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

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は、12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、７番、千葉議員、８番、今野議員

を指名いたします。 

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

◎議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第２、議案第54号洞爺湖町景観条例の制定についてを議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書１ページでございます。 

  議案第54号洞爺湖町景観条例の制定についてでございます。 

  洞爺湖町景観条例を次のように定めるものでございます。 

  本制定の主旨でございますが、洞爺湖町には、洞爺湖や有珠山をはじめとして、すばらし

い自然景観がございます。また、洞爺湖高台地区に代表されるような田園風景、また、さら

には貴重な文化遺産などもあります。これらの貴重な景観資源を良好に保ち、次世代に引き

継ぐとともに、良好な景観づくりが町の魅力、観光地としての魅力を高めていくものにつな

がるものと思っております。その思いから、本条例を定めるものでございます。 

  条例は、22条からなってございます。条例順に説明をさせていただきます。 

  第１条では、条例の目的としまして、町民、事業者、行政の協働により景観を守り、創り、

次世代に継承すると定めてございます。 

  第２条では、用語の定義としまして、景観づくりから工作物までを定めてございます。 

  ２ページから３ページにわたりますが、第３条から第５条では、町、町民及び事業者の責

務をそれぞれ定めてございます。町は、町民及び事業者の意見反映に努力しながら、施策策

定と計画的な実施、町民は景観づくりへの理解と施策への協力に向けた努力、事業者は事業

活動における景観への配慮及び施策への協力に向けた努力を定めてございます。 

  第６条では、景観計画を定める規定と計画策定に当たっての洞爺湖町景観審議会の意見聴

取について定めてございます。 

  第７条では、特に重点的な景観づくりを進める必要がある景観形成重点区域の指定につい
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て定めております。 

  第８条では、計画策定を踏まえた景観計画の策定をしない場合の手続について定めてござ

います。 

  第９条では、条例で定める届出を要する行為について、３ページにわたりますが、第10条

では届出に係る事前協議について、第11条では事前協議の際の指導又は助言について定めて

ございます。 

  第12条では、届出に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認め、設計の変

更、その他の必要な措置について勧告する際は、あらかじめ洞爺湖町景観審議会の意見を聞

かなければならないと定めております。 

  第13条では、適用除外となる行為について、第14条では届出を要する行為のうち条例で定

める特定届出対象行為について定めてございます。 

  第15条では、変更命令等を行う際の手続の方法について定めてございます。 

  第16条では、景観法に定める景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方法等に係る洞爺湖

町景観審議会への意見聴取について定めてございます。 

  第17条では、景観重要建造物の管理方法の基準について定めてございます。 

    ４ページから５ページにわたりますけれども、第18条から21条では、景観審議会の規定に

ついて任期や会長及び副会長の規定のほか、会議の招集方法等について定めてございます。 

  第22条では、条例の施行に関して必要な事項は規則で定める委任の規定を定めてございま

す。 

  附則でございますが、この条例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。た

だし、第９条から第17条までの規定につきましては、景観計画を定めた旨の告示の日から施

行するものでございます。 

  経過措置としまして、この条例の施行の際に北海道景観条例の規定によりなされた処分、

手続、その他の行為については、この条例の相当規定によりなされた処分、手続、その他の

行為として見なすことを定めてございます。 

  また、条例の施行日から景観計画を定めた旨の告示日の前日までの間は、北海道の景観計

画を洞爺湖町の景観計画と見なすことを定めたものでございます。 

  以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありますか。 

１番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 何点か確認をさせていただくのと質問をさせていただきたいと思う

わけであります。 

  いよいよ景観条例の制定案が提案されました。私自身も、長年こういう景観条例を制定す

べきだという考え方を持っていた一人として、制定の提案までに担当課は非常に苦労された

だろうし、努力されたのだろうと思います。したがって、冒頭、心から感謝とお礼を申し上
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げたいなと思います。 

  私は、景観条例というのは、今、副町長が提案されておりましたように、自然景観を守る

とか、あるいはまた、高台の田園都市などもある、あるいはまた世界遺産など、そういった

ものを守りながら次世代に継承していくのだということの説明が今あったわけでありまして、

それは当然なことでありますけれども、私ども生活するに当たって、やはりこういう自然景

観を守るということは極めて重要でありますけれども、私は特に、こういう景観条例を守る

場合において、生活環境の景観とか、あるいはまた保全というものはどう考えているのか、

こういう条例に盛り込むべきではないのかなという考え方を持っている一人であります。 

  洞爺湖町というのは、ご存じのように環境サミットも開催された町であります。したがっ

て、景観というのは、これからもずっと守っていかなければならないのは当然なことであり

ますけれども、冒頭申し上げたように、すばらしい生活環境の保全なども守るということか

らいけば、どうも私が気になるのは、政党の看板であるとか、あるいはまた選挙の立候補予

定者の看板等々も軒並み建植されていると。こういったところは、やっぱり景観条例を制定

する場合に、いろいろと議論を深めたのではないかなという思いは持っておりますけれども、

聞くところによると、そういう政党看板であるとか、選挙立候補予定者看板というのは、許

可を取って建植しているからどこにでも立てていいのだという考え方を持っている人が多く

いるだろうと思います。しかし、そういう法律がそうだからといって、その地域を守る、保

全をするということはその町の条例のほうがもっと効力がある。法律よりもその自治体の条

例というものが物すごく効力があるものなのだよということは以前にも申し上げたのではな

いかなと思うのですよ。 

そこで、ひとつお伺いしますけれども、そういう政党看板であるとか、あるいはまた立候

補予定者の看板等々は、立てるなとは言いません、私は。限られた場所を制定すべきではな

いのかなという気がするのですよ。やはり私自身も選挙で立候補したりするわけであります

から、看板も立てることはありますけれども、限られた指定された場所に立てると。そして、

期限が過ぎたら全部撤去すると。そういう町にするべきだなと。限られた場所というのは、

例えばどういうところかというと、当然洞爺湖町においては選挙となったら48か所だったか

な。そういう公営掲示板が立てられます。その公営掲示板の限られた数か所にそういう看板

を立てるのを許可して、あとはご遠慮してもらうという条例というものはやっぱり重要でな

いのかなという気がするのですよ。 

私は、箱根町に行ったときも、景観条例の制定に対して質問させていただきました。それ

から栗山町に行っても、環境条例を制定しておりますから、この辺を説明されると、箱根町

も、栗山町も、国会議員の看板だとか政党看板にあまり手をつけないような、遠慮がちな面

を聞かされたわけでありますけれども、少なくとも洞爺湖町というのは環境サミットを開催

された町であります。したがって、こういう景観条例を制定する場合には、そういう政党の

看板であるとか、あるいはまた悪質な商業看板というのは最近見受けられませんけれども、

そういったことも規制するような条例というものをやはり私はつくるべきではないのかなと
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いう気がするのですが、今日までの条例制定するに当たっての流れをひとつ説明していただ

ければなと思います。 

○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景観計画の関係でございます。 

  今回、ご提案してございます景観条例におきましては、今後の洞爺湖町の景観を守り、次

世代へ継承するために必要となる景観計画を定める規定を設けてございます。 

この景観計画につきましては、今回ご提案しております景観条例（案）の作成に先立ちま

して、景観計画策定委員会というものを立ち上げまして、昨年２月より、これまで５回に及

ぶ会議を重ねまして、計画の素案を作成してきたところでございます。 

この景観計画の素案を参考資料として、添付した上で今回の景観条例（案）のパブリック

コメントを行いましたが、意見等の申出はなかったというような状況となっているところで

ございます。 

  この計画（案）の中身におきまして、今ご質問ございましたような屋外広告物による景観

づくりについても記載してございますが、洞爺湖町での屋外広告物による景観づくりにつき

ましては、北海道が制定してございます北海道屋外広告物条例に基づき景観の誘導を図って

いくということとしているところでございます。 

  北海道屋外広告物条例におきまして、北海道らしい景観や環境を特に保全する必要がある

地域として、禁止地域ですとか許可地域といった地域設定をした中で、屋外広告物等自然景

観との調和を図るルールが定められてございます。この中で、適用除外広告物というものが

ございまして、公職選挙法に基づき、表示または設置されたものにつきましては、許可や禁

止などの規定が適用されないということになってございまして、今ご指摘ございました政党

看板等に限定した整理というのはなかなか難しい状況となってございますけれども、その掲

示物が、例えば破れたり倒れたりといったような場合がもしあるようでしたら、道路パト

ロール等の際に、掲示責任者を確認した上で適切な管理を促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） １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、経済部長のほうから、いろいろ条例の協議事項等々も含めて、

法的なことも含めて、あるいはまた北海道の条例に基づいての答弁もあったわけであります。

そのようになっているでしょう、それは。 

でも、私は、先ほど申し上げましたように、その町の環境をどう守るのかということを考

えてみたときに、法律よりも、北海道の条例よりも、その町の条例のほうが効力あるのです

よということなわけなのです。これは間違いありません。もしあれだったら、いろいろな学

者の方々にも聞いて結構ですから。 

  私は、何といっても洞爺湖町というのは、昨日も申し上げたように、景観だとか、すばら

しい世界遺産もある、遺跡等もあるということから、そういったものを目にしながらまちづ

くりを進めていこうとするならば、やはりこういう選挙の看板だとかといったものもある程
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度制約するような条例をつくり上げるべきだなと思うのですよ。これは、もしやったならば、

真屋町長の劇的すばらしい全国的にも有名になることになるのではないかなと。つくれない

わけではないのですよ、この条例というのは、町の条例というのは。 

だから、少なからずや、私はそういう政党看板だとか、あるいはまた立候補予定者の看板

を、立てるなと言ってないので、立てる場所を数か所なら数か所に決めて、そしてやっぱり

町全体の環境美化を守るのだという意識を向上させるためにも、そういう条例が必要でない

のかなと思うのです。 

  私は、今までずっといろいろな方々との意見交換の場でも話したように、政党看板であれ、

立候補予定者看板であれ、もう選挙終わってでも永久に建植している。そのことによって、

先ほど部長も触れていましたように、涙流しているのか、喜んで流しているのかよく分から

ないのですが、よだれを垂らしているような、そういった看板も放置されている。こういう

看板こそ、しっかりとやっぱり管理する必要があるのではないかなという気がするのですよ。

町の中歩いてみてください。選挙近いせいか、国会議員の看板だらけだ。 

  それで、例えば政府の中にも内閣副総理という方がおります。その方々の会派があって、

所属されている議員の方々が述べていたことが、私は非常に共感を覚えたのですよ。という

のは、その副総理をやっている方の会派の中では、派閥の中では、年から年中看板を立てて

いたからといって選挙に勝てるとか強くなるというものではないということで、その派閥の

方々は、年から年中看板立てるということはやっていないようですよ。そういう発言をした

方が間違いなくおります。どなたかといったら言えますけれども。 

したがって、永久的に看板を立ててですね、見てください、涙流しているのか、喜んでい

るのか、ひっくり返っていても、そのまま放置されている。最近はちょっと見当たらなく

なったような気もするけれども、ああいった看板こそ、環境美化を悪化しているような気が

して私はならないのであります。したがって、そういった条例化を図るという環境づくりを

ぜひ真屋町長にやっていただきたいと思うのですが、町長いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 広告看板にはいろいろな種類があろうかと思います。しかし、いつも

きちっと立っているものについては別なのですが、特に選挙が近づくと政党看板、あるいは

候補者看板、こういうものも目立ってまいります。公職選挙法、そして洞爺湖町の選挙管理

委員会規定の中でもいろいろ調整をしながら、公設掲示板を設置したり等々やっているわけ

でございますが、特に選挙の関係については、これからも申合せ事項みたいなものをしっか

り整備しながら、考えていかなければならないだろうなというふうに思っております。 

また、今回の洞爺湖町景観条例の策定に当たって、いろいろな方々の審議会の委員はじめ、

ご意見を賜りながら成案としてつくったわけでございまして、今回はこれを何とか通してい

ただいて、不足する部分については、随時やはり検討を加えていかなければならないだろう

というふうにも思っております。 

そんな中、今、議員からご提案いただきましたものも、当然、町の美化関係、あるいは環
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境問題等からもしっかりした対応を今後も継続して、逆に前向きに進めていかなければなら

ないだろうというふうに考えておりまして、今の補い切れなかったところについては、今後

も検討をさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございますか。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回の提案されている洞爺湖町景観条例の制定、私は大変歓迎するも

のであります。 

そういう中で、ただ、中身を幾つか確認させていただきたいと思うのですが、条例そのも

のはあくまでも基本的な中身ということで、具体的な内容については景観計画に委ねられる

ということだと思うのですけれども、洞爺湖町が景観自治体として認知され、その下で景観

計画を立てて、地域の、いわゆる景観形成重点区域を指定しながらまちづくりに取り組んで

いくということなのですが、これは単に行政がそういう計画を持つだけではなくて、当然そ

れぞれの地域の住民がその地域の将来の在り方としてしっかりと共通認識として共有できる

ものでなければならないと思うのですね。その辺については、景観計画のパブリックコメン

トもされておりますけれども、まだまだやっぱり町民の中には景観条例も含めて、具体的な

景観計画も十分浸透し切れていないという気がします。その辺で、条例をつくった後のこの

後の景観計画をいかに具体的なものに地域の合意を図るような方向で取り組んでいくのかと

いうことを一つ伺っておきたいと思います。 

  それからもう一つは、計画をつくっても、計画というのは、どこの自治体でもそうですが、

景観条例をつくって、その下で景観計画をつくりますが、必ず見直しをしていくのですね。

１回つくったらそれで終わりではなくて、常に見直しのための必要な協議会なり委員会、あ

るいは町民や事業者の意向調査もしながら見直しを図るということになっているのですが、

この辺についてはどういう対応をされる予定なのかということ。 

  それから三つ目は、こうして条例をつくってはいるのですけれども、例えば条例に基づい

て具体的な計画が出されて、その中身にそぐわない、また、そのことについて協力いただけ

ないという場合の手続として、ここの条例には、例えば勧告であったり変更命令等の措置は

あるのですけれども、これがどの程度強制力があるのかということについても確認をしたい

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景観計画のほうの策定に向けた今後

の動きということでございますけれども、洞爺湖町では現在、北海道が定めました北海道景

観計画に基づき良好な景観形成に向けた取組を進めているところでございますが、今後につ

きましては、洞爺湖町自身が景観行政団体へ移行しまして、当町が作成した景観計画に基づ

いて、町独自の基準に基づいた管理を行っていく予定としてございます。 

  今回、ご提案しております条例（案）のご承認をいただいた場合につきましては、新年度

の４月１日より景観行政団体への移行と同時に、景観条例が施行されまして、条例に基づい
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た景観審議会を立ち上げる予定としてございます。４月中旬には景観計画素案のパブリック

コメントを実施しまして、その後、５月中旬には都市計画審議会及び景観審議会に対しまし

て計画（案）を諮問する予定としてございます。各審議会からの答申及びパブリックコメン

トにより出された意見等を基に、最終的な修正を加えた洞爺湖町の景観計画を作成しまして、

令和３年６月１日からの施行を目指しているところでございます。 

  あと、ご質問ございました計画の見直しでございますけれども、そういう意味での計画自

体がまだ定まっていないということもございますので、今現在、素案の中で、何年ごとで見

直すというような記載まではされていないところでございますけれども、これが条例の中で

も規定されてございましたけれども、計画に対して申出等があった場合については、随時新

たな変更等を加えた中で変更を盛り込んだ計画としていくという規定も法律上は定められて

いるところでございますので、それに基づいて見直し等は当然していかなければいけないと

いうふうに考えているところでございます。 

  あと、町の定める規定に対してそぐわない場合の対処についてでございますが、これにつ

きましては、条例の中でも記載してございますとおり、それに対しては指導、助言、勧告、

あるいは規定の中では命令までいけるということで設けてございますけれども、これに対し

ては、町としてできることは命令までということでございまして、これに違反する場合につ

いて、罰則等は特に設けられているわけではございませんので、そこについては、事前協議

の段階でしっかりと町として景観についてはこういう形でまちづくりを進めていきたいのだ

という旨をしっかり事業者にお伝えして、協力を促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） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） これから景観計画をつくって、それをパブリックコメントなど含めて

住民の合意を図るということなのだと思うのですが、景観形成重点区域を幾つか町内に設定

しようとしているところがあるわけですが、そのパブリックコメントは、正直言って、回覧

を回した、あるいはホームページでそれを募集したといっても、実際にそのことを目にする

方、あるいはそのことで町に意見を提出するというのは、本当にごく僅かだと思うのです、

今までもそうですが。 

コロナ禍の中で、地域の住民の方々に集まっていただいて、直接説明をしたり意見を聞く

というのはなかなか難しい面はあるかもしませんけれども、それにしても、やはりその地域

のまちづくりにとって非常に大切な基準といいますか、規定なわけです。時には、利害関係

が絡んでくる場合もあります。そういうことをしっかりと町民に理解していただいて、その

地域の住民と一緒になって景観を守っていこうという機運をつくる上では、今までのような

回覧で回したり、パブリックコメントをホームページで募集するだけでは、私はやっぱり不

十分だなと。特にそういった点では、３密の対策を取りながらでも一定の住民への説明も含

めて、直接意見を聞く場も設ける必要があるのではないかと。 

これは特に、最後のほうでお話ありましたが、そぐわない場合の強制力というか罰則はな
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いわけですよね。だから、本当に住民と地域ぐるみで紳士協定といいますか、お互いの合意

というものが前提になるのだと思うのですよ。そういうことをしながら、ただ、従わないか

ら命令しますということではなくて、そういう意味での、例えば洞爺地域、湖畔沿いの地域

をどう保全していくのかということも含めて、その地域その地域にとって住民が納得できる

方向に町がやっぱりきちんと対応すべきなのだと思うのです。そういう対策をしっかり持っ

ていただきたいということ。 

それから、計画の見直しは、法律上はそういうことをしていくことが定義されているのだ

けれども、具体的に計画の中にこれまでの景観条例、景観計画が計画どおりに進んでいるか

どうかということを必ず一定期間、２年なら２年に１回、検証をして、そしてその不十分さ

をただしていく、計画に反映していくということを繰り返しやっていかなくてはいけないの

であって、さきの説明のように、申出があった場合にやるのではなくて、そういったことを

率先して進めていきながら、現実性のある景観計画をやはりつくっていくことが大事なのか

なと。そういう対応を条例ができた後の対応としてはしっかり取り組むべきことではないか

というふうに思うのですが、そのためだけの、いわゆる協議会というか審議会、ニセコなん

かでもそうですけれども、つくっています。大学の先生方なんかも入れながら、専門的にそ

のことを研究、分析しているというところもありますから、ぜひそういう対応を私はやるべ

きだと思うのですが、その辺は、そういったことも含めてこれから検討されるのでしょうか。

まず、それを伺っておきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今ご質問ございました中で、まず地域の理解という部分におきま

