういうふうな制度になりましたので、本当

にお困りの方は、町のほうに相談していただければなというふうに思っております。議員の

皆様も、近くにそういう方がいらっしゃいましたら、「役場へ行って、一回相談してみなさ

い」というふうに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、町長にお答えいただきましたけれども、生活保護については、ま

ず積極的に行政が、先ほど言いましたように、チラシやポスター、ホームページ等々、こう

いった制度を知らない、あるいは制度の申請の方法も、こういったコロナ禍での対応として

もこういうふうになっているのだということも知らない方も多くおいでだと思うのです。ぜ

ひ、まず周知すること。このことに力を注いでいただきたいというふうに思います。 

  それで、３件目の質問に移ります。 

  ３件目は、コロナの感染爆発から町民の命と暮らしを守る対策の強化ということで、質問

をさせていただきます。 

まず初めに、新型コロナの感染症による自宅療養と入院、療養等調整中というのは、全国

で、８月25日で15万人に上っていたということが明らかになっています。その後、特に自宅

療養者は容体が急変して亡くなるなど、悲惨な事態が続いている。ところが、同じ日に、今

の菅首相は「明かりははっきりと見え始めている」なんていうようなことを言いまして、私

も本当に耳を疑う発言だなと思っています。過去最大の感染拡大が続く新型コロナウイルス、
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政府のコロナ対策に助言をする専門家会議が「これまでにない災害レベルの状況だ」という

