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主な内容
Ｐ２ 平成30年３月会議審議内容
Ｐ３ ４月会議審議内容
Ｐ４ 一般質問
Ｐ５ 委員会活動レポート
Ｐ８ 議会の動き・編集後記

平成 年

３月会議
︵３月５日〜 日開会︶
３ 月 会 議 が ３ 月５ 日 か ら

指定介護支援事業者の指

ら毎月誕生月に変更するた
○洞爺湖町国民健康保険給付

め︑条例を改正する︒

限が北海道から市町村へ権
費支払準備基金条例の一部

定及び指導監督に関する権
限移譲されたことにより新
改正

年度の会計概要

メモリアル公園整備事業﹂︑

平成 年度予算は︑ 億１３７９万円
︵ ％減︶の骨格予算
平成

年度は︑４月に町長

﹁史跡入江・高砂貝塚保存整

平成

選挙のため政策的な予算を含

の一部改正

備事業﹂︑﹁保育所保育料の

○洞爺湖町国民健康保険条例

たに条例を制定する︒
○指定居宅サービス等の事業
の人員︑設備及び運営に関

まない﹁骨格予算﹂であるが︑

10,961,052

本年４月から国民健康保

軽減・幼稚園利用者に対する

9,913,790

する基準等の一部改正に伴

子育て支援や産業振興︑住民

71,997

日まで開会されました︒

険の都道府県化へ移行する

144,542

う関係条例の整理

助成﹂︑﹁中学生までの医療

水 道 事 業 会 計
資 本 的 収 支

年度予算編成の考え

サービスなど行政の継続性の

389,201

平成

ことに伴い︑関係する条例

費無料化﹂などを計上してい

328,555

介護保険法等の改正に伴

施策については計上している︒

水 道 事 業 会 計
収 益 的 収 支

方と教育行政執行方針が示さ

を改正する︒

10,499,854

い︑認知症の定義に係る引

9,440,693

年度の一般会計︑

159,706

る︒

159,077

れ︑平成

主なものとして︑﹁洞爺保

後期高齢者医療特別会計

用条項の改正に伴い関係条

106,793

特別会計︑水道事業会計を含

98,512

育所建設事業﹂︑﹁洞爺高校

簡易水道事業特別会計

算

1,073,571

予

1,039,609

正

介護保険特別会計

補

665,728

例を改正する︒

662,269

億１３７９万円の

公共下水道事業特別会計

○一般会計
歳入歳出をそれぞれ１億

1,634,866

めた総額

30

9.6

30

30

平成30年度各会計予算は、予算審査特別委員会を設置
して、３月７日から９日の日程で審査を行い、全会計と
も原案のとおり可決しました。

○洞爺湖町個人情報保護条例
等の一部改正

主に馬鈴薯選別機貯蔵施

９４４９万円の減額︒

に伴い︑個人情報の定義の

設の完成に伴う補助金の減

個人情報保護法等の改正
明確化や要配慮個人情報の

額や各種事業の確定による

予算審査特別委員会報告

予算案が提案され︑予算審査
特別委員会に付託され︑審議
の結果︑全て原案どおり可決

新設に伴い関係する条例を

減額補正
特別会計

○国民健康保険特別会計外４

改正する︒
○洞爺湖町介護保険条例等の
一部改正

公共下水道事業特別会計
介護保険特別会計

(単位：千円)

平成30年度各会計予算総額

しました︒
件を原案どおり

また︑条例制定・改正や補
正予算など
可決となりました︒
なお︑１人の議員が一般質
問を行いました︒

介護保険料について︑平
年度まで保険料基準額

簡易水道事業特別会計

1,346,526

計

成

を現行と同額とすることに

後期高齢者医療特別会計

国民健康保険特別会計

計

12

主な議案の審議内容
[
]

よる条例を改正する︒

各種事業の確定による補
正︒

6,859,190

小

○洞爺湖町長寿祝い金条例の
歳の長寿

6,134,700

会

般

条例制定・改正

一部改正
１００歳及び

計

総

○洞爺湖町指定居宅介護支援
等の事業の人員及び運営の

祝い金の支給時期を９月か

29年度予算

一
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基準等に関する条例の制定
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30年度予算