して、パブコメ、回覧では不十分ではないかというご指摘もございました。 

    今回、条例案を提案する際には、当初11月24日から26日の３日間で住民説明会を実は開催

する予定で回覧もしていたところでございましたが、いかんせん新型コロナウイルス感染症

拡大の影響によりまして中止とした経緯がございます。この際には、希望者に対して個別の

説明を行う旨を記載して、そこでも周知は図ったところでございましたけれども、なかなか

希望する方というのは、おられなかったという状況でございます。 

  ただ、住民説明会中止の回覧も急に回したものですから、当然周知が追いつかないだろう

ということで、実は、会場には職員のほうを派遣してございまして、来たお客様に対して

ちゃんとした説明ができるようにという体制を整えて待機していたところ、実は、洞爺地区

でしたけれども数名の方が来られて、その方からの質問があった部分については、お答えを

させていただいたという経緯がございます。 

  また、計画の変更につきまして、委員会みたいなものを立ち上げたらいいのではないかみ

たいなご提案もございましたけれども、その辺の手法等については、今後勉強させていただ

いて、どういった形がいいのかというのをちょっと考えていきたいなというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 
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６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 景観条例のある町として、第一歩を踏み出すということは、私も大

変いいことだなというふうに思っています。 

  かつての洞爺村時代の話で恐縮なのですが、条例制定の動きがございまして、ただ、制定

に至らなかった部分では、やはり今後、この地域の発展の足かせになるのではないかという

ことから断念した経緯を鮮明に思い出したわけですけれども、この町での条例制定に当たっ

ては、一つの建物の建設計画を端に発して機運が高まって条例制定にこぎ着けてきていると

いう経過だったと思います。 

  そこで、まず一つ、参考までに、私どもの町もやっと景観条例のある町というふうにス

タートするわけですが、道内で幾つぐらいの景観条例を持っている町、もしお分かりであれ

ばお答えいただきたいということと。 

  これから、外国資本等もいろいろ入ってきていますので、きちんとしたある意味では開発

行為も認めていかなければいけませんが、逆にしっかり計画といいますか、条例に基づいた

開発以外はさせないのだという力強い気持ちも持っていかなければいけない。 

それから、景観といっても、先ほどもどなたかがおっしゃっていましたけれども、自然だ

けではなくて、田園の風景であったり、文化であったり、歴史だったり、この辺はジオパー

クもありますし、縄文遺跡群もあります。そういったものも含めた中で、景観条例というの

が機能していく。スタートしたばかりですから、これからだと思いますが。 

そこで、景観条例のある町として、広く羽ばたいていくには、町民一人一人が景観をしっ

かり守っている町なのだという意識を持つことがとても重要だと思います。今、６番議員の

方もおっしゃいましたけれども、どうやってこの景観条例を町民一人一人に理解してもらう

かという努力がないと計画だけ立ててもあまり意味のないことになってしまうので、むしろ、

そちらのほうに全面的な力を注いでいただきたい。まだ具体的にはないかもしれませんが、

その考え方をちょっとお聞きしたいなということと。 

  それから、そういう興味を持つ町民の方々が増えれば増えるほど、逆に計画したものに対

しての課題や問題点等がひょっとしたら出てくるかもしれません。そういった意味でも積極

的に意見を述べてもらえる、関わってもらえるという意味でも大切なことだと思うので、そ

の手法はいろいろあるかもしれませんが、むしろ行政側から町民のほうに近づいていって、

いろいろな機会を通して景観条例ということの大切さ、それでこの町をこうやってつくって

いくのだという重要さをしっかり伝えていっていただきたいということをお願いしたいので

すが、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） ただいまのご質問でございます。まず、道内の景観条例を持って

いる自治体の数につきましては、後ほどご報告させていただきたいと思います。 

  あと、景観条例の理解を進める方法でございます。確かに条例の中で、基準を定めた中で

これを住民の皆様に理解していただくというのはなかなか大変な部分というのはあろうか
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と思います。実際には、専門的な部分が多くございますので、 実際には現場のほうで対処

されます施工業者ですとか、その辺にも併せて周知はしていかなければいけないのかなと

いうふうには思ってございますけれども、まずは、その中身を住民の皆様に理解していた

だくという部分については、どういった周知の仕方がいいのかも含めて検討させていただ

いて、少しでも理解が進むように働きかけを行っ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） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第54号洞爺湖町景観条例の制定についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することに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、議案第54号洞爺湖町景観条例の制定については、原案のとおり可決されまし

た。 

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

◎議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第３、議案第55号洞爺湖町育英資金の基金条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書６ページでございます。 

   議案第55号洞爺湖町育英資金の基金条例の一部改正についてでございます。 

   洞爺湖町育英資金の基金条例の一部を改正する条例を次のように定めるものです。 

   改正理由でございますが、育英資金のさらなる充実とともに、学校教育の充実に資する事

業活用を図ることを趣旨としてございます。 

   改正の要点としまして、１点目でございますが、貸付金及び給付金の増額及び貸付金返済

における軽減対策を拡充し、育英資金活用者への支援を強化するものでございます。 

   ２点目としまして、基金を有効利用する観点から、学校教育におけるソフト事業等への基

金活用についての規定を設けるものでございます。 

   それでは、議案説明資料の１ページをお開きいただきたいと思います。 

   まず、条例名を洞爺湖町育英資金等教育振興基金条例に改めるものでございます。 
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   第１条、設置目的でございますが、前文を次のように改めます。「本町の教育振興を図る

ため、洞爺湖町育英資金等教育振興基金を設置し、勤勉な学生、生徒にして経済的理由によ

り就学困難なる者及びその保護者に対して育英資金の貸付け及び給付を行う。また、学校教

育の充実を図り、有能なる人材の育成を図ることを目的とする。」に改めるものでございま

す。 

   第２条、積立てでございますけれども、育英資金を教育振興基金に改め、同条の次に第２

条の２、積立金の処分としまして、育英資金の貸付け及び給付に関すること。及び「学校教

育の充実に資する事業に関することに限り、積立金を処分することができるものと定めるも

のでございます。「第２条の２」を「第２条の３」とし、育英資金の種類について、返済の

必要な貸付金と返済の必要のない給付金について分かりやすい言葉に改めたものでございま

す。 

   資料の２ページになりますけれども、第３条から第５条の見出しに育英資金の文言をそれ

ぞれ追加し、貸付金の文言を第２条の３に併せて変更するものでございます。 

   第６条を第１０条とし、第５条の次に次の４条を加えます。 

   ３ページになりますけれども、第６条、奨学資金貸付金及び入学時一時金貸付金の返還猶

予及び減額返還としまして、第１項では、返還に際しての猶予や減額に係る該当事由を定め、

第２項から第４項では、その期間や減額の額について定めてございます。 

   ４ページにわたりますけれども、第７条、返還を怠った場合の措置としまして、正当な理

由がなく返還を怠った場合の延滞金について定めております。 

   第８条、奨学資金貸付金及び入学一時金の返還の免除としまして、借受者が死亡したとき

や重度の心身障害者になった場合は、返還を免除できる規定を定めてございます。 

   第９条、奨学資金貸付金の返還の免除の特例としまして、返還期間中における年収や雇用

形態により特例として返還額の一部を免除する規定を設けてございます。 

   ５ページになりますが、別表でございます。奨学資金貸付金及び入学給付金の額を増額し

てございます。貸付金では、これまでの「１万円」を「１万2,000円」に、「１万3,000円」

を「１万5,000円」に、「１万8,000円」を「２万1,000円」に増額してございます。また、

給付金のほうでは、これまでの「５万円」を「８万円」に、「10万円」を「15万円」に増額

してございます。 

   議案書の９ページに戻っていただきたいと思います。 

   附則でございます。 

１の施行期日でございますが、条例は令和３年４月１日から施行するものでございます。 

第２項以降は、経過措置でございます。この条例の施行の日の前日までに改正前の洞爺湖

町育英資金の基金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規

定によりなされたものとみなすこととする規定でございます。また、改正前の資金  規定

やこれまでの返還対象者への適用に係る経過措置も定めているところでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。よろしく御審議をお願いいたします。 
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○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回の育英資金の基金条例の改正は、おおむね私は中身として非常に

よろしいのかなというふうに思うのですが、ちょっと二、三、確認も含めてお聞きしたいと

思います。 

  まず、町の育英資金、名称が育英資金等教育振興基金条例というふうになるのですが、こ

れの対象となる学生の要件については、従来どおりの要件に変更がないのかどうかというこ

と、その要件も含めてちょっと説明いただきたいなと思います。 

それから、この基金の貸付額とか給付額が従来よりも引き上げられました。そのことに

よって、そうすると原資をどう確保するかということなのですけれども、この原資をどう確

保する予定でいるか説明をいただきたいと思います。 

そして、この基金の活用の積立金の処分の中に学校教育の充実に資する事業というのも加

わりました。そうすると、学校教育の充実に資する授業とはどのような事業を想定している

のかということですね。このことについても説明をいただければというふうに思います。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず１点目の学生の対象の要件についてでございますけれども、

これにつきましては、まず学資金、それと入学時一時金貸付金につきましては、保護者、そ

れとこれに代わるべき者が洞爺湖町に住所を有し、勤勉かつ素行善良な学生であることと。

それともう１点目につきましては、同居している世帯全員の所得金額が生活保護基準の1.3

倍以下ということになります。 

また、入学時給付金になりますけれども、保護者またはこれに代わるべき者が洞爺湖町に

住所を有し、勤勉かつ素行善良な学生と。また、成績なのですけれども、５段階評価に換算

しておおむね3.0以上の成績者であることになります。また、家計で学費を支出することが

困難であるということで、同居している世帯全員の所得金額が生活保護基準の1.3倍以下と

いう内容の要件になってございます。 

それと、２点目の引上げに関する原資の確保の関係なのですけれども、これにつきまして

は、現在、教育のためということで寄附をいただいてございます。また、シミュレーション

でもお示しをさせていただいてございますけれども、仮称ということで見積もりはさせてい

ただいてございますけれども、毎年度ふるさと納税をいただいてございます。これを財源と

して現在考えているというところでございます。 

  それと、処分の充当事業ということでございますけれども、重複になりますけれども、財

源をふるさと納税と仮称でシミュレーションを見てございますけれども、当町の子どもたち

への直接的な教育経費の一部として活用いただきたいという思いを大切にしたいということ

から、今回改正を提案してございますけれども、学生本人に資する事業を対象とございます。
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そういった内容で今回改正を予定しているという内容でございます。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 最初の要件なのですが、所得金額、生活保護基準の1.3倍というふう

に言われたのかな。就学援助の場合は、今、生保基準ではなくて、町のほうで変えましたよ

ね、就学援助基準というのはね。それによって幾らか対象も広がったのですが、やっぱり生

活保護基準そのものが今年々引き下げられてきている中で、これが現実的に今生活困窮者を

しっかりと支援できるような状況になっているのかというのもあるので、例えばその辺は今

の就学援助基準に合わせるような考え方はなかったのかどうかということを一つ伺っておき

たいと思います。 

結局、所得金額がどのくらいかによって、いわゆる育英資金も借りられるかどうかが決

まってくるということですよね。成績の問題は当然あるかもしれませんが、それ以上にやっ

ぱり世帯の所得状況ということですね。その辺はやはり洞爺湖町の子どもたちを本当に教育

の場の保障といいますかね、そういった対応をしっかり取るという意味で、せめて私は就学

援助基準に合わせる形でやるべきかなという気がするのです。 

  もう一つは、基金の原資なのですが、今回のように貸付額、それから給付額等を従来より

も引き上げました。対象児童がどんどん減っていく中で、これからどうなのかというのはあ

りますけれども、時には、ふるさと納税等だけでは確保できない場合も出てくるのではない

かと。これは非常に波のある寄附ですから、そういった点ではしっかりと町としてもその基

金の財源を確保するといいますか、保障するといいますか、そういう意味で一般会計などか

らこの基金への一定額の積立て、維持というのも行うべきではないのかなという気がするの

ですが、その点ではいかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） まず１点目の基準の関係でございますけれども、実は、令和元年

度に、以前は収入金額の1.3倍でございましたけれども、所得の1.3倍ということで、まず改

めてございます。今後の対応にも入ってきますけれども、あくまでも給付ではなくて貸付金

でございます。貸付金でございますので、給付であれば基準で給付費を渡し切りという形で

終わるのですが、あくまでも貸付金でございます。ですので、返還金の償還金が家計に重く

のしかかることもやっぱり考慮しなければならないと考えてございます。 

このことから、現時点におきましては免除という形で、例えば現在借入れをしている方、

それから、これから借入れをする方も含めて、そういった形でもって今回の育英資金を改正

して、学生の今後の就学の継続の支援、強化を図りたいというふうに考えてございます。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 今回の育英資金の基金、これまでも多くの方々の善意で運営してき

てございます。多くの方々の気持ちにできるだけ添いたいという考えが一つございます。育

英資金の基金で貸付けとか給付をこれまでもやってきてございますけれども、まだ運用でき

ていない部分が少し残っているのですね。これを何とかもっと活用していくことが皆様の気
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持ちにお答えすることになるのかなというところから、今回、出た話というふうに私は理解

してございます。 

財源としましては、これまでふるさと納税の一つの目的として掲げさせていただいて、そ

こに多くの寄附をいただいております。先ほど担当課長のほうからもお話がございましたけ

れども、これをシミュレーションして、10年は持つという話はまずできているかなというふ

うに思ってございます。ただ、あくまでもこれはシミュレーションですので、またどうなる

か分からないところもございます。仮に不足が出るような状況になれば、町としてしっかり

と助成をしていきたいという気持ちは持ってございます。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） すみませんね。先ほど私の言った、説明と違ったことを言ったかもし

れません。つまり、要件の中で、課長は所得金額の1.3倍と言ったのですか。生活保護基準

額の1.3倍というふうに私伺ったような気がしたのですけれども、その辺だけちょっと確認

しておきたいと思います。 

  それから、ふるさと納税は、このほかに子育て支援で中学までの医療費の無償化含めて、

こういったところにも資金が使われているということですから、既にそこの資金が安定的に

確保されるかどうかというのは、これから先のことでシミュレーションをしているというこ

とですけれども、それも含めて、今、副町長が答えられたように、いずれにしても基金の原

資が足りなくなるような場合には、町としても補塡をするというような方向だということで、

改めて確認してよろしいのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 先ほど担当課長が説明いたしましたけれども、同居している世帯全

員の所得金額が生活保護基準の1.3倍以下という基準でございますので、この点ご理解いた

だきたいというふうに思います。 

  あと、育英資金の今回の改正でございますけれども、冒頭から副町長のほうからもご説明

させていただいておりますけれども、やはりこれからの学生がいかに教育を受ける環境を整

えていくか、本当に大事なことだというふうに私は思っております。このコロナ禍の状況の

中で、学業を続けたくてもなかなかできない、またはアルバイトを探しているけれどもなか

なかアルバイトがないというような現状、それから、当町の育英資金以外に学生機構のほう

からも就学援助並びに育英資金等をお借りして学業を続けているという本当に大変な学生も

いらっしゃる。そういったところを考えたときに、返済ですね。町のほうも幾らかでもやは

り支援をしてまいりたいというようなことから、返済に当たっての改正というものも今回盛

り込ませていただいているところです。こういったところをご理解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。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 原資につきましては、本当に不足するような状況になった場合につ
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いては、やはり町として教育をしっかりと支えていく責任がございますので、補塡等をしっ

かりと進めさせていただきたいと思っております。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、５番議員の質問でおおむね自分も同じ質問をさせていただきた

いなと思ったのですが、ただ、何点か確認させてもらいますけれども、いわゆる今回基金の

有効利用を図るということから、運用計画の見直しをするというのは大いに結構だなと思っ

ております。 

ただ、先ほどの質問に答えられたかどうだか、質問をちょっと聞き漏れしたのではないか

なと思うのですが、ソフト事業にもこれから活用していくと、先ほど副町長も答弁されてい

たようですけれども、具体的にソフト事業というのはどういったものまで含まれるのかどう

なのか、その辺も確認。 

というのは、これから教育振興基金ということになって、今現在、大体4,900万円ほどあ

るのですが、足りなくなったら補塡をするのだということですけれども、今の見通しとして、

基金を運用するというのは大いに自分は賛成ですよ、今の財政状況からいけばそういったテ

クニックも必要だろうなと思っている一人ですから、これは賛成なのですが、ゼロになるま

であれするのか、それともある程度一定の金額を定めて、この辺だけは次年度に向けて確保

するのですよと、確保しておくという定め額もあるのかどうなのか、そういったことも含め

てちょっと確認させていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 育英資金につきましてはふるさと納税、当町の子どもたちの教育の

ためにという思いのある方が寄附をしていただいたものを原資として活用させていただいて

いるわけでございますけれども、限りある財源でございますので、何でもかんでもというわ

けにはやはり私どもとしては考えてございません。 

例えば具体的なものということでございますけれども、やはり基本的には学生個人に支援

をするような事業、具体的には例えば洞爺地区の通学費等助成だとか、そういったものに活

用させていただきたい。本当に教育委員会の各種事業については、多くの予算を確保しなが

ら今現在も運用している状況でございますけれども、何でもかんでもというわけには私ども

ももちろん考えてございませんし、私どもの一存で決めるわけでもございません。町部局と

も十分協議をした上でどういった活用をしていくのかということも今後進めていくというよ

うなことで考えているところでございます。 

  また、一定の基準を定めてというご意見がございました。現段階では、一定の基準という

のは定めてはございません。今後の状況、成り行きを見ながら考えてまいりたいというふう

に思っている次第でございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（大西 智君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第55号洞爺湖町育英資金の基金条例の一部改正についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することに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、議案第55号洞爺湖町育英資金の基金条例の一部改正については、原案のとお

り可決されました。 

   ここで休憩といたします。再開を11時15分といたします。 

（午前１１時０３分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

  引き続き、一般議案を続けます。 

                                （午前１１時１５分） 

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

◎議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第４、議案第56号洞爺湖町公告式条例等の一部改正についてを議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書10ページでございます。 