ふうに警告している中での首相の発言だったわけです。そういった点では、本当に危機感も

責任感も反省もないなと、私自身は個人的にそう思ったわけですけれども、当町も、北海道

も、９月12日で終わる緊急事態宣言が９月30日まで延長されるという状況です。 

先ほど来の答弁を聞いていますと、幾らか感染者の数も減少しつつあるとはいうことです

けれども、新たな変異株も今出てきておりますし、ワクチンを接種したからといって、必ず

しも感染しないとは限らないという状況になっているということで、都市部については、随

分詳しく内容を報道されているのですね。新聞記事なんかを見ましてもそうなのですけれど

も、なぜ都市部で発表できて、地方では発表しないのかと。先ほどの答弁でいけば、制度上、

発表できないという法律になっているという話をしましたけれども、私ちょっと違うのでは

ないかと。都市部で発表できて、何で地方ではできないのか。それは法律にそう書いている

のかというと、そうではないのです。これは、扱う都道府県の対応なのですよ。そしてまた、

都市部の場合は様々な形で報道機関が医療機関含めて聞き取り調査をやります。当然、行政

もそういった調査をして、まとめているわけです。報道機関が発表するから、当然、行政側

も発表せざるを得ないわけですよ。そういう中で、都市部はすごいなというのを私たちは思

うのですが、地方は大丈夫なのかといったら、地方は発表されていないけれども、今、日に

日に感染者が出ているという状況。 

先ほど、クラスターの話がありました。確かに、当町はクラスターというのは１件しか出

ていません。ところが、隣の町ではクラスターが発生しているのですね。それも具体的に全

体として一つ一つが明らかになっていないのです。ここで言いたいのは、例えば胆振管内、

あるいは保健所管内で、感染者の状況はどうなっているのか。そして、そういう感染が受け

入れられる医療機関の病床とか人員はどうなっているのか、それに対応できる保健所の体制

はあるのかどうか。 

先ほど、保健所の人員が足りないときは周辺から支援に行くのだと、確かにありましたよ

ね。つい先だってまで、室蘭市も保健所に職員を派遣。室蘭の保健所はどうしたかというと、

苫小牧でクラスターが大量に発生したものですから、苫小牧のほうに保健所の職員がかなり

行っているという話を聞きました。こういう情報を実は、室蘭なら室蘭の私どもの関係の議

員がそういう機関を通じて話を聞いている。だから、公式に発表していない中身だから、確

かに正確性の問題はあるかもしれないのだけれども、少なくても行政側から聞いている話と

しての話ですから、間違いないのだろうと思います。そういうふうに、表には出ていないけ

れども、全体的には今の保健所の対応としても、非常に人員の問題では逼迫している状況が

見えているということのようです。 

そういう中で、実際に政府が方針を示した自宅療養者というのはどのぐらいいるのだと。

自宅療養者は都市部では発表されていますよ。だけれども、北海道、そして胆振管内で自宅

療養者が何名いると発表していないですよね。発表しないのは、法律のせいではないのです

よ。北海道がそういう方針を持っているからです。だから、結局、地域の住民が、幾ら行政
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が自粛、自粛といって呼びかけても、実際に感染状況がどうなっているのか。そして、感染

した場合に受け入れる病床や医療機関がどうなっているのか。今の現状がどうなのかという

ことをしっかりと共有できていないと、危機感というのは薄れていくのだと思うのですよ。

ましてや、国は盛んに、国も含めてですが、政府は「明かりははっきり見え始めている」な

んていうようなことを言ったり、オリンピックやパラリンピックを開催するわけですよ。そ

うすると、当然、気が緩むのです。ですから、そういう意味でいうと、正確な情報をしっか

りと地域住民に伝えていくということがまず第一に必要なのかなと。情報を共有すること。

知らされていないなら知らせろと。個人情報を知らせろと言っているのではないのですよ。

全体の管内の状況がどうなっているのか。そのぐらい発表してくださいということを私は強

く言っていくべきではないかと。 

町長は、先ほどの答弁の中で、管内の首長会議の中でもそのことをまた取り上げていきた

いと。これまでも取り上げてきたというふうに言っていますけれども、北海道もそういう意

味でいうと、発表の内容が非常に限定的で、消極的で、本当にこれを道民が共有して、今の

コロナを乗り越えていこうというようなものになっていないなという気がするのですけれど

も、まず、その辺について、町長はどのようにお考えなのか、もう一度お答えいただきたい

と思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 室蘭保健所、あるいは胆振総合振興局のほうには、再三にわたって公

表してほしいという話をしております。振興局長には、北海道のほうには私どもの町のほう

からも要請しておりますのでよろしくお願いします。たしか、うちの町の要請として北海道

に上がっていると思います。ただ、それだけではやっぱり市町村だけの話になりますので、

この後、胆振町村会がありますから、その席でも町村会として上げてほしいということで要

望させていただこうと思っております。 

  ただ、それぞれの保健所は、本当に今大変なのでしょうけれども、先ほど室蘭保健所、そ

して胆振管内には苫小牧保健所があるようでございます。苫小牧保健所のほうがやはり大分

数が出ているように聞いております。胆振のほうについては、自宅療養者もかなり数が少な

いというふうに聞いております。 

先ほども答弁させていただきましたが、私どもの町にも８月２日まで自宅療養者が１人い

らっしゃいました。それが８月３日に確認が取れて陰性、経過観察が終わったということで、

もう外に出て大丈夫よという話になったようでございますが、幸いにして私どもの町におい

ては、今のところ陽性患者がいらっしゃらない。ただ、観光地洞爺湖温泉を抱えております

ので、不特定多数の方が多数これから来られるようになると一抹の心配はありますけれども、

万が一にも感染者が発生したというときには、さらに室蘭保健所、あるいは胆振総合振興局

のほうと連携を密にして、早くに感染者が陰性になるように何とか対処していきたい。 

今まで、私どもの地域、特に西部において陽性反応が出た方については、ある意味、その

ほとんどが軽症だったということで、経過観察も短い期間で社会復帰ができる状況になって
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きたというふうに聞いております。ただ、ここまでは何とか順調に来たかなという思いがあ

りますが、皆さん心配のとおり、これから本当にどうなるのだというところが、まだまだ心

配の種は尽きません。９月30日まで、新しく緊急事態宣言が延びたということもございます

ので、何とかこの期間を皆さんと一緒に乗り越えなければならないなと、今はそういう気持

ちでいっぱいでございます。 

○議長（大西 智君） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 道知事も要請して、そして緊急事態宣言が、12日で終わるのが30日ま