会 計 名
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議
審
案
議

議
審
案
議

治

議員
年齢
職業

議員

歳
会社役員

歳
塗装業

平成

年

︵４月

４月会議
４月会議が

日︶

日に開会し︑

日に執行され

専決処分の報告３件の報告が
ありました︒
また︑４月
た議会議員補欠選挙により当
選された議員の議会人事を行
いました︒

常任委員などの選任
欠員となっていた常任委
員会の副委員長や委員が選
任された︒
薫

議員

○総務常任委員会副委員長
千葉
竹林

幸子

新市

議員

議員

○総務常任委員会委員
今野

治

議員

○経済常任委員会委員
大屋

治

議員

晃

議員

○議会運営委員会副委員長
小松
広志

議員

○議会運営委員会委員
立野

[

告

主な議案の審議内容

報

○専決処分の報告︵洞爺湖町
税条例等の一部改正︶

]

地方税法等の改正に伴い︑
町民税や固定資産税等の変
更により条例を改正した︒
○専決処分の報告︵洞爺湖町
国民健康保険税条例の一部
改正︶
地方税法等の改正に伴い︑

年

加算額の引上げにより条例
を改正した︒
○専決処分の報告︵平成
度一般会計補正予算︶
地方交付税額の確定等に

情

伴う補正予算︒

陳

花 和 自 治 会 長 他５ 団 体 の 代
表から提出された﹁光回線設
置に関する陳情﹂については︑
総務常任委員会に付託され調

ⅹठ↳↮

七戸輝彦議員が４月２日に
ご逝去されました︒

議会広

建設常

副議長

議会議

初当選

心からお悔やみ申し上げま
す︒

日

年５ 月 か ら

年４ 月

○議員歴
・平成
・平成

年５ 月 か ら

員 ︵５ 期 目 ︶
・平成

年５ 月 か ら

︵４年間︶
・平成

年５ 月 か ら

任 委 員長︵１ 年 間︶
・平成

年５ 月 か ら

建設常

報 常 任委員 長︵ ２年 間 ︶
・平成

任 委 員長︵２ 年 間︶

お問い合わせ 議会事務局 ℡0142−74−3011

日執行の議会議員

大屋

新市
年齢
職業

議員
歳
自営業

27

○議会広報常任委員会委員
大屋

新市

議員
竹林

議員
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新議員の紹介
４月
補欠選挙で当選された３名

竹林

幸子

の議員︵立候補届出順︶

今野
年齢
職業

27

幸子
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査することとなった︒
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質 問 １
﹁学校等の防災拠点機
能強化と通学路等の安
全対策﹂交付金事業の
積極的活用について
年度地方財政計画によ
れば﹁都市の防災︑安全