   議案第56号洞爺湖町公告式条例等の一部改正についてでございます。 

   洞爺湖町公告式条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

   今回の条例改正でございますが、条例上の公共施設の所在地と実際の地籍図の地番に相違

が確認されたことから、修正が必要となる洞爺湖町公告式条例ほか17条例、36施設の所在地

を一括して改正するものでございます。 

   枝番の漏れと地番の誤りからなってございますが、誤りの原因については、明確に特定で

きておりませんが、分筆や合筆の際の移動が反映されなかったことなどが挙げられます。事

務的な誤りでございまして、大変申し訳なく、反省するところでございます。今後このよう

なことがないよう、適切に事務を進めてまいります。 

   それでは、議案説明資料によりご説明を申し上げます。 

説明資料６ページになります。 

   第１条関係の洞爺湖町公告式条例につきましては、洞爺総合支所掲示場の所在地を「洞爺
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町135番地１」に改め、第２条関係の洞爺湖町出張所設置条例は、洞爺湖温泉支所の位置を

「洞爺湖温泉142番地130」に改めるものでございます。 

   ７ページになります。 

   第３条関係の洞爺湖町学校給食センター条例は、洞爺湖町学校給食センター及び虻田給食

センターの位置を「泉43番地15」に改め、第４条関係の洞爺湖町立読書の家条例は、あぶた

読書の家及びみずうみ読書の家の位置をそれぞれ「栄町63番地１」及び「洞爺湖温泉142番

地130」に改めるものでございます。 

   ８ページになります。 

   第５条関係の洞爺湖町体育施設条例は、あぶた体育館及び虻田テニスコートの位置をそれ

ぞれ「高砂町18番地２」及び「高砂町44番地41」に改め、第６条関係の洞爺湖町文化財施設

条例は、入江・高砂貝塚館及び虻田郷土資料館の位置を「高砂町44番地41」に改めるもので

ございます。 

   ９ページになります。 

   第７条関係の洞爺湖町生活館条例は、本町生活館の位置を「本町１番地１」に改めるもの

でございます。 

   なお、本条例は、昨年９月議会において名称を洞爺湖町アイヌ民族共生拠点施設「ウトゥ

ラノ」に改正することの議決をいただいておりますが、施行日が本年４月１日となっている

ため、本町生活館の記載となってございます。 

   第８条関係の洞爺湖町集会所条例は、とうや湖コミュニティセンターを「洞爺湖温泉142

番地157」に、花和集会所を「花和171番地２」に、入江集会所を「入江175番地71」に、泉

集会所を「入江224番地８」に、入江４区集会所を「入江190番地375」に、清水集会所を

「清水60番地３」に、あぶたコミュニティセンターを「高砂町37番地３」に、泉公園通り集

会所を「泉23番地５」に改めるものでございます。 

   10ページでございます。 

   第９条関係の洞爺湖町保育所条例でございますけれども、本町保育所を「本町42番地１」、

それから桜ヶ丘保育所を「洞爺湖温泉190番地８」、入江保育所を「入江190番地290」に改

め、第10条関係の洞爺湖町チビッ子広場条例は、でんでんチビッ子広場の位置を「本町204

番地３」に改めるものでございます。 

   11ページでございます。 

   第11条関係の洞爺湖町霊園条例は、三豊霊園を「三豊10番地４」、洞爺湖温泉霊園を「洞

爺湖温泉197番地15」に、観湖台霊園を「香川25番地１」に、成香共同墓地を「旭浦95番地

１」に、香川共同墓地を「洞爺町363番地１」、岩屋共同墓地を「岩屋２番地」に改め、第

12条関係の洞爺湖町火葬場条例は、虻田火葬場の位置を「清水234番地16」に改めるもので

ございます。 

   12ページでございます。 

第13条関係の洞爺水の駅設置条例でございます。洞爺水の駅の位置を「洞爺町100番地１」
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に改め、第14条関係の洞爺湖町公園条例は、洞爺湖水広場の位置を「洞爺町96番地３」に改

めるものでございます。 

   13ページでございます。 

第15条関係の洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例は、洞爺ホープ21の位置を「洞爺町400番地

32」に改め、第16条関係の洞爺湖町駅交流センター条例は、駅交流センターの位置を「旭町

19番地10」に改め、第17条関係の洞爺湖町洞爺いこいの家条例は、洞爺いこいの家の位置を

「洞爺町199番地１」に改めるものでございます。 

14ページでございます。 

第18条関係の洞爺湖文化センター条例は、洞爺湖文化センターの位置を「洞爺温泉142番

地131」に改めるものでございます。 

   議案書の13ページに戻っていただきたいと思います。 

   附則でございます。 

この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありますか。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回のような修正、議会での質問もあって改めて調べ直したのだとい

うお話も聞いておりますけれども、あまりにも多いなと。それも、かなり古い建物、合併以

前の、例えば洞爺地域の地番についても誤りがあったということがこの表を見ますと分かる

のですが、まず、なぜこういうふうになったのか。単に、ここに書いているように地籍図の

地番に相違があったという、変更したことをしっかりと訂正していなかったということなの

ですけれども、これからも分筆があったり地番が変更されたりということもあると思うので

すが、そういう場合のチェック体制というのか、これがどうなっていたのか。なぜこういう

相違が生まれたのかという辺りの、最近のものなら分かると思うのですよ、古いものは分か

らなくても。ちょっとその辺、もう一回どう分析されたのかということをひとつ聞きたいの

と。 

  それからもう一つ心配なのは、結局、誤った地番によって、その地番がそもそもは民有地

だとか、そういうところとかぶっているような場合というのはなかったのかどうか。例えば

公共施設なりそういったものが建っている場所が、実は全然違う地番で、そこの場所は民有

地になっているというようなものがあったのかどうか。それによると、今度は固定資産の問

題とか様々心配される点もあるのですけれども、ちょっとその辺もどう調査されているのか、

伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 本当に事務の不手際で大変申し訳なく思ってございます。 

  相違していた原因ということでございます。全ての施設について中身を確認したのですけ
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れども、ほとんど合併以降から引き継いでいる地番というのが多い形になってございます。

その後、合併後に土地の分筆、合筆等により地番が変わったときによく確認できなかったと

いう部分もございますが、枝番を省略していたというのもあるのですけれども、多くは当時

合併以前からこういうような状態になっていたのを気づかなかったと。確認する体制が取れ

ていなかったというのが大きな原因ではないかなというふうに思っているところでございま

す。こちらについては、改めて確認するよう担当課のほうに周知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。 

  あと、誤った地番であったところに民有地はなかったかというところでございますが、

誤った地番のほうの追跡調査というのは特にまだしていなかったので、民有地が含まれてい

るかどうかというところまでは把握してございませんので、その辺は改めて確認したいと

思っております。 

   以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） これは、今の真屋町長の時代だけではなくて、それ以前から誤った状

態の中で経由して、見直し作業も十分行われてこなかったということで、それが36件にも及

ぶ地番変更、あるいは枝番変更ということが発生したのだと思うのですが、それが今言われ

たように単なる事務の手違いというだけではなくて、特に公文書上もこれは表記される中身

でありますし、こうして条例にも反映する中身です。そういうものをどういうふうに、変更

があった場合に、あるいはあったかどうかということを含めて、どういうふうにチェックを

する体制に今なっているのですか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 条例のチェック体制についてでございますけれども、通常、土地

の移動等があれば、総務課のほうに移動の報告が来るということで、そこである程度は把握

できるかというふうになってございますけれども、その辺の体制が十分でなかったというの

が一つ要因にあるのかなというふうに思ってございます。その辺は、改めて対応できるよう

な形で仕組みをつくっていきたいなというふうに思ってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第56号洞爺湖町公告式条例等の一部改正についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 
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〔「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、議案第56号洞爺湖町公告式条例等の一部改正については、原案のとおり可決

されました。 

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

◎議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第５、議案第57号洞爺湖町社会教育施設条例の一部改正について

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書14ページでございます。 

   洞爺湖町社会教育施設条例の一部改正についてでございます。 

   洞爺湖町社会教育施設条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

   今回の条例改正でございますが、文化交流会館の廃止による改正と議案第56号と同様に地

番に相違が確認された２施設の位置を改正するものでございます。 

   それでは、議案説明資料によりご説明を申し上げます。 

   説明資料15ページでございます。 

   洞爺湖町社会教育施設条例の新旧対照表でございます。あぶた母と子の館の位置を「高砂

町44番地１」に改め、洞爺湖町文化交流会館の項を削り、洞爺総合センターの位置を「洞爺

町132番地１」に改めるものでございます。 

   議案書14ページに戻っていただきまして、附則でございます。 

この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第57号洞爺湖町社会教育施設条例の一部改正についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することに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、議案第57号洞爺湖町社会教育施設条例の一部改正については、原案のとおり
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可決されました。 

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

◎議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第６、議案第58号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正について

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書15ページでございます。 

  議案第58号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものです。 

  本改正につきましては、本年２月に公布されました新型インフルエンザ等対策特別措置法

等の一部改正に伴い、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する

傷病手当金の支給についての通知の中で、新型ウイルスに係る文言の修正が行われたことに

よる引用文の変更でございます。 

  それでは、新旧対照表によりご説明をいたします。 

議案説明資料の16ページをお開きいただきたいと思います。 

附則の第６項でございます。これにつきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した

被保険者被保険者等に係る傷病手当金を定めてございます。条文中「、（新型インフルエン

ザ等対策特別措置法附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症」を「（新型コロ

ナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、

中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告さ

れたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）」に改めるものでございます。 

  議案書15ページに戻っていただきまして、附則でございます。 

  この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 私は、この文章がこれでいいのかなという懸念を持っているのです

よ。実は、現行から改正案になされたところを照らし合わせても、インフルエンザとコロナ

ウイルスは違うけれども、中華人民共和国から感染されたものというように限られているけ

れども、今、変異株というのは、発症はまだ明らかになっていないようでありますけれども、

おおむね言われているのはイギリスなのですよね。そうすると、変異株となると、また国の

ほうから明文が今度イギリスから云々ということになるのか、どうもこの辺が引っかかるの

ですよね。なぜ国のほうから、例えば発祥地が中国であろうとも意図的なものでなかったと

すれば、こういう文章化にするというのは、僕はいかがなものかなと思うのですよ。その辺
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どのような見解なのでしょうかね。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） 改正の概要につきましてご説明申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、新型コロナウイルス感染症を指定感染症と定

める政令がございまして、昨年よりそれに対して指定感染症に指定しまして対策を講じられ

てきているところでございます。 

これにつきましては、暫定的措置でございまして、期限の定めなく対策が講じられるよう

に新型インフルエンザ等感染症というものに新型コロナウイルス感染症と、いわゆる  型

コロナウイルス感染症を発生したものでございますが、それが追加になって対策を講じられ

るということになってございます。 

この改正によりまして、新型コロナウイルス感染症の感染症法、いわゆる今の改正の趣旨、

改正の中身につきましては、感染症法という法律で改正になってございますが、新型コロナ

ウイルスの感染症の感染症法における法的位置づけが指定感染症から新型インフルエンザ等

感染症に追加変更となってございます。これによりまして、今回改正条文前の新型インフル

エンザ等対策特別措置法の附則１条の２という文言がございますが、それについては廃止と

なってございます。 

さらに、今、議員がおっしゃられた定義づけでございますけれども、特措法の改正により

まして、新たに定義づけが求められているところでございますが、そこで新型コロナウイル

ス感染症からの文言の変更後のくだりでございますが、定義自体については特措法の今回の

一部改正で新たに定義されたものではございませんで、感染症法に基づく基準通知というも

のが以前にございます。その中の文言から引用されたものでございまして、さらに令和２年

１月にからのくだりでございますが、新型コロナウイルス感染症の発症の期限をこのくだり

に求めたものだというふうに基準通知には定義づけがございます。 

以上のことから、今回の改正に至った経緯ということでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第58号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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。 
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   したがって、議案第58号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正については、原案のとおり

可決されました。 

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

◎議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第７、議案第59号洞爺湖町介護保険条例の一部改正についてを議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書16ページでございます。 

  議案第59号洞爺湖町介護保険条例の一部改正についてでございます。 

洞爺湖町介護保険条例の一部改正を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

改正の趣旨でございますが、令和３年度から第８期介護保険事業計画の策定に伴い、保険

料率を改定するものでございます。併せて基準所得金額及び軽減措置金額についても改める

ものでございます。 

それでは、議案説明資料によりご説明を申し上げます。 

説明資料17ページをお開きください。新旧対照表でございます。 

第５条、保険料率でございます。現行の第７期介護保険事業計画が令和２年度末をもちま

して満了しますことから、年度につきまして「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改めるものでございます。 

次に、第５条の１号から９号までについてでございます。令和３年度から令和５年度まで

の第８期介護保険事業計画では、第１号被保険者の介護保険料基準額を総給付費や地域支援

事業費を見込んで算定しました結果、保険料率につきましては、第５号に定める額が基準と

なりますけれども、第５号に定める基準額が「５万4,000円」から「７万2,000円」に改める

ものでございます。これに伴いまして、第１から第９号までの保険料率につきましてもそれ

ぞれ額を改定するものでございます。 

各号の具体的な対象者及び基準額に対する割合等につきましては、お手元のほうに別紙で

参考資料というのがあろうと思います。この表に段階別、それから対象者がこういう方、そ

れから保険料率、それから第７期と第８期の保険料について比較して記載してございますの

で参考にしていただきたいと思います。 

説明資料のほうでございますけれども、第１号の保険料がこれまでの「２万7,000円」か

ら「３万6,000円」に、第２号の保険料が「３万4,000円」から「４万5,400円」に、第３号

の保険料が「４万500円」から「５万4,000円」に、第４号の保険料が「４万4,800円」から

「５万9,800円」に、第６号の保険料が「６万7,500円」から「９万円」に、第７号の保険料

が「７万2,000円」から「９万3,600円」に、第８号の保険料が「８万2,600円」から「11万

200円」に、第９の保険料が「９万1,800円」から「12万2,400円」となるものでございます。 

次に、第６号のところにアというのがございます。アでございますが、介護保険法におい
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ては、第１被保険者の保険料段階判定に用いる合計所得金額は、現行の制度において土地を

譲渡した場合に生じる税法上の特別控除が適用されないため、土地を譲渡した翌年の所得が

急増し、介護保険料が高額になる場合も想定されます。土地の売却は、災害や本人の責めに

帰さない理由による場合もありますことから、保険料段階の判定において租税特別措置法に

規定される長期譲渡所得に係る特別控除を控除した額を用いることとする趣旨に基づき、政

令が改正されており、令和３年度の保険料分により同様の所得指標での保険料段階判定を行

うこととするために改正するものでございます。 

そのため、第35条の２第１項の次に「、第35条の３第１項」を加え、「得た額とする」を

「得た額とし、当該合計金額が零を下回る場合には、零とする」に改めるとともに、この項

においては削除するものでございます。 

次に、第７号から第９号についてでございますが、国の省令の改正により介護保険料の標

準９段階のうち市町村民税本人課税層に当たる境目となります基準所得金額が変更となりま

す。第７号のアでは、合計所得金額について「200万円」未満を「210万円」未満に、第８号

のアでは、合計所得金額について「200万円以上300万円未満」を「210万円以上320万円未満」

にそれぞれ改めるものでございます。 

次に、第３項から第５項までについてでございますが、国による令和元年10月からの消費

税増税に合わせまして、低所得者の保険料のさらなる軽減強化を図るための改正に伴い、介

護保険料率について現行の「令和２年度」を「令和３年度から５年度まで」に改めるもので

ございます。 

また、併せまして低所得者となる第１段階から第３段階の介護保険料率を軽減措置後の額

に読み替えて適用するものとし、「１万6,200円」を「２万1,600円」に、「２万7,000円」

を「３万6,000円」に、「３万7,800円」を「５万400円」にそれぞれ改めるものでございま

す。 

議案書17ページに戻っていただきまして、附則でございます。 

この条例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

なお、経過措置としまして、令和２年度以前の年度分の保険料率については、従前の例に

よるものとしてございます。 

以上、提案を申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 介護保険条例の一部改正について何点か質疑させていただきます。 

  まず１件目は、介護保険事業運営基金の現在高についてお答えいただきたいと思います。 

それから二つ目は、第７期介護保険事業計画に比べて、第８期介護保険事業計画では、標

準給付費見込額の増加がそれぞれされています。例えば介護給付でいうと、第７期の実績に

対して第８期の計画でいうと153％、それから介護予防給付については、第７期の実績に対
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して第８期の計画でいえば133％、地域密着型サービスについては、同様に前期第７期の実

績に対して132％、介護保険施設に関しては120％と、それぞれ120％から153％へと増額を見

込んでいます。そのことが保険料を決める大きな実は要因になっているのですが、標準給付

費見込額の増加の要因をどのように分析されているのか。前年の実績に対して一定額掛けて

増額を見込むという場合もありますし、あるいは実際に施設等の入所者が施設建設によって

増えるということによって増額を見込む場合もありますが、いずれにしても標準給付費見込

額の増加の要因は何なのかということについて、これが２点目。 

それから、介護保険事業計画の策定に当たって、冊子をいただいています。様々な形で実

態調査をやっているということなのですけれども、例えば事業者へのアンケート調査などは

どのように行われたのかということについて伺いたいと思います。 

そして４点目、これも当町の場合どうなのか伺いますが、年金が年額18万円未満の人は納

付書などによって介護保険料を納めるということになっていますが、ところが、少ない年金

のために暮らしが厳しいと。保険料を支払うことができない人がこういう層に出てくるわけ

ですけれども、介護保険の制度上、２年以上滞納すると介護を受けるときにはペナルティー

をかけることができることになっていますが、当町の場合どういう状況になっているのかと

いうことについて、それぞれ説明をいただきたいと思います。 

最後に、実は、これは総務常任委員会に配付されている報告書なのですが、この中で、私、

この報告書の３ページ目に一部改正の内容について出ているのですけれども、保険料の改定

の金額が最終的には町の補正部分を含めた金額ではなくて、もしかするとこれは、例えば第

１段階２万7,000円から３万6,000円に今回変更しますと書いてあるのですよ。これは50％で

計算した金額なのですよね。そうすると、これは町の補正ではなくて、言わば国の規定した

とおりのものになっているのではないかというふうに思うのですが、その下のほうはずっと

第４段階からは今回の改正と合致する中身にはなっているのですけれども、第１から第３段

階については金額的には非常に高い金額に実は書いてあります。 

それと、４ページ目の第３段階については、３万7,000円と書いていますが３万7,800円の

間違いではないかという気がするのですけれども、その辺もちょっと説明資料として出され

ているわけですから、その辺について、もし誤りがあるのであれば訂正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、順を追ってただいまの質問のほうに回答させてい