で延長になったということですが、その前は、北海道も蔓延防止対策ということで取り組ま

れてきました。蔓延防止も緊急事態宣言もどこが違うのと。実はあまり変わっていないので

すよね。ただ、自粛する。事業者に対しても営業時間を自粛させる、そして、住民にもでき

るだけ大人数での集まりは自粛しましょう、外出は自粛しましょうと一生懸命に呼びかけし

ているのです。呼びかけしていて、30日になったら、本当に緊急事態宣言が解除できるのか

と。 

今、政府は30日の緊急事態宣言解除。以前から、例えばコロナワクチンを２回接種した人

は接種証明出しましょうとか、あるいはＰＣＲ検査して陰性だった方は外に出ていいですよ

みたいな、緊急事態宣言までにどうやってコロナ感染対策を封じるのか、終息させるのかで

はなくて、それ以降どうするかみたいな話を盛んにしているのですけれども、実は、やっぱ

り今ここでやらなければならないのは、早期に無症状者を含めて感染者を早期に発見して、

そして保護して、そして感染が広がらないようにすること。このことをまず第一にやらない

と、緊急事態宣言の間、何するのかというあたりが全然ピントが定まっていないのですよ。

自粛だけでこれが収まるはずがない。だからずっと延長を繰り返しているわけですよね。 

だから私は、ここでＰＣＲ検査を増やし、診断と同時に防疫を目的として実施する。感染

のある人を早く見つけ出して、隔離、保護、早期治療するというふうにして、感染拡大と重

症化を抑制するということが、私は前から言っていますが、こういうことを町も、道も、国

も、積極的に今この時期からやっていかないと、まず駄目ではないのですかと。ここがまず

第一です。大規模なＰＣＲ検査と同時に、安全、迅速なワクチン接種というのも、ワクチン

は大分進んでいますけれども、まだ新たな希望者もいて、その対応も考えているということ

ですけれども、まず、こういう検査を行うということ。 

そして、特にエッセンシャルワーカーの人たち、医療機関、介護施設、福祉施設、あるい

は保育所、幼稚園、学校といったところなどで多くの方々と交わる仕事をされる人たちにつ

いては、定期的なＰＣＲ検査体制を確立するということも、町としては財政がないから大変

だと前から言われています。道や、そして国にも強く求めていくことができるのではないで

しょうか。やっているというかもしれませんけれども、今の国の対応は自粛を求めることが

強調される一方、こういった検査体制はあまり進んでいないのです、実は。そのことをぜひ

求めたいなと思います。 

特に、今感染が職場で広がり、それが家庭に持ち帰られ、子どもたちに広がって、学校を
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通じて拡大するという悪循環になっているということです。大規模検査で無症状感染者を把