事業があれば申請する考えで
す︒

質 問 ２
後期高齢者の健診及び
保険事業の推進につい
て
洞爺湖町の後期高齢者健
年 度 実 績 で ８ ．５ ６％ ︑ 全 道

康診査受診率は︑平成

七億円の交付金事業が含まれ

平均を大きく下回り１２３位

対策等﹂として一兆一千百十
ている︒これは︑避難所とし

です︒この現状をどのように
また︑健診及び保健指導の

て指定されている小学校など
安全性の向上や通学路の改善

実施も︑健康管理と介護予防

捉えているのか︒

などに使えるもので︑学校や

の視点を併せ効果的に進める

を中心としたエリアについて︑

地域の実態に即して︑積極的

べきではないか︒
町民の健康を守る観点か

に活用すべきではないか︒
対象事業は︑カーブミラ

難の円滑化︑防災空き地の整

よる視認性の向上といった避

行空間の確保や防犯灯設置に

性の向上︑歩道設置による歩

危険工作物の除去などの安全

側溝のふたかけ︑塀等の倒壊

いった見通しの確保︑側溝や

の低下︑認知機能低下者の早

高齢者の栄養状態や運動機能

る問診︑運動器検査を行い︑

介護予防チェックリストによ

る検査や心電図︑眼底検査や

ほかに︑栄養状態を確認でき

高齢者広域連合の委託事業の

ころです︒対策として︑後期

らも大変苦慮していると

備などといった避難地の確保

期発見に努めているところで

ーやガードレール設置と

となっています︒さらに情報

す︒

運動機能や認知機能の低下

者に対しては︑早期の介護予

防事業への参加を勧めており︑

介護予防事業へつなげている

ところです︒今後とも庁舎内

での横断的な部分で︑関係課

と協議を含め受診率の向上の

対策に努めていきます︒

質 問 ３

の契約相手方は︑再契約の意

契約の期限満了後︑現在

洞爺湖芸術館の指定管理

借りが相互に行えるほどのつ

クがつくられ︑美術品の貸し

道内の美術館ともネットワー

今や洞爺湖芸術館というのは︑

人脈と支援者のおかげです︒

思はないと表明しているよう

ながりを築き上げてきていま

洞爺湖芸術館友の会より

現指定管理期間満了とな

今後︑町や地域にとってど

いくのか︒行政自身がしっか

のような存在として活用して

会員の高齢化により指定管理

りと方針をもって対応すべき

年度以降については︑

者として施設運営に携わるこ

洞爺湖芸術館があるべき

ではないか︒

洞爺湖芸術館が指定管理

とができないと伺っています︒

る平成

す︒

ですが︑承知しているか︒

洞爺地域における振興
対策の課題について

洞爺湖芸術館

公私をいとわず関わってこら

者は飛躍的に伸びています︒

れるようになって以降︑来館

関係者間で協議を進めます︒

必要なのか︑町長部局含めて︑

か︑どんなスタッフが本当に

向︑どんな運営体制がいいの

姿︑これから進むべき方

れたスタッフの努力と豊富な

者によって管理運営をさ

答

30

を集め︑有利な財源を入れて︑

31

答

問

答

問

問

問

答
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委員会活動レポート

日

管理について︒
⑤洞爺湖町スポーツ振興基金
について︒

日

④町民プールの設備不良︑ロ

ッカー等備品の不具合︑開

設期間が一定でない︑監視

ࠐफુහտ֥ٛ

■調査事項１

トイレのみであることなど︑

■調査日

の現地調査について

馬鈴薯選別機及び貯蔵施設

いずれも日中施錠され︑児

対策を講じる必要がある︒

員の事前研修の徹底︑和式
童・生徒の利用ができない

日

平成

年１ 月

⑤スポーツ振興基金はその目

■調査結果

も確認し︑体育館トイレの

態であった︒利用者の意向

対象としている遠征対象地

用を広げるとともに︑助成

力測定などの充実などに活

主体として実施しており︑集

とうや湖農業協同組合が事業

蔵施設１棟︑選別施設１式を

事業として︑馬鈴薯集出荷貯

的を踏まえ︑町内のスポー

改善を図るべきである︒

区の緩和及び助成対象額の

出荷貯蔵施設については︑２

使用は︑トイレが全て和式

年度強い農業づくり

②母と子の館の暖房は︑大会

引き上げなど︑近隣市町と

月中旬の完成予定︑選別機は

平成

等の開催時には︑競技者以

も差異のない範囲で見直し

ツ愛好者を増やす施策や体

外の観戦者対策として︑ジ

日完成︑２月１日に引

１月

で柔軟なスポーツの振興に

を図ること︒また︑総合的
温や出入口の暖気保温対策

寄与する基金としての運用

渡しの予定となっている︒

本施設の本格稼働により馬

鈴薯の新たな販売戦略として

有効な施設となることが望ま

はかるべきです︒
内に１ケ所は︑大鍋を洗う

設

鉄骨造︑平屋建１

約２億３２２０

ｔ /日︵旧施

ｔ /日︶

・処理量

○馬鈴薯選別施設

万円

・事業費

０００ ㎡

・構造

○集出荷貯蔵施設

れる︒
る必要がある︒

ことのできる洗い場を設け

③虻田ふれ合いセンター厨房

を講じる必要がある︒

ェットヒーター等による保

で︑暖房も無く不十分な状

状況である︒学校解放時の

常 任 委 員 会 活動レポート
ྩુහտ֥ٛ

月

■洞爺湖町体育協会との懇談

年

■体育協会との懇談会におけ

年２月

る質疑・要望事項の調査
◆調査日
平成

◆調査結果

30

29

会について
◆懇談日
平成
◆懇談結果
体育協会役員及び構成団体
の代表者より質疑・要望があ
り︑次のように対処しました︒
︻町へ要望すべき事項︼
①防災上の避難場所でもある︑
虻田小学校グラウンドに夜
間照明の設置の検討︒
②スポーツ少年団による体力
測定を年２回実施に︒
︻委員会として現地調査すべ
き事項︼
①学校開放利用時の虻田中学
校・虻田小学校の体育館ト
イレについて︒
②母と子の館体育館の暖房に
ついて︒