ただきたいと思います。 

  まず、現在高というお話が１点目にございました。基金の残高ということになろうかと思

います。この部分につきましては、前の９月議会の中でも見通しについてはご説明といいま

しょうか報告をさせていただいた経緯がございますけれども、まだ実際給付費自体の請求は

２か月遅れということになってございますことから、現時点においてまだはっきりとした決

算のほうは見込めないところではございますけれども、やはり前に申し上げたとおり、おお
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むねこれまでの令和２年度の決算見込みを踏まえましたときに給付費を見ますと、やはり基

金残高につきましては、おおむね底をつくであろうと。はっきりした金額は今申し上げられ

ませんけれども、何百万円かは何とか抑制できる可能性、それは今回のコロナの影響により

まして若干サービスを控えられるといいましょうか、使われなかった部分もございますので、

幾らかは見込みよりも下がるのかなというふうには思ってはございますけれども、基金の残

高自体は恐らくおおむねなくなるであろうというところに、見込みについては変わらないと

ころでございます。 

  それから、７期計画から８期計画の給付費等々の見込額についての増加分についての要因

のこちらの分析ということでございました。これにつきましては、介護サービス料の設定根

拠なのですけれども、まず各自治体のほうにおける８期計画の推計に当たりましては、北海

道が指定しております地域包括ケア見える化システムを介しまして算定を行うこととされて

おりまして、第７期計画における給付実績、施設入所者の状況、高齢者人口ですとか介護認

定者数の推移を基に見込み量を推計しているところでございます。設定の根拠ということに

なりますが、推計に用いた利用率につきましては、令和元年度から令和２年度への伸び率、

推計に用いました１人当たりの利用回数、この部分につきましては同じように令和元年度か

ら令和２年度への伸び率、推計に用いた一月当たりの給付費の実績ということで、この部分

につきましては令和２年度の部分の数値を推計に用いて設定根拠としているところでござい

ます。 

  さらに、８期計画中に増加となる要因ということでございますけれども、町内におきまし

て、まず認知症対応型の共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、これはグルー

プホームということでございますけれども、１法人におきまして、１ユニット６床の増床の

計画をしているということ。それから、町内の病院１か所になりますけれども、令和３年度

に56床の介護医療院への転換、それから令和４年度以降におきましては47床の転換を見込ん

でいるということ。それから最後に、介護老人福祉施設の部分になりますけれども、新たに

新設されます施設側のほうで多床室へのユニットへの差額ということで、８期計画の３年間

におきまして大体５人ぐらいずつ増加の傾向にあるのかなといったところを分析した上で増

加の要因と見込んでいるところでございます。 

  ３点目の町内事業所に対しますアンケート調査ということでございますけれども、こちら

につきましては、介護予防日常生活圏域ニーズ調査といったもの、それから在宅介護実態調

査ということで、二通りの調査を行ってございます。まず、介護予防日常生活圏域ニーズ調

査については65歳以上の高齢者のうち、要介護１から５の介護認定を受けていない方、それ

から在宅介護実態調査については、要支援、要介護認定を受けており在宅で生活している方

といったことの中でまずアンケート調査、これ以外にももちろん事業所を対象としたアン

ケート調査を行っているところでございます。これによりまして、現状の分析を行ったと

いったところでございます。 

  それから、四つ目の18万円以下の納付書で収められている方ということで、収められない
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方へのペナルティーといいましようか、そういった部分をどのような扱いをしておりますか

ということでございますけれども、当町といたしましても、当然納付に困られる方につきま

しては、真摯に当然滞納になっておられる方にご連絡を申し上げた上で、何とか納付のほう

の誓約といいましょうか、可能な計画を立てていただくことが可能かどうかといったことを

きちんと確認をさせていただいた中で、今、議員おっしゃられるとおり、収めないことで行

く行くご自身がサービスを受ける段階においてペナルティーを受けるということにつきまし

ても併せまして説明をさせていただいているところでございます。 

こうしたことから、暗に２年間の時効によりまして単純に欠損処分なり何なりということ

の事務的な手続になりますと、当然のことながらサービスを受けられる被保険者の方が今

言ったようなところでお困りになるということも重々想定されますことから、そういったこ

とをきちっと電話なり訪問をした中でご説明をさせていただいた中でご理解をいただいた上

で可能な限り納付に努めていただくということで事務的に進めているところでございます。 

  それから、最後の資料のほうの３万7,000円というところでございます。こちらにつきま

しては、３万7,800円というところで、８期計画の中にも記載がございますけれども、そち

らのとおりでございますので、この部分については訂正といいましょうか、誤りなのかなと

いうふうにちょっと今思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 質疑の途中なのですけれども、ここで休憩をいたします。質疑は午後

から受けたいと思います。再開を午後１時といたします。 

  （午前１１時５９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、一般議案を続けます。 

                                （午後 １時００分） 

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

○議長（大西 智君） 議案第59号洞爺湖町介護保険条例の一部改正についての質疑から始め

たいと思います。 

  質疑はございますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 先ほどの１回目の質疑に続いて、もう一度お答えをいただきたいと思

います。 

基金については、おおむね底をつく状況だと。残ったとしても何百万円単位だという話を

されておりました。標準給付費見込み額の関係でちょっとお聞きしたいのですが、いただい

ている第８期の介護保険事業計画の中に、第７期の、今期最後になりますが、今期の計画に

対する実施、サービス介護給付の実施状況についての比較表が出ておりました。それを見て

も、例えば第７期の場合ですと、計画の介護給付については実績が計画に対して67％という
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ような状況で、今回、第８期については、介護給付は実績に対しても153％という大きな増

加額を目標にしています。その点でいうと、７期計画のそれぞれの介護サービスの実施率と

いうのを当然見ながら８期の計画を立てているのだと思うのですが、それにしてもかなり大

きな計画の内容にそれぞれがなっているのかなというふうに思います。 

先ほどの説明ですと、まずサービス料の実施把握をしたり、あるいは北海道の指針に沿っ

て計画量を算定したとか、あるいは令和元年度の利用状況を勘案して第８期の計画を検討し

ていると、割り出したというような話ではあるのだけれども、それにしても若干課題ではな

いのかという気がするのですが、その点についてどのようにお考えなのかということ。 

それから、事業者への実態把握はどのようにされているかというお話を質問させていただ

きましたけれども、何でこんな質問をしたかというと、実は介護サービスを行っている事業

者の方、ある事業所からなのですが、調査を直接受けていないという話を聞いたものですか

ら、えっと思ったのですよね。この報告書を見ると、全事業者を対象にして調査アンケート

等を行っていると。回収率は100％ではないけれども、少なくても調査票は送られたり、あ

るいは聞き取り等が行われているのだろうという認識でいたものですから、事業者の中であ

そういう調査が実際にはなかったのではないかというふうに言われたので、ちょっとびっく

りしたので、事業者の聞き取りなどはどう行ってきたのかということを改めて伺います。 

それから、18万円未満の年金支給者については、２年間以上滞納するとペナルティーを課

すというようなことになっているわけですが、そうならないように町は努力しているという

お話はあったのだけれども、町としてこのペナルティーを実際に実施したことがあるのかど

うか、これをちょっとお答えいただきたいと思います。 

それから、今回の保険料の値上げは、これまで2000年から始まった介護保険の中で最も多

額の保険料の増額分1,500円ですね、１か月にすれば、基準額。そういうことで、本当に所

得の少ない人も含めて全階層にわたって保険料が値上げされるという中身になっています。

ですから、例えばこういったことでほかの自治体などでは、できるだけ所得に応じた負担を

していただこうということで、国が基準としている９段階から14段階、15段階に所得階層を

さらに細分化させて負担の均衡化を図るということも行っているのですが、今回のように大

幅な引き上げになるということが想定される中で、所得階層の見直しというのが議論されな

かったのかどうか。そのことをもう一つ伺いたいと思います。 

それから、さらに保険料の負担をできるだけ抑えるために、当初の場合基金が本当に底を

つく状況だという話がありましたが、基金のほかに町の一般会計からの繰入れも行っている

自治体もあります。こうやって、介護の負担を少しでも軽減しようという努力をしているの

ですが、こういう考え方は今回の改定の中ではなかったのかどうか。この点についても伺い

ます。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） まず、１点目のご質問でございます。実施率153％というお

話がございましたけれども、課題とも思えるのではないかというようなお話しがございまし
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た。この部分につきましては、第７期計画の部分で、いわゆる当初７期計画を立てた段階の

ものと、それから実際に７期計画が終わってみて、このたび８期計画を作成するに当たって

の実績を見ましたときに、私どものほうでなかなかちょっと想定し切れない部分のかなりの

伸び率といったものにつきまして、ある程度顕在化した部分がございました。こういったこ

とも当然ながら今回の試算の中で実際にどの部分がどういうふうに伸びているのかといった

部分も含めて検証させていただいた結果の中で、そういったことも併せまして第８期の給付

費についてはそれらを踏まえた、先ほども申し上げました伸び率といったものを勘案したと

きに、やはりこれぐらいの率については間違いなく増える、課題というよりも適正な部分と

いった範囲の中の見込みの中でこのぐらいは増えるのではないかなというようなところで、

先ほど議員のほうからもお話がございましたけれども、道のほうからのシステムにそういっ

た形で入力をしていたときに、やはりこういった数字が試算をされたといったところでござ

います。 

  それから、二つ目の事業者への照会ということでございます。こちらにつきましては、先

ほどちょっと説明が至らなかったのですけれども、町内の施設、居住系サービス事業者を対

象とする居住変更実態調査、町内の施設通所系及び訪問系サービス事業所を対象とする介護

人材実態調査、それから居宅介護支援事業所及びケアマネージャーを対象とします在宅生活

改善調査ということで行っているわけでございますけれども、こちらについては、100％全

てのところということではなくて調査を実施したものとなってございますので、その点はも

しそのような表現があったとすれば、それは訂正をしておわびをしたいと思います。全てと

いうことではなかったところをご理解いただきたいというふうに思います。 

  それから、ペナルティーです。保険料の納付がなかった場合についてのペナルティーにつ

いてということでございましたけれども、やはりなかなか納付のできない被保険者の方が当

然いらっしゃいますので、そういった方々についてはきちっと規定にのっとった形の中でペ

ナルティーも実施、今手元に実際の今年度の件数とかがございませんので、そちらは今申し

上げられませんけれども、実施していることにつきましては間違いないということでご理解

をいただきたいと思います。 

  それから、四つ目の９段階から15段階への実施について検討してきた経緯はあるのかと

いったことでございましたけれども、この部分につきましては、今後、そういったお話も踏

まえまして、介護保険運営協議会の中で、なかなか８期計画に取り込むというのは現時点で

はちょっと難しいのかなというふうに考えてございますけれども、今後の９期計画以降につ

いてそういったことについて町として在り方等について協議会の中で協議を進めてまいりた

いなというふうには考えているところでございます。 

  それから、一番最後の町の、いわゆる基準外の繰入れといったところのお話になろうかと

思います。今回の８期計画の策定の計画自体は、規定に基づきますとそういった基準外の繰

入れは想定しないところで計画を策定しなければならないということになってございますの

で、その部分については、想定をしないで策定をしてございますけれども、それがもし８期
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計画を進めていく中において、そのような状況に陥る可能性があるというふうな場合におき

ましては、都度協議を重ねながら進めてまいりたいなというふうに考えているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） ３回目になりますから、これでやめますけれども、結局、標準給付費

の見込み額については、道のシステムを利用して、それに入力してきた結果だということな

ので、それがどれだけ実態を反映したものかというところのちょっと疑わしいところもある

のですが、結局、町の場合、冊子で見ますと、当初７期の目標値、計画値に対して実際の

サービス料はそれを下回っているわけです、実際に。下回っていて、その下回っている比率

等もそれぞれサービス内容によって違ってきますけれども、それをさらに実績がこれだけ

あって、次、８期に向かってはそれではどのくらい増加率を考えるかと。先ほど言いました

ように、介護施設がいろいろ増床された、あるいは建設されたことによって、施設サービス

について、増える可能性があるというのは確かにあると思います。しかし、そういったもの

以外に係数はそれをさらに上回る実は実態であるということは、もう随分問題として指摘さ

れているところもあるものですから、実際にやっぱり調査する上では、現状をよく把握した

中で考えるべきものではなかったのかなというふうに実は思います。 

  それから、事業者の実態調査で、100％の施設に対して調査の依頼をしたわけではないと

いうお話でした。そんなに多くの施設はないと思うのですけれども、それにしても、やはり

町内に関係する介護施設、在宅サービス含めて、そういった施設の意向や実際にサービスを

受けている介護利用者の声をしっかりとやっぱり把握しながら、そういう人たちの実情に応

じた介護保険の計画を立てるということを私は大事だと思うのですよね。ですから、その辺

では、やはり聞き取りがまだまだその点では不十分ではなかったのかなという気がします。

その辺、改めてちょっと伺います。 

それと、ペナルティーの関係ですが、ペナルティーはどんな中身か。例えば２年間滞納し

た場合、次、自分が介護を受けようとしたときに、サービスを受けようとしたときに、通常

は１割ないしそれに相当する負担をするということが原則ですが、４割の負担をしなければ

いけないというふうになっています。お金がなくて２年間介護保険料が十分払えない、その

上、今度は利用しようと思ったら４割もの負担をしなければならない。こうなったらもう介

護なんか受けられないですよ。そういう状況があるから、このペナルティーそのものの実施

も私は規定にのっとってではなくて、本当に介護の必要な方が必要な介護を受けられるとい

う対応を私はこの計画の中でもしっかり立てて、それに必要な財源、費用を町が補塡すると

いうことも必要なのではないかというふうに思うのですが、そういう考え方がなかったよう

です。その辺もう一回改めて伺いたい。 

それから、所得段階は、うちは９段階です。国が定めた標準と同じです。ただ、若干低所

得者階層については、町の独自の補正もありますけれども、それにしても９段階なのです。
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それでは、高額というか所得の大きな人たちも含めて最後の９段階に入ってくるわけです。

そこをもっと細分化して、そして所得の少ない人たちの負担を軽減するというような方法の

取るために、今、洞爺湖町以外の、この周辺はあまりないですけれども、自治体なんかでは

多いところでたしか15段階くらいになっているかと思います。それもさらに細分化するとい

う話も出ているくらい。つまり、今回７期から８期に6,000円になってくる、金額的な引上

げも大きい。そうなると、こんなに年間ですれば低所得者の負担も大きくなるわけですから、

そこをもっと負担軽減するためにどうしたらいいか、いろいろなことを考えるわけですよ。

所得段階を増やす、あるいは一般会計からの法定外繰入れも行う。こういうふうにしながら

町民一人一人の誰もが介護が、それでも高いぐらいですけれども、受けられるような状況に

努力するということが必要なのではないかと思うので、その辺の対応というのは本当にな

かったのですか。 

○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） ただいまのご質問でございます。まず、最初の地域の声と

いった部分かというふうに考えております。これらにつきましては、私どものほうでは、地

域包括支援センターが中心となって、引き続き相談機能の充実であったり強化に努めてまい

りたいというふうに考えているところでございます。 

  また、身近な相談者として、民生委員、児童委員、それから各自治会の皆様方との協力連

携を図りながら、介護サービス等で悩みを抱えておられる方々が地域の中で埋もれたりする

ことのないように相談体制の充実について図っていきたいなというふうに考えているところ

でございます。 

  また、介護や医療に関わる関係者の方が一堂に集いまして様々な地域課題の研究ですとか

支援の在り方等検討する場といたしまして、地域包括ケア会議を年に５回ほど、また、医療

介護連携会議、とうやこケアネットワーク協議会を随時開催しているところでもございます。

このような場におきまして、まずは、現状といったものをきちんと把握した中で、今後にお

けます在宅介護支援も含めまして、そういった体制の強化、求められる地域包括ケアの体制

の充実のために、地域支援事業の予防事業のほうを通じまして、何とか地域の実情に即した

自助、共助、公助の推進を図って進めてまいりたいなというふうに考えているところでござ

います。 

  それから、ペナルティーの部分でございます。こちらにつきましては、規定どおりという

ようなお話をさせていただきましたけれども、この部分につきまして、当然のことながら、

やはりお困りの方を追い詰めるようなことのないような形の中で当然進めていかなければな

らないということなものですから、この部分につきましても、ではどういったようなことが

町にとってでき得るのかといった部分につきましても、介護保険運営協議会の委員の皆様の

ほうからご意見をいただきながら、今どういった対策ができるのかという部分については、

詰めてまいりたいなというふうに考えてございます。 

  それから、最後に軽減化、先ほど９段階から10段階をやっているような他の例もあるのだ
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というような議員からのお話でもございます。この部分につきましても、このたびの運営協

議会の場の中では、確かに保険料について、国の示す料金の算定方法に基づきますとこの金

額にならざるを得ないと。給付のサービスを低下させるわけにはいかないといったところか

ら、この試算をしたときの金額というのは、ここに収まらざるを得ないのだね、仕方ないの

だねと。それから、この部分については、適正な金額と判断せざるを得ないのだなというよ

うなところで協議会の中でお話は持たれたわけなのですけれども、しかしながら、今お話の

ございましたような部分、やはり軽減化対策につきましてどのように皆様の負担を軽減して

いくかという部分が非常に重要な部分だと認識してございますことから、この部分につきま

しても、改めまして運営協議会の中でそういった意見を慎重に受け止めまして、議論のほう

を進めていきたいなというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

  ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） ７期に比べて８期は大変大幅に引き上げられたなという感触はござい

ます。基金を取り崩すということで一生懸命下げたという経緯だろうというふうに思ってい

ます。８期の議会に上げる上で、今言った運営委員会ですか、審議委員会ですか、そこでい

ろいろ話されたことだと思いますけれども、苦渋の選択でなったのかと思いますけれども、

その辺の内容を大ざっぱで結構です。どんな内容で、どんなふうな方向でここに至ったか、

教えていただければありがたいと思います。 

○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） ただいまの介護保険運営協議会の中でどのような議論があっ

たかといったところでございますけれども、重複になりますけれども、やはり第７期から第

８期計画へと移るに当たりまして、これまでの経過を各サービスごとに見てきた部分がある

わけなのですけれども、もちろん予防系のサービスで率が低くなっているところもございま

すけれども、どちらかというと、近年の傾向を見ますと、やはり施設型というのでしょうか、

地域密着型サービス、それから介護老人福祉施設系のサービスのほうがどうしても増えてい

く。 

今、デイサービスとかを利用されている方々、あるいはホームヘルプといろいろ予防事業

はあるのですけれども、そういったところを利用されている方々が、やはり高齢化に伴って

在宅の限界に来られた方は、やはり施設のほうに移らなければならないというような状況に

ついては、協議会の中でも、ご説明を申し上げた中で、やっぱりどうしても予防系サービス

よりは施設系サービスのほうは単純な部分でいうと金額はやっぱり高くなってしまうのだな

というようなことで、これはサービスの質はやっぱり下げられないよねと、何とかその部分

については、いろいろな交付金なり助成金が国のほうで改正はありますけれども、そういっ

たものをきちっと獲得しながら、進めていかざるを得ないのだろうねというようなお話の中

で、このたびこういう試算の中で出た金額の部分については、やはり適切であるというふう
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に判断せざるを得ないねといった話の中での大まかなお話になりますけれども、そういった