握して、保護して、感染の伝搬の鎖を断つことが今大事です。国には検査の制度をつくらせ

て、しっかりとやっぱり財政措置を取らせる責任を果たされることが必要なのではないかと

いうことで、その点でまず、具体的に情報提供、共有だけではなくて、一つはこのことを

しっかりやっていただくこと。 

そして、もう一つは、時間内で全て言いますが、打ち切られた持続化給付金、家賃支援給

付金などの再給付も、困っている全ての人、業種に迅速な補償をするということも強く求め

ていただきたいと思います。本当に、持続化給付金にしても、国は一回こっきり、昨年やっ

たきりですよね。そしてさらに、支援の内容がコロナ以前の売上げに対して50％以上だと、

50％以上減少しているところだというような非常に厳しい条件をつけて、むしろ支援を受け

られなくしていると言わざるを得ない。ここを50％以上だったら、実際にもう商売なんか

やっていられないよという人たちのほうがむしろ多いと思います。そういう意味でいうと、

売上げの減少に対して、その割合に応じてしっかりと支援するということが大事だし、その

ことを含めて、これまで行っていた持続化給付金や家賃支援金等を再給付させるために、ぜ

ひ、町側からも強く働きかけていただきたい。これが二つ目。 

それから、三つ目は、支援なのですけれども、国は、ほとんどがネットによる申請になっ

ています。道も一部そうなっていますよね。今、北海道では、道特別支援金のＡ、月次  

支援金、道特別支援金のＢという制度それぞれやっていますけれども、そのほとんどはネッ

トによる申請なのです。ところが、国のほうの申請もそうですが、よく言葉も聞いていると

思います不備ループ、一旦申請しても書類が足りない、だからもう一回申請してくださいと

いって、それでまた申請しても、また足りないといって、どんどんどんどんと不備ループが

連続する。そんな状況も出ていますから、その辺の状況が当町の場合どうなっているのかと

いうことも、町として把握しているかどうか。 

この三つについて、まとめてお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 武川副町長。 

○副町長（武川正人君） 大規模なＰＣＲ検査の関係でございます。以前、お答えした部分も

ございますけれども、ＰＣＲ検査については、やはり国の号令の下に全国的な検査をしなが

ら人の移動を見ていくというようなことでないと、なかなか収容施設含めての関係もござい

ますので、ＰＣＲ検査の大規模な検査体制をそれぞれの自治体が行うというのはとても今難

しい状況にあるかと思います。 

とはいえ、今、重症化をさせないということが第一だというふうに考えまして、町長の号

令の下に、強制はできませんけれども、接種率を上げるための工夫をさわやかの職員、保健

師含めて、知恵を絞りながらやっています。その一つが、先ほどもご質問出ました、妊婦に

対する接種の働きかけです。本当にコロナの中で妊婦の数が減っています。ですが、やはり

安全に安心してということで、予防接種忘れていませんか、どうですかという個別のアプ

ローチもしてございます。 
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そういうことから、低年齢の子どもへも接種の関係で働きかけをしていって、洞爺湖町は、

職域接種もございましたけれども、接種率が非常に高い。先日、保健所に行ってきましたけ

れども、保健所の所長が驚いているぐらいの接種率を保っているということがございます。

今はやはり自治体でできる最善のコロナ対策については、重症化させない、予防接種の率を

上げていくということが第一だろうと思っています。 

国全体の中でまたＰＣＲ検査を常時できるような体制というのを考えているということも

聞いておりますので、現在のところは、接種率を上げていくということに重点を絞って進め

ているというところでございます。 

○議長（大西 智君） 原産業振興課長。 

○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） 二つ目のご質問でござい

ます。  打ち切られた持続化給付金や家賃支援給付金の再給付を国や道に強力に求める必

要があるのではないかというご質問でございます。 

  現在、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、町内事業者を取り巻く経営

環境は大変厳しい状況であると認識してございます。町としましても、これまで機会がある

ごとに要望しているところでございますけれども、今後も、各団体などと情報を共有し、現

状を踏まえながら、国や道に対して事業の継続を支援する施策や要件緩和など、関係機関と

連携しながら要望を行ってまいります。 

  次に、三つ目の各種支援金等のネット申請による不備ループを把握しているかという件で

ございます。こちらにつきましては、登録確認機関である商工会、それと町のほうにそうい

うご相談というものは今現在では１件もないというふうに確認が取れておりますので、今の

ところないというふうに認識してございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町の関係でございますけれども、先ほど副町長がＰＣＲ検査、

あるいは抗原検査等々の関係については説明したとおりでございますが、事あるごとに、特

に国会議員の先生が私どもの地域にお見えになったときに、どの先生にも、早くに国会を開

いて補正予算を組んでほしい。その折には、地方のことは地方自治体が、基礎的自治体が一

番知っているので、早くに臨時交付金をつけてほしいというお願いをしてまいりました。特

に、コロナ関係の国会の特別委員会のほうで、私ども北海道選出の議員のある先生でござい

ますが、私がお願いしていたことを力強く、西村大臣等々にも迫っておりました。地方創生

臨時交付金を早くにつけてほしいということでございまして、その臨時交付金が来れば、こ

の町でもまだまだコロナ対策でやらなければならないことがたくさんあろうかなと思います。

そういう意味でも、早くに国会を開いていただいて、補正予算を組んでいただければな。そ

のためには、やはり早くに全国知事会でも要望しておりますけれども、地方の声を酌み取っ

た行政運営をしていただければなというふうに思っております。 

  また、ネットの関係ですけれども、都市部では確かにネット社会になっているようでござ
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いますが、田舎のほうに来ましたら、うちの近所もそうです。年寄りはほとんどネットが使