①虻田小学校体育館トイレ及
び︑虻田中学校体育館トイ

③虻田ふれ合いセンターの調
理室の洗い場について︒

５ 洞爺湖町議会だより

洞爺湖町体育協会との懇談会
レの現況を確認したところ︑

町民プール

20

④洞爺湖町プールの施設及び

虻田ふれ合いセンター厨房

11

29

58

13

31

35

30

29

委員会活動レポート
・施設内容

土落機︑選別

■調査事項３

日
年

月末

洞爺湖町商工会の現況と課
題について

装置︵４・２個/秒︶︑
空洞センサー装置６ 台︑
年２月

■調査結果

平成

■調査日

量機２台︑金属探知機１
台など
会員数は︑平成

名

名︵４名

年度から総代数

名減︶︑役員

平成

総代及び役員数については︑

現在で３０３名となっている︒

12

れている︒

■調査事項４
事業者を取り巻く環境は︑人

■調査日

と課題について
日

洞爺湖温泉観光協会の現況
口減少︑事業者の減少︑高齢

平成

今後の課題として︑小規模

洞爺湖町の農業の課題とし

化や後継者不足など様々な課

で

・１％ 増加している状況

である︒

協会の取組みとして①観光

情報の発信︑②観光客旅客誘

致事業︑③受入整備事業︑④

スポーツ観光の普及促進の４

事業を主軸として︑世界に誇

れる魅力ある観光都市の実現

に向けて事業を推進している︒

課題については︑インバウ

ンド対策を中心に実施してき

たが︑外国人観光客の誘致に

当たっては︑国際情勢によっ

て状況が変動することがあり︑

それを踏まえた対応も必要で

ある︒近年増加傾向にある個

人旅行者対策や国内旅客誘致

ＩＴ︵個人旅行客︶をターゲ

対策の強化が課題であり︑Ｆ

洞爺湖温泉の観光客入込数

■調査結果

年２月

て︑花嫁対策については︑町

題を抱えており︑平成

年に

の婚活事業として現在まで６

小規模企業振興基本法が制定

ットとした情報発信対策や︑

万人を超える

を進めて行く必要性があると

ピールした修学旅行客の誘致

ユネスコ世界ジオパークをア

万８千
人︑本年度は

年度が約
企業の振興に関する施策の基

見込みである︒

は︑平成

後継者対策については︑洞

本となる﹁洞爺湖町小規模企

され︑当町においても小規模

爺下台地区のみならず他の地

業振興条例﹂の制定について

思われる︒
ジョンを策定し︑新規就農や

育成を目的とするスポーツク

会により提言のあった青少年

ソーシャルネットワークサー

整備やインスタグラムなどの

の８割がリピーターとの調査

なか︑北海道を訪れる観光客

外国人観光客が増えていく
農業振興を促進するための議

ビスにより平成

関口であるＪＲ洞爺駅の利便

ーを増やすため︑当地域の玄

結果があり︑新たなリピータ

ライミング施設に対して町と

月現在

万４千人と前年同月比

年

年度が約

論の場づくりを早急にスター

万２千人︑平成
で約

しても支援が必要と思われる︒

プセールス︑Ｗi ‐
Ｆi環境

インバウンド対策としてトッ

また︑外国人観光客数は︑

区においても高齢化や後継者

検討されたい︒

続して実施されたい︒

25

トする必要があると思われる︒

また︑地域活性化特別委員

不 足 が 起 き て お り ︑５ 年 後 ︑

28

約 ２ 億５ ９ ０ ０

16

減︶の見直しを行うこととさ

︵

30

組が成立しており︑今後も継

農業の課題について︑意見交

30

自動秤量機６ 台︑手動秤

馬鈴薯選別施設
年後の洞爺湖町の農業のビ

ボルダリング

28

29
23

80
26

換を行った︒

20

・事業費
万円

■調査事項２

日

洞爺湖町農業委員会との意
見交換について
年１ 月

■調査日
平成
■調査結果
洞爺湖町農業委員会の事

16