トータル的な議論が交わされた中で、承認いたしますというようなところで最終的に決着し

たところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） これで質疑を終わります。 

  討論を行います。討論はありますか。 

  まず、本件に反対者の発言を許します。 

  ５番、立野委員。 

○５番（立野広志君） 議案第59号洞爺湖町介護保険条例の一部改正について反対の討論を行

います。 

  第８期介護保険事業計画は、ご承知のとおり2021年度から2023年度の３か年における介護

予防サービス地域支援事業の利用者数やサービス料及び費用を推計し、保険料基準額及び所

得段階別の保険料を設定しています。また、サービス提供体制の整備などの計画を策定し、

併せて一体的に高齢者が地域で安心して暮らせるための高齢者福祉計画というのを策定して

いくことになっています。 

  2021年から３年間の介護保険料の改定案は、大幅な値上げとなっています。所得段階別の

現行基準額が、年５万4,000円が７万2,000円となり、年間でいいますと１万8,000円、１か

月では1,500円の値上げとなります。３年ごとの保険料見直しにおいても、これまでになく

大幅な引き上げであり、所得階層の全段階が値上げとなります。 

  第１段階の年金収入と合計所得額が80万円以下の最も所得の低い非課税世帯でさえ現行の

１万6,200円が２万1,600円となり、年間では5,400円の値上げとなります。コロナ禍の生活

苦難の中で、大幅な介護保険料の値上げは高齢者の生活を大きく苦しめるものとなります。 

介護保険制度がスタートした2000年４月、このときの保険料は、私の記憶では６段階に分

かれていて、その基準額、第４段階の旧虻田町が3,600円、旧洞爺村が3,042円だったと記憶

しています。つまり、20年間に保険料が月額にして3,000円台から6,000円台に上がったこと

になります。３年ごとの値上げは大きくなくても、今回のように前期に比べて１か月1,500

円もの引上げは大きな負担となります。コロナ禍で厳しい町民生活が予想される中、また65

歳以上の年金生活者の年金が減らされ続けている中、僅かであっても基金を最大限に活用し

て保険料の負担を軽減することが求められています。 

第７期の介護保険料設定の折りも、サービスの課題供給計画に基づく保険料設定のやり方

を是正すること。また、低所得者対策として、保険料所得段階を現在の９段階からさらに多

段階にすることで所得に応じた負担の適正化を図ることを求めてまいりました。洞爺湖町は、

国の基準どおりに９段階の所得段階としていますが、全国的には14、あるいは15段階まで細

分化している自治体も増えています。また、一般会計からの繰入れで介護保険料の値上げを
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抑制すべきです。 

厚労省は、自治体が行っている保険料の減免に対して、１、保険料の全額免除、２、収入

のみに着目した一律の免除、３、保険料減免分に対する一般財源の繰入れなどを不適切とす

る三原則を示していましたけれども、2002年の３月19日、参議院厚生労働委員会の場で、共

産党の井上美代議員の追及で、この三原則は助言に過ぎず、法律上の義務というものではな

いと。自治体がそれに従うべき義務はない、自治体の主体性を尊重すると、このように当時

の大臣も明言しています。 

年金が年額18万円未満、年金額が少ない人は納付書などによって保険料を納めます。とこ

ろが少ない年金のために、暮らしが厳しく、保険料を支払うことができない人がこの層に出

ています。介護保険では、２年以上滞納すると介護を受けるときにはペナルティーがかけら

れる。何とその利用料は４割負担になります。保険料を支払うことができない人が４割負担

の利用料を払うことができるでしょうか。お金がない人は死ねと言っていることと同じでは

ないでしょうか。 

介護保険の財源は、65歳以上の方が負担する第１号被保険者と40歳から65歳未満の方が負

担する第２号被保険者の介護保険料を合わせて50％と国の負担金25％、道と町の負担が各

12.5％などで成り立っていますが、国は社会全体で支える介護といって介護保険を2000年に

導入しましたけれども、保険料や利用料の値上げによって経済的負担が大きくなるばかり。

その一方で、サービスは特養ホームの入所対象は要介護１から原則要介護３に縮小など、厳

しい対象制限があります。 

今後、介護保険料は月額さらに引上げられ、8,000円台になろうと言われています。これ

では、さらに滞納も増えるし、介護を受けることはできません。いずれにしても、町民の健

康、そして暮らしを守る、老後の暮らしを守るという立場でその引上げを抑制するという立

場で、町は、本来はもっと積極的に取り組むべきものであると私は考えます。 

  そういう点から、今回の提案に対しては反対をいたします。 

○議長（大西 智君） 次に、本件に賛成の発言を許します。 

  10番、石川議員。 

○１０番（石川邦子君） 今回の介護保険条例の改正でございますが、第８期の介護保険事業

計画の中で、向こう３年間の65歳以上の介護保険の改定ということでございます。介護保険

運営協議会の第８期介護保険計画策定委員会において十分な議論がされた上のことだと思い

ます。 

先ほど５番議員がおっしゃいましたように、介護保険は給付費の半分は国、道、市町村が

定められた割合で負担をし、残りの半分は40歳から64歳までの保険料と65歳以上の方の保険

料で賄っております。 

今回この65歳以上の保険料につきまして、その負担割合が定められているところまでの水

準に達しない不足する部分について、通常であれば、介護保険事業運営基金を取り崩して補

塡をするということでございます。 
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前回、第７期計画におきましては、基金から補塡をして保険料は据置きとしたということ

でございます。８期計画におきましては、限られた基金ももうなくなるということでござい

ます。苦渋の決断で保険料の改定をせざるを得なくなったのではないかと思います。 

  近隣の豊浦町、壮瞥町でございますが、７期の段階から既に基金がなくなり、その時点で

介護保険料は6,000円台に上がっております。洞爺湖町については、１期遅れての介護保険

料が上がるということになったのだと思います。洞爺湖町の介護保険料は、全国、全道平均

よりも低くは制定されております。 

今回、７期に比べまして８期は消費税が上がったことや介護報酬が改定になったこと、高

齢化率もかなり上がっております。給付費も上昇しておりまして、65歳以上の介護保険料を

決定するに当たる基礎数値というものが全て上がっている状況になっていると思います。 

低所得者につきましては大変だと思います。負担軽減の措置も図られておりますし、洞爺

湖町は独自の介護保険料の減免を行っております。保険料が上がるということは本当に大変

なことだと思います。全面的にいいとは言いにくいところでございますけれども、適正な介

護保険の運営、介護保険サービスの低下を招かないようにと考えたところでは、やむを得な

い改正と判断し、賛成をするものでございます。 

  先ほど、５番議員のほうからお話がありました法定外繰入れの話がありましたけれども、

私は、これはこの縷々上は好ましくないことだと思っております。事務指導監査も入ります

ので、指摘事項に値するものでもございます。そういうことも申し添えまして賛成の意見と

して述べさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） これで討論を終わります。 

  これから、議案第59号洞爺湖町介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大西 智君） 起立多数です。 

   したがって、議案第59号洞爺湖町介護保険条例の一部改正については、原案のとおり可決

されました。 

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

◎議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第８、議案第60号洞爺湖町森林博物館条例の一部改正についてを

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書18ページでございます。 

  議案第60号洞爺湖町森林博物館条例の一部改正についてでございます。 
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  洞爺湖町森林博物館条例の一部を改正する条例を次のように定めるものです。 

  概要でございますが、現在新築中の森林博物館については、令和３年度４月中のリニュー

アルオープンを予定してございますが、施設名を公募により選定しまして、その名称に改め

るほか、業務内容の一部を見直すものでございます。 

  議案説明資料によりご説明をしたいと思います。19ページをお開きください。 

  まず、条例名でございます。条例名を「洞爺湖町中島・湖の森博物館」に改めるものでご

ざいます。 

  第１条についても同様に名称の変更でございます。 

  第２条の名称及び位置についても「洞爺湖町中島・湖の森博物館」に改め、位置を「有珠

郡壮瞥町字中島2418林班国有林内」とするものでございます。この位置につきましては、後

志森林管理署の管理において、地区のこれまであった事業区分がなくなりまして、室蘭事業

区というのが二千番台して管理されてございます。そのようなことから、このような位置の

変更となるものでございます。 

また、第４条の博物館の業務に、今度の新しい施設では飲食スペースの設置と提供を予定

していることから「施設内における飲食等の販売に関する業務」を追加するものでございま

す。 

議案書18ページに戻っていただきまして、附則でございます。 

この条例は、令和３年４月1日から施行するものでございます。 

以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第60号洞爺湖町森林博物館条例の一部改正についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することに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、議案第60号洞爺湖町森林博物館条例の一部改正については、原案のとおり可

決されました。 

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

◎議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第９、議案第61号指定管理者の指定変更についてを議題といたし
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ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書19ページでございます。 

  議案第61号指定管理者の指定変更についてでございます。 

  指定管理者の指定を次のように変更するものです。 

  令和元年12月12日に議決をいただきました議案第40号、指定管理者の指定のうち、指定管

理者の指定を行わせる施設の名称等を令和３年４月１日から変更するものでございます。 

  議案第60号でも議決いただきましたが、新築される森林博物館の名称が新たな名称となる

ことから、その変更を行うものでございます。また、変更前の住所地が「有珠郡壮瞥町字中

島事業区418班国有林内」から、変更後が「有珠郡壮瞥町字中島2418林班国有林内」、名称

が「中島・湖の森博物館」となるものでございます。 

以上、提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第61号指定管理者の指定変更についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することに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、議案第61号指定管理者の指定変更については、原案のとおり可決されました。 

   ここで休憩といたします。再開を１時50分といたします。 

  （午後 １時３９分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

  引き続き、一般議案を続けます。 

                              （午後 １時５０分） 

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

◎議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第10、議案第62号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算に

ついてを議題といたします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書20ページでございます。 

  議案第62号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第11号）でございます。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございます。予算の総額から歳入歳出それぞれ２億2,747

万2,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ90億7,151万円とするものでございます。 

第２条、繰越明許費でございます。地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰

り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」によるものでございます。 

第３条の債務負担行為の補正でございます。債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担

行為補正」によるものでございます。 

24ページをお開きいただきたいと思います。 

第２表繰越明許費でございます。５件ございます。 

まず、２款総務費１項総務管理費の高度無線環境整備推進事業でございます。光ケーブル

の推進事業でございまして、金額３億8,673万1,000円を繰り越すものでございます。 

４款衛生費１項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業でございます。

2,937万6,000円を繰り越すものでございますが、この後、歳出のほうでご説明いたしますが、

ワクチン接種体制事業としまして3,076万5,000円の補正を予定してございます。そのうちの

一部事業費を除きまして繰り越しをさせていただきたいと思っております。 

それから、６款農林水産業費１項農業費、農業基盤整備促進事業70万円でございます。農

地耕作条件改善事業、財田地区の用水路改修でございますが、一部事業費を繰り越して実施

するものでございます。 

10款教育費４項社会教育費、高砂貝塚保存整備事業627万円でございます。これにつきま

しては、縄文ロードの整備、高砂貝塚の造成工事等に繰り越すものでございます。 

14款新型コロナウイルス感染症対策費１項新型コロナウイルス感染症対策費、宿泊商品券

発行事業でございます。8,000円のクーポンを町内2,000円で、また西胆振地区につきまして

は4,000円で販売している事業でございます。これを1,856万6,000円を令和３年度のほうに

繰り越すものでございます。 

それから、第３表の債務負担行為補正でございます。 

戸籍システム改修業務に係る債務負担でございまして、これ自体は全額国費事業なのです

が、国の予算の変更に伴いまして、令和２年度に予定した事業でございましたが、令和３年

度に事業を実施するということでございます。 

20ページに戻っていただきまして、第４条、地方債の補正でございます。地方債の追加及

び変更は、「第４表 地方債補正」によるとなってございますが、これにつきましては、後

ほど事項別明細のほうで説明させていただきたいと思います。 

それでは、事項別明細書をお開きいただきたいと思います。４ページ、５ページになりま

す。 
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  まず、歳入でございます。 

  13款分担金及び負担金２項負担金１目民生費負担金90万円の減額補正でございます。高齢

者入浴助成事業利用者負担金でございまして、入浴利用者の減に伴う減でございます。 

14款使用料及び手数料１項使用料１目民生使用料50万円の減額でございます。公衆浴場等

使用料でございまして、これも入浴利用者の減に伴う決算見込みの減でございます。 

15款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金155万5,000円の減額でございます。

一つが心身障害者福祉費負担金でございまして、障害者自立支援給付費等負担金200万円の

増でございます。これにつきましては、扶助費の増額に伴うものでございまして、国庫負担

金分を増額するものでございます。続きまして、児童福祉費負担金329万5,000円の減でござ

いますが、これにつきましては児童数の減に伴う児童手当の負担金の減でございます。介護

保険低所得者保険料軽減負担金でございますが、介護保険における低所得者保険料軽減負担

金26万円の減で、対象者の減に伴うものでございます。 

２項国庫補助金１目総務費国庫補助金696万2,000円の減額でございます。総務費補助金で

638万円の減、戸籍システム改修費補助金でございます。令和３年度の債務負担行為に移行

することに伴う変更でございます。企画費補助金でございます。58万2,000円の減でござい

ます。一つが地域内フィーダー系統確保維持費補助金でございまして、こちらは46万7,000

円の増でございます。洞爺地区のコミュニティバス運行の額の確定に伴うものでございます。

その下、アイヌ政策推進交付金104万9,000円の減でございます。バス導入事業費の確定に伴

う減でございます。 

２目民生費国庫補助金1,872万7,000円の減でございます。社会福祉費補助金1,789万円の

減でございますが、アイヌ政策推進交付金につきましては、アイヌ民族共生拠点施設整備事

業の事業費の確定に伴う減でございます。その下、子育て世帯臨時特別給付金補助金でござ

いますが、83万7,000円の減。子育て世帯臨時特別給付金給付事務費の補助金のほうを30万

7,000円の減。また、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費の補助金を53万円減するもので

ございまして、事業費の確定による減でございます。 

３目の衛生費国庫補助金2,887万9,000円の増でございます。新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業補助金でございまして、2,937万9,000円。ワクチン接種業務に係る補助金

でございまして、これ自体も令和３年度にほとんどを繰り越して実施するものでございます。 

続きまして、６ページ、７ページでございます。 

衛生費国庫補助金でもう一つ、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金50万円の減

でございます。これにつきましては、国庫補助金で見ておりましたが、道補助金が正しい科

目でございましたので、ここで訂正させていただいて、改めてここで減とさせていただきま

す。 

４目の商工費国庫補助金１億1,749万8,000円の減でございます。観光費補助金で、まずは

アイヌ政策推進交付金699万8,000円の減、アイヌ文化体験施設整備事業の執行残でございま

す。それから、自然環境整備交付金１億1,050万円の減でございますが、大変申し訳ありま
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せん、これも科目の訂正でございまして、国費で計上していたのですが、道費の誤りでござ

いまして、ここでは森林博物館の補助金なのですが、ここでは減させていただく。また、道

費のほうで増させていただくこととしております。 

それから、５目土木費国庫補助金でございます。327万1,000円の減でございます。道路橋

梁費補助金401万9,000円の減につきましては、防災・安全社会資本整備交付金でございまし

て、高砂１号線歩道整備等の事業費の確定による減でございます。また、都市計画補助金で

ございますが68万1,000円の減。社会資本整備総合交付金でございまして、大規模盛土のス

クリーニング事業費の確定に伴う減でございます。住宅費補助金142万9,000円の増でござい

ます。これにつきましては、社会資本整備総合交付金でございますが、家賃の減免事業の決

算見込みによる増額でございます。 

６目の教育費国庫補助金でございます。219万6,000円の減でございます。小学校費補助金

で256万4,000円の増。就学援助費補助金、決算見込みに伴いまして22万4,000円の減。公立

学校情報機器整備費補助金278万8,000円の増につきましては、ＩＣＴの支援費等に係る補助

対象経費の増額でございます。中学校費補助金205万2,000円の増でございます。就学援助費

補助金決算見込みに伴いまして７万7,000円の減。公立学校情報機器整備費補助金212万

9,000円の増でございます。小学校と同様、補助対象経費の増でございます。社会教育費補

助金681万2,000円の減でございます。史跡等保存整備事業補助金でございますが、ガイダン

ス施設等の整備の決算見込みによる減でございます。 

７目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時補助金でございます。5,104万8,000円の

増でございます。第３次補正で臨時交付金が１億3,000万8,000円の追加がございました。こ

れによりまして、１次、２次、さらには高度無線事業に係る補助金全体の合計で６億3,993

万4,000円と補助金がなってございます。今年度事業の決算見込みに伴い、今回ここで5,104

万8,000円を増額しまして、これまでの予算総額は５億5,960万2,000円となります。全体の

残りとしまして8,033万2,000円が残りますが、これにつきましては令和３年度の事業の財源

とするため、今回ここでは補正はしてございません。 

続きまして、16款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金55万5,000円の増でございま

す。心身障害者福祉費負担金でございます。障害者自立支援給付費等負担金100万円の増。

これは扶助費の決算見込みによる増でございます。児童福祉費負担金39万1,000円の減。児

童手当につきまして、児童数の減から負担金も減とするものでございます。介護保険低所得

者保険料軽減負担金13万円の減でございます。介護保険低所得者保険料軽減負担金対象者の

減に伴う減でございます。後期高齢者医療保険基盤安定負担金７万6,000円の増でございま

す。負担金額の見込みの増に伴うものでございます。 

８ページ、９ページでございます。 

２項道補助金１目民生費道補助金40万円の増額でございます。医療費助成費補助金が160

万円の減額。内訳としましては、重度心身障害者医療補助金が50万円の減、ひとり親家庭等

医療費補助金が50万円の減額、乳幼児医療費補助金が60万円の減額となってございます。い
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ずれも決算見込みによるものでございます。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費

補助金200万円の増でございます。これにつきましては、保育所に係る感染症予防事業に係

る補助金でございまして、一保育所当たり50万円の増額を計上したものでございます。 

続きまして、２目の衛生費道補助金でございます。50万円の増額でございます。新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金50万円でございまして、これは先ほど申し上げ