えない、インターネットなんてやったことない、私スマートフォンなんていじったことない、

そういう人方ばっかりでございます。そういう意味では、もっと底辺の人方にも優しいよう

な、そのためには市町村窓口が窓口になって結構だと思いますので、申請の関係では、そう

いうところを利用していただいても結構でございますので、早くに何らかの手を国のほうと

して打っていただけるよう、これからも国に、また道に対して強く要望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） 立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、どちらの答弁も、町独自ではなくて国に対して強く働きかけてい

きたいということが中心の話でしたけれども、最初、ＰＣＲ検査で国が実施しないなら、も

う自治体がやるぞと、それこそ東京は区の単位で、そして全国では県の単位でＰＣＲ検査を

積極的に取り組んでいるところも、今出ているのですよね。国がやらないのなら、少なくて

も県単位でということで。ところが、北海道はどうかというと、それができていない、実は。

これは道議会でも随分求められているのだけれども、実際にはやっていない。ですから、町

単独では難しいというのはあるかもしれません。それで、例えば町村を越えて広い範囲で実

施しているなどというところもあるようですから、いろいろな工夫が必要。とにかく、コロ

ナを終息させるためには、感染者をなくしていくことなのですよね。これをしなければ終息

しない。感染者が残っている限り、また広がっていくわけですから。 

では、どうやって感染者をなくすかといったら、感染者をまず早く発見して、広がる前に

保護する、治療するということが必要なのです。それを国がやるまで待っていたとか、どこ

がやるまで待っていたのでは、全然本当は間に合わないのだよね。だけれども、予算がない

からというのは分かりますよ。少なくとも道単位で、北海道に対しても同じように強く働き

かけるべきだと。 

そして、副町長が気になることを言ったのですけれども、収容施設の確保が難しいと。こ

れは、町でやったらの話でしょう。つまり、感染者が発見できて、その感染者を収容する施

設がなかったら困るというのではないかと。つまりそれは、感染していても発見できていな

い人が中にいるということなのですよ。実際そうですからね。だから広がるのです。 

そういう意味で、緊急事態宣言が出ているこの時期なのだから、何を一番にやるべきなの

かということがはっきりしているのです。自粛、自粛を求めるだけでは感染なんか止まらな

いのですよ。もうみんな生活も大変だし、疲れ切って、だんだんと自粛の声がけも響かなく

なってきています。 

そういう意味でいうと、早期の検査、発見がどうしても必要だと。そういう本当に目に見

える対策を打っていただきたいのと、それから地元の事業者、今、町長が言われましたよう

に、先ほどは生活保護の話をしましたが、生活保護までいかなくても、とにかく少しでも支

援があれば何とか生き延びていけるというところもあるわけですから、そこは町としても

しっかり実態を把握してほしいなと。 
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不備ループは、今のところ届出がないと言っていましたよね。商工会にも、町にもね。相

談がないのね。相談したらどうにかなるのだろうか。分からないですよ。ただ、これは不備

ループが実際には起こっています。申請しても給付が決定できていないという人たちはいる

はずです。これはぜひ、商工会がここの登録団体になっていただいていますけれども、商工

会を通じてだけではなくて、町独自に事業者の実態把握をしながら、そういう問題が起こっ

ていれば、すぐに道や国にも対策を求めるという姿勢をぜひ取っていただきたいと。 

医療機関の支援もありましたけれども、ちょっと時間がないので省きます。 

これをもちまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（大西 智君） これで、５番、立野議員の質問を終わります。 

本日の一般質問は、これで終了いたします。 

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

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時４０分） 
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