70

29 28

集出荷貯蔵施設
務・事業の報告と洞爺湖町の

10

69

12

29

30

24

30

６

洞爺湖町議会だより

委員会活動レポート

「議会だより」のアンケート結果について公表します
「
す
議会広報常任委員会では、よりわかりやすく読みやすい「議会だより」の発行を目的に、洞爺
湖町議会だより№47（2018．２）に掲載しました「議会だより」
アンケートを実施しました。
今回、その集計結果と寄せられたご意見を公表いたします。
（スペースの関係で一部割愛さ
せていただいています。）
アンケートにご協力いただきありがとうございました。

「
「議会だより」アンケート結果
集計期間
平成30年２月10日〜平成30年３月31日

回答者数
５名

集計結果

⑤議会だよりの改善点
２件
「年度末にでも各議員がどれだけ質問した
か、その質問に対してどれだけ改善された
かを一覧表にしたページを作成したらどう
でしょうか」

①「洞爺湖町議会だより」は読んでいますか。
「１ 毎回読んでいる」・・・４名
⑥議会に対してのご意見
無回答・・・１名
４件
・「早く定数を減らせ。人口が減っているの
②議会だよりの内容はわかりやすいですか。
に定数を減らせないのは何かそれなりの理
「１ よくわかる」・・・２名
由があるのか？選挙の時に当落線上の議員
「２ ある程度わかる」・・・３名
が反対しているとすれば、言語道断だ。早
くこれを処理しなければ誰でもなれる議員
③興味を持っている内容は
になる。」
「１ 審議内容」・・・１名
・「初めて読ませて頂きました。ありがとう
「２ 一般質問」・・・２名
ございます。興味深く又町の様子が伝わっ
「３ 委員会レポート」・・・１名
て郷土を想い出す情報誌として大切にした
無回答・・・１名
いと思います。」
・「旧虻田町と温泉には現在も公園が３ヵ所
④発行されるまでの期間は
もありますが、洞但町には公園としてはな
「１ 丁度よい」・・・３名
いです。曙の地区の彫刻を一つとして公園
「２ やや遅い」・・・１名
とする。樹木と花を植えて春〜秋までの公
無回答・・・１名
園として整備すると良いと思います。」

７ 洞爺湖町議会だより

性及び安全性の向上を図るた

め︑エレベータの設置などバ

リアフリー化や洞爺温泉地区

の歩道等のバリアフリー化

︵歩道段差解消︶など環境の

整備が必要である︒

また︑雇用の場の確保や移

住定住対策のためにも︑町営

住宅や教員住宅等の提供にも

今後検討が必要と思われる︒

観光協会との懇談会

議会の動き
2月

13日 総務常任委員会(Ｐ5参照)

16日 経済常任委員会(Ｐ6参照)
19日 会派代表者会議

21日 総務常任委員会

22日 経済常任委員会

26日 議会運営委員会
例月出納検査

17日 議会広報常任委員会

簡単な手続きで、どなたでも

20日 会派代表者会議

24日 議会運営委員会

議会の傍聴ができます。ぜひ、

25日 例月出納検査

一度傍聴にお越し下さい。

７日〜９日

予算審査特別委員会(Ｐ２参照)
9日 議会広報常任委員会

６月会議は６月15日から

５日 議会運営委員会

９月会議は９月10日から
12月会議は12月10日から
開催予定です

６日 議会運営委員会
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12日 全員協議会

26日 例月出納検査

4月

議会を傍聴
してみませんか
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５日〜12日

平成30年の議会の日程

８

洞爺湖町議会だより
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3月

３月会議(Ｐ2参照)

27日 ４月会議(Ｐ３参照)