ました国庫補助金の誤りを道費の補助ということで、ここで計上させてもらうものでござい

ます。 

３目の農林水産業費道補助金692万3,000円の増でございます。林業費補助金で７万7,000

円の減につきましては、未来につなぐ森づくり推進事業補助金でございまして、事業費の確

定によるものでございます。水産業費補助金700万円の増でございます。地域づくり総合交

付金700万円、漁船の上架用船台整備事業に対する道の交付金の内示があったことから、こ

こで増額させていただくものでございます。 

６目の教育費道補助金274万9,000円の減でございます。社会教育費補助金424万9,000円の

減でございます。地域づくり総合交付金340万円の減でございますが、これにつきましては

高砂貝塚保存整備事業の事業費の確定に伴う交付金の確定でございます。学校支援地域本部

事業費補助金84万9,000円の減につきましても事業費の確定によるものでございます。新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金150万円の増でございます。これにつきま

しても、感染防止のための事業費補助金の追加でございまして、３児童会に対する補助金で

ございます。 

７目の電源立地地域対策交付金22万5,000円の減でございます。これにつきましては、交

付金額の確定に伴う減でございます。 

８目の商工費道補助金でございます。１億402万2,000円の増でございます。商工費補助金

で300万8,000円の減につきましては、プレミアム商品券発行事業費補助金でございまして、

事業実績見込みによる減でございます。またその下、観光費補助金１億703万円の増でござ

います。北海道国立公園等資源整備事業補助金でございまして、先ほどの国庫補助金のほう

で減させていただきました。ここで、道補助金として改めて計上させていただきます。国庫

金からの科目変更と、及び工事費等の確定に伴う計上でございます。内容としましては、森

林博物館の整備に係るものでございます。 

３項の委託金1目総務費道委託金68万7,000円の減でございます。統計調査費委託金でござ

いまして、国勢調査事業費の確定に伴う減でございます。 

17款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入48万4,000円の減でございます。これに

つきましては、教員住宅入居者の減等によるものでございます。 

続きまして、10ページ、11ページでございます。 

２項の財産売払収入１目の土地売払収入840万円の増でございます。これにつきましては、

旧洞爺公民館跡地の売却収入でございまして、897.09平米を町内の社会福祉法人に売却する

ものでございます。法人では、本部施設、さらには認知症カフェ、介護教室、相談窓口、芸
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術館との連携など、地域活性化にも貢献いただけるということで期待をしているところでご

ざいます。 

続きまして、18款１項寄附金１目一般寄付金1,389万2,000円の減でございます。これにつ

きましては、ふるさと納税寄附金の決算見込みによる減等を計上してございます。 

２目の観光費寄附金62万3,000円の減につきましても同上の理由でふるさと納税の寄附金

の決算見込みによる減でございます。 

19款１項１目の繰入金でございます。１億4,833万7,000円の減でございます。一つが財政

調整基金繰入金が１億4,400万円減でございます。各種事業の決算見込みによる歳出の減及

び国の臨時交付金の増額に伴う減額を計上してございます。これによりまして、財政調整基

金の繰入金の予算額は、令和２年度はゼロということでございます。育英資金の基金繰入金

315万円の減でございます。学生支援給付事業の決算見込みによるものでございます。公共

施設等整備基金繰入金30万円の減でございます。高砂川水路改修工事の事業費確定に伴うも

のでございます。みんなの基金繰入金80万円の減でございます。子どもインフルエンザワク

チン接種の減、また、こども芸術文化フェスティバルが中止になったことに伴うものでござ

います。森林環境譲与税基金繰入金８万7,000円の減でございます。森林所得者意向調査執

行残分を減とするものでございます。 

21款諸収入４項受託事業収入１目衛生費受託事業収入でございます。13万円の減でござい

ます。後期高齢者医療広域連合受託事業収入でございまして、健康推進事業費の確定に伴う

ものでございます。 

５項３目の雑入でございます。68万7,000円の減でございます。ふるさと納税事務手数料

ということで、観光寄附金の減に伴うものでございます。 

  続きまして、12ページ、13ページでございます。 

22款１項町債１目総務債でございます。5,980万円の減でございます。一つが洞爺駅エレ

ベーター整備事業債でございまして5,950万円の減につきましては、令和２年度の事業費の

確定に伴う減でございます。またその下、車両整備事業債30万円の減でございますが、地域

循環型バスの導入事業の事業費の確定したことによる減でございます。 

続きまして、２目の民生債2,500万円の減でございます。社会福祉施設整備事業債でござ

いまして、アイヌ民族共生拠点施設の整備事業に係るものでございまして、決算見込みに伴

う減でございます。 

３目の農林水産業債でございます。850万円の減。水産業施設整備事業債でございまして、

漁船の上架用船台整備事業でございます。地域づくり総合交付金の内示に伴う減でございま

す。 

４目の商工債610万円の減でございます。観光施設整備事業債でございまして、森林博物

館建設事業の事業費の確定の伴う減でございます。 

５目土木債でございます。190万円の減でございます。一つが道路橋梁債で90万円の減に

つきましては、橋梁長寿命化事業の事業費の確定に伴う、またその下の住宅管理事業債につ
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きましても、泉公園団地改修事業の事業費の確定の伴い、それぞれ90万円と100万円を減額

するものでございます。 

７目の教育債でございます。2,140万円の減でございます。一つが文化財等保存整備事業

債で1,500万円の減につきましては、入江・高砂貝塚保存整備事業の事業費の確定に伴うも

のでございます。またその下、公共施設等除却事業債640万円の減でございます。文化交流

会館の解体事業でございまして、これも事業費の確定に伴うものでございます。 

  ９目の減収補てん債でございます。1,392万4,000円の増でございます。借入れ可能額が確

定したことから補正予算として計上させていただくものでございます。 

続きまして、14ページ、15ページでございます。 

歳出でございます。 

  １款１項１目の議会費でございます。42万円の減でございます。旅費及び交際費それぞれ

22万円、20万円を減額してございますが、決算見込みによるものでございます。 

１項総務管理費１目一般管理費105万円の減でございます。旅費で25万円の減、交際費で

145万円減、役務費で85万円の増、使用料及び賃借料で20万円の減となってございます。い

ずれも決算見込みによるものでございます。 

３目の公有財産管理費でございます。2,882万3,000円の増でございます。基金管理事業で

ございまして、財政調整基金のほうに3,100万円を積み立てるものでございます。今回、３

月の補正で歳入歳出差引額を積立てするものでございます。またその下、観光開発基金積立

金61万1,000円の減でございますが、洞爺湖マラソンの経費の減に伴うものでございます。

その下、特定目的基金積立金156万6,000円の減でございますが、ふるさと納税寄附金の減に

伴うものでございます。 

４目の物品集中管理費でございます。347万7,000円の増でございます。需用費306万円ご

ざいますが、消耗品で267万9,000円、それから印刷製本費で38万1,000円、事務機器等借上

料で41万7,000円の増でございます。コロナウイルス対策等のお知らせとか、様々な周知文

書を発行してきてございますが、それらの経費による増でございます。 

５目の電子計算管理費115万円の減でございます。情報管理事業でございまして、まずは

光ケーブル移設業務委託料が50万円の減でございます。これにつきましては、移設工事自体

が延期になったことによる減でございます。電算機器システム補修委託料20万円の減、シス

テム更新委託料30万円の減、使用権許諾料15万円の減につきましては、いずれも執行残でご

ざいます。 

６目諸費でございます。1,160万円の減でございます。功労者等表彰及び渉外対策事業と

なってございます。一つが報償金でございまして990万円、またその下、クレジットカード

決算システム使用料170万円の減となってございます。これにつきましては、報償金とこの

システム使用料も、ふるさと納税寄附金の減に伴う返礼品であったり、決済システムの使用

料の減でございます。 

７目財政会計管理費でございます。78万1,000円の増でございます。財政会計管理事務の
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費用でございまして、手数料が20万円の減は郵便振替手数料の執行残。また、償還金98万

1,000円の増につきましては、過年度の子ども・子育て支援交付金の清算による返還金でご

ざいます。 

続きまして、16ページ、17ページでございます。 

８目の企画費でございます。6,638万7,000円の減でございます。 

右側の事業の部分で、企画一般事業というのがあります。82万円の減でございます。委員

報酬が９万8,000円の減、報償金が７万3,000円の減、費用弁償が１万2,000円の減につきま

しては、各種審議会等の執行残でございます。また普通旅費17万2,000円の減、決算見込み

によるものでございます。18節のようてい・西いぶり広域連携会議負担金５万6,000円の減

につきましては、会議が未開催となったことから、減するものでございます。その下、高度

無線環境整備推進事業負担金40万9,000円でございますが、光ケーブルの整備事業でござい

まして、予定事業費の変更でございます。 

その下、地域公共交通対策事業費でございます。6,556万7,000円の減でございます。一つ

がラッピングバスのデザインの委託料、入札執行残で113万9,000円の減。それから、備品購

入費につきましては22万2,000円の増でございますが、停留所の案内板の購入費が若干増に

なるものでございます。車両購入費で巡回バス購入に係る入札残として30万8,000円の減。

地域公共交通運行補助金418万2,000円の減につきましては、事業者に直接国のほうから補助

金が入るのですが、それが増になったこと及び運行費の減に伴う減を見込んでいるものでご

ざいます。それから、生活路線維持事業補助金264万円の増でございます。対象経費の増に

伴うものでございます。洞爺駅エレベーター整備補助金6,280万円の減でございます。事業

費の確定に伴うＪＲ北海道への補助金の減でございます。 

10目自治振興費21万円の減でございます。報償金でございますが、自治会長会議が中止に

なったことに伴うものでございます。 

11目交通安全対策費75万円の減でございます。会計年度任用職員報酬につきましては、交

通安全指導員の出動回数の減によるものでございます。また、消耗品費30万円の減、交通安

全旗購入の執行残でございます。 

３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費665万9,000円の減でございます。12節で

電算機器システム補修委託料638万円の減でございます。システム改修の業務を債務負担行

為で令和３年度の事業に変更することに伴うものでございます。機器購入年賦金というのが

ございます。27万9,000円でございますが、これも戸籍システムの償還金の額の確定に伴う

ものでございます。 

５項１目の統計調査費でございます。68万7,000円の減でございます。会計年度任用職員

報酬19万5,000円の減、調査員報酬24万9,000円の減、時間外勤務手当６万7,000円の減、次

のページになりますけれども、社会保険料等12万4,000円の減、事務機器等借上料５万2,000

円の減、いずれも国勢調査業務の執行残分の減額するものでございます。 

続きまして、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費4,063万7,000円の減でござい
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ます。右側、社会福祉管理事務事業となってございます。工事請負費（アイヌ民族共生拠点

施設新築工事）でございますが、設計の見なし及び入札執行残による決算見込みの分でござ

います。それから、洞爺湖町社会福祉協議会交付金162万7,000円の増でございます。コロナ

禍によりまして、デイサービス事業の収入が大きく減してございます。そこで運営交付金と

して交付金を増額するものでございます。 

２目の高齢者福祉費でございます。235万6,000円の減でございます。一つが高齢者福祉事

業でございます。196万円の減でございますが、高齢者入浴助成事業委託料150万円の減は利

用者の減によるものでございます。また、長寿祝い金、対象者の確定により46万円を減額す

るものでございます。在宅高齢者支援事業でございます。緊急通報システム管理業務委託料

39万6,000円の減でございますが、決算見込みによる減でございます。 

３目の心身障害者特別対策費400万円の増でございます。自立支援給付費扶助でございま

して、新規利用者の増等によるものでございます。 

４目の介護保険費でございます。278万円の減額でございます。介護保険特別会計繰出金

でございまして、決算見込みに伴う繰出金の減でございます。 

５目の社会福祉施設費45万円の減でございます。虻田地区集会所管理事業でございまして、

燃料費、光熱水費、それぞれ５万円、40万円を減としてございます。集会所の使用の減に伴

うものでございます。 

６目の後期高齢者医療費でございます。1,419万1,000円の減でございます。後期高齢者医

療事業でございまして、療養給付費負担金が1,360万8,000円の減、後期高齢者医療特別会計

繰出金が58万3,000円の減、いずれも繰出金の額の確定に伴うものでございます。 

続きまして、20ページ、21ページになります。 

３項の医療助成費でございます。２目の重度心身障害者医療助成費100万円の減、３目の

ひとり親家庭等医療助成費100万円の減、４目の乳幼児等医療助成費300万円の減、いずれも

医療扶助費の決算見込みによる減でございます。 

４項児童福祉費でございます。１目の児童福祉総務費440万円の減でございます。右側を

見ていただきますと、インフルエンザワクチン接種委託料35万円の減、インフルエンザワク

チン接種費用助成扶助５万円の減、これはいずれも接種者の減に伴うものでございます。ま

た、児童手当につきましては児童数の減少に伴う400万円の減を見込んでございます。 

２目の児童特別対策費でございます。68万8,000円の増でございます。児童デイサービス

施設等運営費負担金でございまして、決算見込みに伴う各市町負担金の増でございます。 

５項保育所費１目保育所管理費10万円の減でございます。報償金でございまして、保育士

研修会が中止になったことに伴う減でございます。 

２目の常設保育所費でございます。98万3,000円の増でございます。子育て支援センター

運営事業で社会保険料等がございます。これにつきましては、正規職員の配置に伴う減でご

ざいます。それから報償金16万2,000円の減ですが、子育てセミナーが中止になったことに

よる減でございます。またその下、常設保育所運営事業でございます。社会保険料等につき
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ましては執行残分の減額でございます。光熱水費、それから賄材料費は増となってございま

す。児童数等の増、また決算見込みによる増ということで、それぞれ34万7,000円、185万

8,000円を増額してございます。その下、事務機器等の借上料20万円の減でございますが、

コピー機の借り上げなのですが、再リースしたことに伴う減が出たものでございます。 

続きまして、22ページ、23ページでございます。 

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生管理費32万3,000円の増でございます。水道事業

会計の負担金でございまして、消火栓整備でございます。消火栓の修繕費用の増に伴う水道

事業会計への負担金増でございます。 

２目の予防費でございます。2,586万5,000円の増でございます。予防接種事業としまして

3,076万5,000円を計上してございます。これにつきましては、新型コロナウイルスワクチン

接種事業に係る経費でございまして、このうち2,937万6,000円になりますが、令和３年度に

繰り越して実施するものでございます。会計年度任用職員報酬127万3,000円、期末手当16万

1,000円、社会保険料等17万3,000円につきましては、事務補助、保健師の４月から９月の費

用分を計上してございます。それから報償費230万円でございますが、ワクチン接種医師等

への報償金でございます。また、費用弁償６万円でございますが、会計年度任用職員の通勤

費。消耗品につきましては10万円、周知分等の用紙代でございます。印刷製本費につきまし

ては封筒の印刷代78万7,000円。医薬材料費につきましては、消毒薬、または注射器等の購

入費60万円。それから通信運搬費につきましては124万4,000円、接種のクーポン券の郵送料

等でございます。また、手数料につきましては、障害接種者請求手数料としまして12万円を

見てございます。機器設置委託料でございますが、電話回線の増設を行います220万円につ

いては繰り越しをしないで年度内で実施してまいります。施設使用料、接種会場の使用料と

して234万円を計上してございます。備品購入費、接種会場用のつい立てであったり、椅子

等を購入するということで284万5,000円。それから事務費負担金1,656万2,000円でございま

すが、接種は今のところ平日だけではなく土曜日、日曜日等も検討させていただいておりま

す。そういうことから、医療関係者の時間外対応分について協力医療機関等に負担金として

支出するものでございます。 

その下、結核・がん等検診事業でございます。430万円の減、がん検診委託料で、検診受

診者の減に伴うものでございます。その下、妊産婦健康診査委託料60万円の減、対象者の減

に伴うものでございます。 

   ３目の保健衛生指導費でございます。８万5,000円の減につきましては、賄材料費となっ

てございますが、調理実習の中止に伴う減でございます。 

   それから、２項の環境衛生費１目環境衛生費169万3,000円の減でございます。伊達市し尿

等処理事務委託負担金でございまして、負担金の確定に伴う減でございます。 

続きまして、24ページになります。 

４項清掃費１目清掃管理費でございます。200万円の減でございます。西いぶり広域連合

負担金、決算見込みに伴う減でございます。 
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５項１目公害対策費20万円の減でございます。水質・大気・臭気等調査測定業務委託料で

ございます。執行残分の減でございます。 

６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費42万円の減でございます。費用弁償となっ

てございますが、研修会等の中止に伴う減でございます。 

３目の農業振興費38万4,000円の減でございます。国営大原地区畑地かんがい維持管理事

業でございます。会計年度任用職員報酬18万9,000円、普通旅費11万8,000円、道営土地改良

事業に関する会議負担金７万7,000円、それぞれ減しますが、会議の中止等により決算見込

みの減でございます。 

４目の畜産振興費でございます。79万8,000円の減でございます。会計年度任用職員の報

酬59万円の減、社会保険料等20万8,000円の減。町営牧場でございますが、常勤者を当初予

定していたのですが、確保ができなかったということで、採用形態の変更によるものでござ

います。 

２項林業費１目林業振興費26万8,000円の減でございます。右側、木質化整備委託事業６

万3,000円の減、森林所有者意向調査業務委託料８万7,000円の減、未来につなぐ森づくり推

進事業補助金11万8,000円の減、執行残分の減でございます。 

26ページ、27ページでございます。 

３項水産業費１目水産業振興費215万6,000円の減でございます。右側を見ていただきまし

て、漁船の上架用船台整備事業補助金200万円の減、ホタテ稚貝購入事業補助金15万6,000円

の減、いずれも事業費の確定による減でございます。 

続きまして、７款１項商工費１目商工振興費917万4,000円の減でございます。一つが商工

管理事務事業ということで、異業種間青年交流事業実行委員会補助金80万円の減でございま

す。これにつきましては、ワイングルメまつりが中止になったことに伴う減でございます。 

その下、道の駅等施設維持管理事業でございます。37万4,000円の減、道の駅とうや湖駐

車場整備工事の入札執行残でございます。 

その下、地域振興事業でございます。800万円の減でございますが、会計年度任用職員報

酬の432万円の減、それから期末手当の33万9,000円の減、社会保険料等の72万5,000円の減、

それから費用弁償の５万1,000円の減、それから普通旅費の17万円の減、それから、ちょっ

と飛びますが、13節の自動車借上料の40万円の減、それから18節の地域おこし協力隊家賃補

助金の105万7,000円の減、これはいずれも地域おこし協力隊の退任及び未採用による執行残

でございます。10節の燃料費、光熱水費、それぞれ５万1,000円、11万5,000円の減としてご

ざいますが、これにつきましては令和２年度移住体験の休止による減でございます。14節の

工事請負費でございますが、前浜の海浜公園の整備工事の入札執行残により77万2,000円を

減するものでございます。 

２項観光費１目観光振興費215万9,000円の減でございます。観光振興対策事業でございま

して、報償金19万4,000円の減につきましては、花と緑のまちづくり事業の一部中止に伴う

ものでございます。また、普通旅費29万6,000円の減は国内外の観光プロモーションが中止
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になったことに伴うものでございます。それから、12節の花と緑のまちづくり業務委託料15

万5,000円の減、入札執行残でございます。民間活力開発機構負担金６万円の減、決算見込

みによるものでございます。旅客誘致活動負担金10万円の減、またトップセールス旅客誘致

活動負担金30万円の減、いずれも事業が中止になったことによるものでございます。北海道

トライアスロン大会補助金37万7,000円の増でございます。寄附金額の確定に伴うものでご

ざいます。洞爺まちづくり観光協会補助金80万円の増でございます。洞爺地区の湖畔キャン

プ場が令和２年度開設するが中止となりました。そのことに伴いまして、運営費補助金を追

加として出すものでございます。洞爺湖温泉観光協会補助金220万円の減、海外旅客誘致事

業が中止になったことに伴うものでございます。洞爺湖マラソン大会実行委員会交付金３万

1,000円の減でございます。クラウドファンディング積立て分の確定に伴う減でございます。 

続きまして、28、29ページでございます。 

２目の観光施設管理費でございます。2,016万9,000円の減でございます。右側を見ていた

だきまして、足湯・手湯の管理事業でございまして、薬師の湯ポケットパーク造成工事等の

部分の設計見直し及び入札執行残で115万5,000円を減してございます。また、洞爺湖観光情

報センター等の管理運営事業でございまして、光熱水費70万円の減、決算見込みによるもの

でございます。洞爺湖文化センター管理運営事業で、アイヌ文化体験設備設置委託料でござ

います。設計の見直しに伴いまして839万7,000円を減とするものでございます。森林博物館

管理運営事業でございます。森林博物館の実施設計の業務委託料、入札執行残240万6,000円

の減。それから工事請負費、新築工事でございますが650万円の減、入札執行残でございま

す。にぎわい広場管理事業でございます。光熱水費、イルミネーション設置業務委託料、い

ずれもそれぞれ30万円、11万2,000円の減となってございます。決算見込みによる減でござ

います。パークゴルフ場管理運営事業15万4,000円の減でございます。洞爺ふれあいパーク

臨時職員の決算見込みによる減でございます。それから、洞爺水の駅管理事業で工事請負費、

水の駅風除室の設置工事、入札執行残34万4,000円を減とするものでございます。それから、

洞爺地区湖畔及び公園維持管理事業で手数料が10万1,000円の減でございます。洞爺地区の

曙トイレのくみ取り手数料の執行残でございます。 

３目のジオパーク推進費31万3,000円の減でございます。普通旅費31万3,000円、会議等の

中止に伴いまして減とするものでございます。 

８款土木費１項土木管理費1目土木管理費でございます。10万2,000円の減でございます。

道路台帳データの更新業務委託料、入札執行残でございます。 

２目の車両管理費60万円の減でございます。公有自動車管理事業としまして、手数料が30

万円の減、保険料が20万円の減、決算見込みによる減でございます。続きまして、30ページ、

31ページになります。自動車重量税10万円の減でございます。これも決算見込みによる減で

ございます。 

２項道路橋梁費1目道路橋梁維持費2,523万4,000円の増でございます。右側、虻田地区道

路橋梁保守事業で、会計年度任用職員報酬70万円の減、期末手当10万円の減、社会保険料等
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40万円の減、決算見込みによる減でございます。また、除雪業務委託料3,000万円の増でご

ざいます。これにつきましては、１月に4,100万円を補正させていただきましたが、さらに

雪が続きまして、さらなる費用増が見込まれることから、今回3,000万円を増させていただ

くものでございます。その下、洞爺地区道路橋梁保守事業117万2,000円の減でございます。

会計年度任用職員報酬63万6,000円の減、期末手当18万6,000円の減、社会保険料等35万円の

減、決算見込みによる減でございます。その下、橋梁長寿命化計画修繕事業でございます。

工事請負費で239万4,000円の減、いずみ大橋の修繕工事の入札執行残でございます。 

３項１目の河川費でございます。41万4,000円の減でございます。工事請負費で、高砂川

水路改修工事の入札執行残23万9,000円の減、補償金17万5,000円の減でございますが、高砂

川水路内の電柱移設補償費の確定によるものでございます。 

４項公園及び緑化費２目湖畔公園緑化費４万5,000円の増でございます。これにつきまし

ては、温泉・月浦地区環境整備事業でございまして、社会保険料等が20万円の減、消耗品費

が12万円の増については、決算見込みによる増減でございます。また、修繕料12万5,000円

の増となってございますが、除雪機の修繕費用が増となったものでございます。 

続きまして、32ページ、33ページでございます。 

５項都市計画費１目都市計画管理費207万円の減でございます。右側、都市計画管理事業

で、報償金22万4,000円の減につきましては、景観計画策定委員会の開催回数の減に伴うも

のでございます。それから、景観計画策定業務委託料６万6,000円の減、計画策定業務委託

料136万2,000円の減については、大規模盛土スクリーニング調査業務の執行残でございます。

その下、都市公園長寿命化対策事業で、工事請負費（有珠山噴火記念公園通路整備工事）の

入札執行残で41万8,000円の減でございます。 

６項住宅・建築費２目住宅管理費303万円の減でございます。町営住宅管理事業でござい

まして、一つが泉公園団地屋上防水工事の入札執行残に伴い255万円の減。補償費48万円の

減につきましては、緑沢団地入居者の移転が翌年度になったことに伴う減でございます。 

９款消防費１項消防費１目消防費638万円の減でございます。西胆振行政事務組合の負担

金でございまして、過年度負担金精算による減額でございます。 

２目の災害対策費119万5,000円の減でございます。災害対策事業としまして、費用弁償、

それから普通旅費につきましては、それぞれ13万3,000円の減、26万円の減となってござい

ます。防災会議、それから火山防災フォーラム等が中止になったことによるものでございま

す。また、消耗品費15万円の減、手数料12万1,000円の減、自動車借上料25万8,000円の減に

つきましては、町の避難訓練が中止になったことに伴うものでございます。それから、備品

購入費27万3,000円の減につきましては、防災用備品の購入費の執行残分を減額するもので

ございます。 

34ページ、35ページになります。 

10款教育費１項教育総務費１目教育委員会費10万円の減でございます。交際費10万円の減、

教育長交際費の執行残でございます。 
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２目事務局費49万4,000円の減につきましては、育英資金の基金積立金寄附額の減に伴う

ものでございます。 

３目諸費でございます。1,016万9,000円の減、教育推進事業で771万5,000円の減でござい

ます。委員報酬44万9,000円につきましては、学校運営協議会が開催中止になったことに伴

う減。それから会計年度任用職員報酬476万2,000円の減、期末手当45万7,000円の減、社会

保険料等107万円の減につきましては、支援員の経費のうち２人分につきましてコロナ特別

枠ということで直接の道費負担金になったことに伴う減と採用数の減に伴うものでございま

す。報償金につきましては、各種の学校事業が中止になったことに伴い53万4,000円の減。

それから費用弁償、その下の保険料、それぞれ45万3,000円の減、10万9,000円の減となって

ございますが、学校運営協議会が開催中止になったことによるものでございます。洞爺地区

等通学費等助成金11万9,000円の増でございます。事業費の補助金の確定による増でござい

ます。 

教育改善推進事業で報償金27万1,000円の減でございますが、各種研修会の講師の謝礼等

の執行残でございます。 

その下、教育活動支援事業でございます。北海道虻田高等学校を支援する会補助金60万円

の減については、補助事業の補助金のうち、一部事業が中止になったことに伴うものでござ

います。洞爺湖こども芸術文化フェスティバル補助金48万円の減、事業自体が中止になった

ことによるものでございます。 

小中学校スクールバス等運行事業110万3,000円の減でございます。燃料費で45万円、自動

車借上料65万3,000円、決算見込みによる減でございます。ここの自動車借上料につきまし

ては、中学校の部活動であったり、大会等が中止になったことに伴うものでございます。 

４目の教員住宅管理費につきましては、財源補正でございます。 

36ページ、37ページでございます。 

２項小学校費１目小学校管理費194万円の減でございます。右側を見ていただきまして、

手数料15万円の減は、教育用パソコンの設定料でございます。その下、学校職員健康診断委

託料20万円の減、いずれも決算見込みによる減でございます。自動車借上料65万円の減につ

きましては、校外学習が中止になったことに伴うものでございます。事務機器等借上料94万

円の減でございますが、教育用パソコンの台数の減に伴うリース料の減でございます。 

２目の教育振興費135万3,000円の減でございます。小学校就学援助事業でございまして、

学用品費扶助が７万円の減、給食費扶助が56万円の減、修学旅行費扶助が17万円の減、医療

費扶助が３万円の減、体育実技用具費扶助が29万3,000円の減、校外活動費扶助が６万円の

減、ＰＴＡ会費扶助が17万円の減、いずれも学校が臨時休校になったり、また各種事業の中

止等がございまして、それらに基づく決算見込みによる減でございます。 

３項中学校費１目中学校管理費667万2,000円の増でございます。中学校管理事業でござい

まして、会計年度任用職員報酬16万円の減、執行残でございます。また、光熱水費が600万

円と増になってございます。これは感染対策に伴う電気代等が増となったものでございます。
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修繕料123万2,000円の増、虻田中学校消防設備修繕等の追加でございます。手数料につきま

してはパソコンの設定料なのですが16万円の減、学校職員健康診断委託料が24万円の減、い

ずれも決算見込みによるものでございます。 

２目の教育振興費106万円の減でございます。中学校の就学援助事業でございまして、学

用品費扶助が３万円の減、新入学生徒学用品費扶助が８万円の減、給食費扶助が43万円の増、

修学旅行費扶助が56万円の減、医療費扶助が７万円の減、体育実技用具費扶助が19万6,000

円の減、校外活動費扶助が19万円の減、ＰＴＡ会費扶助が11万円の減、クラブ活動費扶助が

21万円の減、生徒会費扶助が４万4,000円の減となって、いずれも臨時休校であったり、各

種事業中止等もございまして、決算見込みによる増減を計上してございます。 

続きまして、38ページ、39ページでございます。 

４項社会教育費１目社会教育総務費でございます。173万2,000円の減でございます。右側、

社会教育管理事務事業でございますが、委員報酬17万5,000円の減、費用弁償７万6,000円の

減、普通旅費４万6,000円の減、いずれも研修会、会議等が中止になったことに伴うもので

ございます。洞爺湖町子ども会育成連絡協議会補助金、それから洞爺湖町青少年健全育成連

絡協議会補助金、５万円、6万円の減となってございます。決算見込みによる減でございま

す。その下、洞爺湖町人づくり育成事業補助金122万5,000円の減、当初令和２年度で事業予

定してございましたが、コロナ禍で事業中止ということで翌年度以降の事業にいたすことか

ら減額するものでございます。とうや文化協会補助金10万円の減、協会事業が中止になった

ことに伴う減でございます。 

２目の社会教育奨励費111万1,000円の減でございます。報償金は各事務事業の中止による

ものでございますが86万円の減。施設使用料10万円の減、自動車借上料９万6,000円の減は、

予定していた美術見学会が中止になったことに伴うものでございます。胆振管内国内婦人研

修派遣事業負担金５万5,000円の減につきましても、研修会が中止になったものでございま

す。 

３目の社会教育施設費でございます。504万5,000円の減でございます。右側、一つが児童

会運営事業でございまして72万3,000円、会計年度任用職員報酬61万2,000円、社会保険料等

が11万1,000円、決算見込みによりそれぞれ増とするものでございます。その下、社会教育

施設維持管理事業でございます。524万4,000円の減でございますが、会計年度任用職員報酬

５万6,000円の増、決算見込みによる増。また、工事請負費530万円の減でございますが、文

化交流センター解体工事の入札執行残でございます。その下、洞爺湖芸術館管理運営事業で

ございまして、報償金52万4,000円の減につきましては、特別展等が中止になったことに伴

うものでございます。 

５目文化財費でございます。2,130万円の減でございます。高砂貝塚保存整備事業でござ

いまして、ガイダンス施設展示改修業務委託料が700万円の減、入札執行残でございます。

またその下、工事請負費1,230万円の減となってございますが、高砂貝塚駐車場の整備工事

ほか５工事に係る増減を合計で1,230万円減してございます。 
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５項の保健体育費１目の体育奨励費110万4,000円の減でございます。保健体育管理事業で

63万5,000円の減。委員報酬33万6,000円、それから費用弁償が24万2,000円、普通旅費が５

万7,000円のいずれも減でございますが、スポーツ推進員会議、研修会の中止に伴うもので

ございます。その下、社会体育振興事業でございます。報償金46万9,000円の減につきまし

ては、各種スポーツ事業の中止に伴うものでございます。 

40ページ、41ページでございます。 

２目の体育施設費でございます。236万円の減でございます。体育施設運営事業でござい

まして、会計年度任用職員報酬が85万円の減、光熱水費が103万1,000円の減、医薬材料費が

21万9,000円の減、衛生検査等委託料が７万7,000円の減、水質検査委託料が18万3,000円の

減でございます。いずれも令和２年度プールの開設が中止になったことによる減でございま

す。 

３目の給食施設費でございます。22万円の減でございます。洞爺給食センター運営事業で

は、会計年度任用職員報酬12万円の減、虻田給食センターでは社会保険料等が10万円の減、

いずれも決算見込みによるものでございます。 

11款１項公債費１目元金でございます。1,570万円の減でございます。公債償還金でござ

いまして、令和元年度借入額の減に伴う減でございます。 

２目の利子でございます。75万円の減。公債利子でございまして、元金と同じ理由により

減となるものでございます。 

12款１項１目の給与費でございます。30万円の増でございます。時間外勤務手当が決算見

込みとして30万円増となるものでございます。 

13款１項１目予備費20万1,000円を増額するものでございます。 

42ページ、43ページになります。 

14款１項新型コロナウイルス感染症対策費１目生活支援対策費423万7,000円の減でござい

ます。右側を見ていただきまして、子育て世帯臨時特別給付金事業でございまして、時間外

勤務手当２万6,000円、管理職員特別勤務手当１万2,000円、消耗品費３万9,000円、印刷製

本費２万4,000円、通信運搬費５万5,000円、手数料15万1,000円、いずれも事業費の確定に

伴う減額でございます。臨時特別給付金自体も確定に伴い53万円減としてございます。その

下、学生支援特別給付事業でございます。決算見込みに伴いまして330万円減とするもので

ございます。その下、ひとり親多子世帯臨時特別給付金10万円の減でございます。給付金額

の確定に伴う減でございます。 

２目の衛生対策費36万6,000円の減でございます。幼児感染症予防対策事業36万6,000円の

減でございますが、保育所に係る空気清浄機等の購入事業の執行残分でございます。 

３目の経済対策費4,297万4,000円の減でございます。一つが商工支援対策事業の感染症予

防事業所支援補助金でございまして、感染予防対策に係る事業所に対して８割の費用30万円

を限度として補助してございますが、補助対象件数が増ということで327万4,000円を増額さ

せていただきます。またその下、プレミアム商品券発行事業補助金につきましては1,851万
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2,000円の減でございまして、事業費の決算見込みに伴う減。またその下のスナックバー等

経営継続支援給付金210万円の減でございますが、対象件数が減になったものでございます。

観光支援対策事業では、冬季宿泊割引事業補助金2,353万6,000円の減でございます。いわゆ

る洞爺湖割というものでございまして、緊急事態宣言等の影響で宿泊者が減になったことに

よるものでございます。農林漁業支援対策事業では、農林漁業者事業継続支援補助金につき

ましては、一律30万円の助成でございますが、対象件数の確定に伴いまして減とするもので

ございます。 

４目の防災対策費でございます。41万2,000円の減でございます。消耗品費は段ボールの

パーティションなのですが７万7,000円の減、備品購入費は段ボールベッドなのですが33万

5,000円の減、いずれも入札執行残となってございます。 

  以上、説明をさせていただきました。 

以上、提案をさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  ここで休憩といたします。再開を３時15分といたします。 

  （午後 ３時０１分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

  引き続き、一般議案を続けます。 

                                （午後 ３時１７分） 

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

○議長（大西 智君） 議案第62号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算の説明が終わ

り、これから質疑を行いたいと思います。 

  質疑はありますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 何点か、ちょっと確認をしますが、最初に事項別明細の11ページに財

産収入について記載があります。旧洞爺公民館跡地の売却なのですが、この売却に当たって、

相手方との間での契約の中身はどういう内容なのか。そしてまた、例えば転売等の扱いにつ

いてはどういうふうに規定されているのか、規定していないのか。その点について確認をさ

せていただきたいと思います。 

  それから、19ページの民生費の社会福祉管理事務事業なのですが、工事請負費があって、

執行残という形で4,226万4,000円ですか、設計見直しによって多額の執行残が発生しており

ますが、この要因は何なのか、もう少し説明をいただければと思います。 

  それから、29ページになります。これはちょっと気になるのですけれども、ジオパーク推

進の関係ですけれども、今回ジオパーク推進運営事業で減額されております。この間ちょっ

とあまり確認していなかったので改めて聞きたいのですけれども、ジオパーク推進の事務局

が当町に置かれるようになって、構成自治体からは人員の派遣であったり、あるいは費用の
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負担というかあるのですけれども、例えば費用負担の考え方というのはどういうふうになっ

ているのか、割合など構成自治体でそれぞれどのくらい出し合って推進事業が行われている

のかということを参考までにお聞かせいただければと思います。そういう中で、今回は普通

旅費の減額ではあるのですけれども、全体としてジオパークが構成自治体によってどのくら

いの予算額で行われているかということについてお聞きしたいと思います。 

  それから、39ページの高砂貝塚保存事業の関係ですが、これも2,130万円と大幅な減額が

されました。工事請負費については1,430万円ということで、これも先ほどの質問の中でも

ありましたけれども、当初の予定価格、契約額に対してこれだけの減額が出てくると。そも

そもの積算がどうだったのかということを非常に疑問に思うものですから、その点について

伺いたいと思います。 

  それから最後に43ページ、今、町長の話もありましたが、防災対策事業の危機管理室、今

回は段ボールのパーティションであったり、段ボールベッドなどの備品購入の執行残という

ことなのでしょうけれども、当初、町が予定している、例えば有珠山噴火の際には、町外へ

の避難も含めて、それぞれ自治会単位でどこの避難所に避難するかということまで以前には

決めておりましたし、自治会の中ではその中で何班から何班をどこの施設にと、自治会の中

でも分散しなければならないという状況もありました。ただ、コロナの感染対策もあって、

それだけでは施設としては足りなくなってきている。そうすると、ほかにも避難先を用意し

なければならないということなのですが、その辺の対応策というのは、この間の取組の中で

は行われてこなかったかどうか。段ボールだけではなくて、実際に避難する場所の確保、本

当に町民が避難する際にしっかりと避難できるようなそういう仕組みづくりがされているの

かどうか、改めて確認させていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 11ページの財産収入の土地の売却の部分でございます。 

契約の中身という部分でございますが、契約の中身につきましては、まずは売却金840万

円。こちらにつきましては、行政報告のほうでもさせていただいていますけれども、売買実

例価格、北海道の地価調査価格、固定資産税の鑑定価格、これらの価格に基づいて総合的に

地域貢献度等を考慮して出したということでございます。そのほか、契約の中身につきまし

ては、通常の貸し担保とか、あとは用途指定ですね。本部事務所ということですので、これ

に供するものと。それに関する時期、期日、あとは暴力団の排除、所有権移転の禁止、用途

の変更解除のときには協議をしなさいというようなものが記載されています。 

転売の扱いにつきましては、契約書の中で法人のほうで特段の事情がない限りはあり得な

いとは思うのですけれども、もし様々な事情で転売を余儀なくされるようなことがあったと

したら、町に買い戻すというような特約を入れることとしているところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 19ページの民生費の工事費の部分の議員からのご質問という
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ことでございます。 

  こちらの内訳のほうにつきましては、入札執行残によるものが1,000万円程度、それから

それ以外の設計の見直し等々によるものが3,000万円強というような内訳になってございま

す。 

この部分につきましては、当初、アイヌ政策推進交付金のほうの申請をするに当たりまし

て、まず大体500平米程度、いわゆる150坪程度の建物を想定しておりましたことから、類似

施設によります大まかな概算的な部分での数値によりまして計算をした中で、申請をしてき

たところでございますけれども、実際に予算の中で細かな設計に入る段階におきまして、例

えば壁材であるとか、それ以外の床材であったりだとかという部分について細かく設計をし

ていき、さらには経費の節減化も当然ながら重要であるとの観点から、例えば暖房の設備一

つ取ってみても、集中暖房方式とかではなくて、個別の暖房方式に変えるといったようなと

ころの施設の効率化を図った設計の変更に伴いまして、まず設計段階で大きく下がったもの

でございます。 

それに伴いまして、最終的に落札率は、大体平均で96.7％ぐらいだったのですけれども、

これに伴う入札減と設計見直しによる減ということでご理解いただきたいというふうに思っ

てございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 武川経済部参与。 

○経済部参与（武川正人君） ご質問の負担金の関係でございます。 

  まず、減額の31万3,000円は、国内大会の中止によるものでございます。 

それから負担金でございます。平成21年８月21日のジオパークを構成しております関係の

課長会議において合意を得た事項で進めているところでございます。洞爺湖町は平成23年か

らですけれども、平成21年からの決め事ということでございます。 

算出方法ですけれども、均等割が10％、施設割はジオサイトの見どころの数なのですが割

合70％、それから観光入込数ということで20％でございます。 

負担金の額でございます。伊達市が393万5,000円、豊浦町が277万3,000円、壮瞥町が323

万6,000円、洞爺湖町が355万8,000円、計1,350万2,000円の負担金で運営をしているという

状況でございます。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 39ページの高砂貝塚の保存整備事業でございます。 

  工事請負費でございますが、工事のほうでは1,430万円の減となってございますが、一番

大きな要因といたしましては、高砂貝塚の駐車場の整備でございます。６月に1,730万円補

正してございますけれども、実際設計をした段階で駐車場の面積が非常に落ちたということ

で、それに伴って設計金額も下がったということで、落札率につきましては99％というふう

になってございます。これが一番大きな要因でございます。 

  以上でございます。 
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○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） コロナ禍における避難施設の確保についてのご質問でござい

ます。 

  コロナ禍においては、議員ご指摘のとおり、これまでの地域防災計画による避難所の収容

人数の半分から下手をすると３分の１程度を見込まなければいけないというような状況でご

ざいます。それにつきましては、まず町内の避難所で学校施設については体育館だけを想定

していたものですから、可能な限り学校施設の教室を利用すること。また、西胆振の防災担

当課長会議の集まりがあるのですが、その中で室蘭、登別にも避難所の開設をお願いしたり、

また、ようてい・西いぶり広域連携会議という集まりがあるのですが、その中においても避

難所の確保について要請をしておりまして、具体的にどこの施設というものについてはまだ

はっきり決まったものがなくて、まだ皆様にお知らせできるような状況ではありませんが、

もうちょっと近隣の市町、あるいは後志管内の町村と協議を詰めて、皆様にお知らせができ

るようなときが来たら、改めてまたお伝えし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） ５番、立野議員。 

〇５番（立野広志君） 今、一通り答弁をいただきましたけれども、改めて確認します。 

  洞爺地域の土地売却については、そうすると転売などの行為が発生した場合には洞爺湖町

がこの土地を買い戻すという契約になっているということなのでしょうか。その際の価格と

いうのは、洞爺湖町が売却した価格で買い戻すということなのでしょうか。ちょっとその辺

も確認させてください。 

  それから、19ページの工事請負費の関係ですけれども、これも、その次の教育委員会の関

係もそうなのですが、それにしても執行残の金額が非常に大きいのだと私は思います。工事

費全体の総額に対する執行残の割合というのが非常に大きいなという気がしまして、結局そ

れは何を意味するかというと、これだけ工事に費用がかかるということになると、町の予算

からいえばほかのものに結局予算がその分充てられなくなるということなのですよね。これ

がやはり町には設計をする専門の職員もいないし、例えば土木にしても建設にしても、結局

設計そのものも、あるいはその以前の段階からもしっかりとした積算ができる職員がいない

のではないかという気がするのですけれども、そういったこともあって、実際にコンサルタ

ントなどに設計を委託した際に、想定の金額を大幅に下回ったり、あるいは変更したりとい

うことが起こるのではないのかと思うのですが、そういったことによる要因もあるのかとい

うことを改めてお聞きしたいと思います。 

  それと、高砂の貝塚保存整備事業も同様です。そのことについてちょっと町として当初の

予定額よりも大幅に減額になったことに対してどんな認識をお持ちなのか。これはこれで安

く済んだのだからいいのだということなのか、それとももっと現状に即したというのか、実

際の設計に近い金額を積算できるようなそういった対応が必要だというふうに考えているの

かどうか、その点改めて確認したいと思います。 
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  それから、災害防災対策ですけれども、コロナ感染対策で、結局今までの避難所の予定面

積よりも一般的には３倍以上の広いスペースが今後必要だというふうになっています。しか

し、今、町長からも話がありましたけれども、噴火から21年たち、いつそういう事態になる

かわかりませんが、早い段階でやはり避難体制、避難所とそのための体制づくり、そして住

民への周知というのをやらないと、仮に直近でそういった事態が起こったときに、これは大

変な混乱が起こると思うのですよ。当初予定していた避難所には当然収容し切れないわけで

すから、そういうことが起こるので、できるだけ早くこういった改善を、今回は補正の部分

にはそういった部分は含まれていませんからあれなのですが、それにしてもやっぱり非常に

心配です。その点いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） まず私のほうから、さきの洞爺地区の施設の関係につきましてちょっ

とお話をさせていただきますが、さきの会派代表者会議の後に、実は施設の理事長に来てい

ただきました。その折にいろいろ私どものお話もさせていただきました。施設のほうとして

は、当初、成香の施設の中に本部機能を入れようと思ったと。だけれども、建物を縮小せざ

るを得なくなって、本部機能を外すことになったと。がしかし、今度、本部機能もそうです

が、施設と本部機能が万が一ひっついている場合には、新型コロナ感染症対策をしていると

きにやはり不便になる。それで事務所施設を何とか別なところに求めていきたい。当初、３

年ぐらい前でしたか、一時期話があった場所に何とか。そこの土地につきましては、地域の

方々のやはり思い出のある土地だと。こんなことはないと思うけれども、万が一施設を手放

さなければならなくなったときに何とか町のほうに買い戻させてもらいたいという話をさせ

ていただきました。理事長は「それはもう当然です。そちらのいいように契約書をつくって

ください」と言われました。それは間違いなく紳士協定かなと私も思っておりますので、契

約をするときにはしっかりした内容にしていきたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 私のほうからは、アイヌ民族共生拠点施設の執行残に大きな額が出

ています。これについてちょっと改めてお話しさせていただきたいと思います。 

  実施設計をさせていただきました。当然これは実施設計委託ということで進めたのですが、

その額で私どもは予算計上を通させていただいたのですが、その後、交付金のほうの８割補

助という非常に高額な補助でございます。そちらの国の交付金担当のほうから事業費の縮小

について協議がございました。実施設計の後にさらに事業費を縮小しなければいけないとい

うような状況がございまして、改めて先ほど申し上げましたようにいろいろな部分を見直し

ていったということでございます。それで大体3,000万円くらい事業の計画からまず落とし

たということと、あとは実際の入札で1,000万円くらいの減が出たということで、ご了解い

ただきたいと思っています。 

８割補助で、残りについては合併特例債を活用させていただいておりますので、先ほどご

指摘いただいたように、これだけあったのならほかの事業にというふうになります。そうい
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う話も当然出てくるのですが、せめて補助金プラス合併特例債ということでやっていますの

で、私ども、これをやらなかったからほかの事業に充てるとかということには当然なりませ

んので、必要な予算は計上させていただいているという考えでございます。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 高砂貝塚の駐車場整備のことについてご説明させていただき

ます。 

  当初、設計をした段階では、およそ1,300平方メートルの面積を駐車場の整備とする予定

でございました。結果的には、実施設計をする段階で710平米というふうになっております。

この要因につきましては、高砂貝塚のすぐそばにあることから、1,300平米全部を駐車場に

整備してしまうと、ダイレクトに公営住宅が丸見えとなってしまうと。ある程度木を残さね

ばならないという景観に配慮した設計の変更でございました。それに伴いまして、額が大幅

に下がったというところでございます。 

  以上です。 

○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） コロナ禍における避難施設の確保についてのご質問でござい

ます。 

  議員の皆様はじめ、町民の皆様にはコロナ禍における避難体制についてご心配をかけてい

るところではございますが、近隣の市町村とそういったお話を今している段階ではあります

が、早急に施設の洗い出しを行っていただいて、早い段階で皆様に提示できるよう努めてま

いりますのでよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 今回の一般会計の補正については、コロナの影響が色濃く出て歳入

歳出とも減額にする部分が大変多くなっているというのがすごく特徴的かなというふうに

思っています。 

  いろいろな施設の建設についてもちょっと差が大き過ぎるなという減額の額が大きいなと

いうことは私もちょっと疑問に思ったのですが、今説明を受けて内容が分かりましたので、

その点については了解いたしますが、１点だけ、31ページの道路橋梁費の除雪の関係なので

すが、今年は皆さんも感じておられると思いますけれども、大変雪の多い年になっています。

虻田地区には２回にわたって今回も含めて補正をされて、除雪体制がこれで行われていくと

いうことになっているわけでございますけれども、もちろん町の除雪ですから町道を対象に

しているのは分かっているのですが、詳しく分からないのですが、洞爺地区と虻田地区の除

雪のやり方、業者との契約の仕方の違いで、洞爺地区にはこのような補正みたいなことが

入っていないのですが、その違いをちょっと簡単に説明していただきたいということと。 

洞爺地区のほうは虻田地区と違って量的にも大変多く今年は感じていまして、除雪はきち
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んとされているのですが、雪が道路脇にうずたかく壁のように高くなっておりまして、特に

交差点は車をちょっと前に出さないとぶつかりかねないというか、確認するのに非常に厳し

い脇が見えないといいますか、子どもの通学路にも当たったりしているので、ちょっと危険

かなというのを常に感じていたものですから、除雪というより排雪になるのでしょうか。こ

の辺も契約等も絡めながら、もうこんないい天気ですからすぐ解けるのかもしれませんけれ

ども、その辺の、特に町道の排雪についてどのように行われているのかを確認させていただ

きます。 

○議長（大西 智君） 原環境課長。 

○環境課長（原 信也君） 除雪関係の契約の違いと交差点等排雪の関係でございます。 

  まず、契約の中身につきましては、洞爺地区、虻田地区は内容的には差はございません。

車両１台に対して１時間当たり幾らの委託料という形で契約をさせていただいております。 

それで、交差点の排雪と雪を堆雪している場所のほうにつきましても、洞爺地区の場合は、

私ども環境課のほうでは配慮ができないというか、目配せができませんので、洞爺総合支所

のほうにお任せしている部分が大多数でございます。ですから、洞爺地区の総合支所のほう

で判断して排雪をする、しないというのを決めていただきます。当然、虻田地区については、

私ども環境課の担当がもうこれ以上雪を堆積する場所がない、また交差点の見通しが悪いと

きには、随時まとめて業者のほうに委託をしている状況でございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 契約の中身は、虻田地区も洞爺地区も変わらないとしたら、最初か

ら洞爺地区は多く雪の降る回数等時間も多いということで多くの予算をつけているので補正

しなくてもいいと。虻田地区は少なく見積もっているので補正が必要だというふうに理解し

てよろしいのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 原環境課長。 

○環境課長（原 信也君） 予算の関係では、洞爺地区、虻田地区は全部一つの予算の中で運

用しております。ですから、洞爺地区が多く持っている、虻田地区が少なく持っている、そ

ういうような形での予算ではございません。洞爺地区の場合には、当然、虻田地区とは違い

まして豪雪地帯ということですので、大体予算の配分的というか計算の中では洞爺地区は計

算上非常に多い予算を使うことは予定どおり考えておりますので、排雪はこれは致し方がな

いということは考えております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第62号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算についてを採決いたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、議案第62号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算については、原案の

とおり可決されました。 

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

◎議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第11、議案第63号令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会

計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書26ページでございます。 

  議案第63号令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）でござい

ます。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ50万1,000

円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ14億5,977万6,000円とするものでございます。 

  以下、事項別明細書によりご説明を申し上げます。明細書４ページ、５ページをお開きく

ださい。 

  まず、歳入でございます。 

  １款１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税227万3,000円の減でございます。

右側を見ていただきまして、医療給付費分現年分172万3,000円の減、後期高齢者支援金分現

年分41万円の減、介護納付金分現年分14万円の減、これにつきましては、いずれも新型コロ

ナウイルス感染症対応に係る保険税の減免分でございます。 

  ２款道支出金１項道負担金１目保険給付費等交付金90万9,000円の増でございます。これ

につきましても、保険給付費と特別交付金としまして、新型コロナ対応分の減免分の40％が

特別交付金として入るものでございます。 

  続きまして、７款国庫支出金１項国庫補助金１目社会保障・税番号制度システム整備費補

助金50万1,000円の増でございます。これにつきましては、事業費の確定に伴う増でござい

ます。 

  それから、２目の災害臨時特別補助金136万4,000円でございます。これは先ほどの新型コ

ロナに係る減免分の６割がここで補助金として措置されるものでございます。 

  続きまして、６ページ、７ページ、歳出でございます。 
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  １款総務費１項総務管理費１目一般管理費、補正額はゼロ円でございますが、右側のほう、

電算システム改修委託料が６万1,000円の増、北海道クラウド負担金６万1,000円の減、これ

につきましては、科目の節の変更によるものでございます。 

10款予備費１項予備費１目予備費50万1,000円でございます。予備費として50万1,000円を

増額するものでございます。 

  以上、提案を申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第63号令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算について

を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、議案第63号令和２年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第12、議案第64号令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別

会計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書29ページでございます。 

  議案第64号令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）でござ

います。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございます。予算の総額から歳入歳出それぞれ2,161万

1,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ７億7,788万5,000円とするものでございます。 

  第２条、繰越明許費でございます。地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り

越して使用することができる経費は、「第２ 表繰越明許費」による。 

また、第３条、地方債の補正、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」によるとしてご

ざいます。地方債につきましては、後ほど事項別明細の中で説明させていただきます。 
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  32ページをお開きください。 

  一番上に、第２表繰越明許費となってございます。 

  １款公共下水道事業費２項下水道建設費、事業名としまして、終末処理場汚泥処理設備更

新事業3,900万円を繰り越すものでございます。虻田終末処理場の機器等が新型コロナの影

響で製作に遅れが出てございます。そういうことから事業費の一部を繰り越して新年度で実

施するものでございます。具体的には、汚泥脱水機、それからコントロールセンターの補助

電源盤等の製作が遅れているという状況でございます。 

  それでは、以下、事項別明細書によりご説明を申し上げます。４ページ、５ページでござ

います。 

  まず、歳入でございます。 

  ２款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使用料256万9,000円の減でございます。現年

度賦課分、決算見込みに伴う減でございます。 

  ３款国庫支出金１項国庫補助金１目公共下水道費国庫補助金287万8,000円の減でございま

す。これにつきましては、管路更新工事等の額の確定に伴う減でございます。 

２目の浄化槽設置整備事業費国庫補助金76万4,000円の減につきましては、浄化槽設置事

業の事業費の確定に伴うものでございます。 

  ８款１項町債１目下水道債640万円の減でございます。公共下水道事業債の管路更新工事

費の確定に伴うものでございます。 

２目の特別減収対策企業債900万円の減でございます。全体の決算見込みに伴う借入額の

減でございます。 

  続きまして、６ページ、７ページ、歳出でございます。 

  １款公共下水道事業費１項下水道管理費２目公共下水道施設維持管理費800万円の減でご

ざいます。光熱水費400万円の減、脱水汚泥運搬・処理委託料400万円の減、いずれも決算見

込みによる減でございます。 

３目の特定環境保全下水道施設維持管理費190万円の減につきましても、光熱水費50万円

の減、修繕料140万円の減、決算見込みによる減でございます。 

４目の浄化槽設置整備事業費290万円の減。浄化槽設置事業費の確定による減でございま

す。 

２項下水道建設費１目下水道建設費870万円の減でございます。まず、補助事業で570万円

の工事請負費が減となってございます。補助対象の管路工事費の額の確定によるものでござ

います。また、単独事業でも同様に工事請負費で管路工事費の額の確定による減として300

万円を減額してございます。 

２款１項公債費２目利子60万円の減でございます。公債利子60万円、決算見込みによるも

のでございます。 

３款１項１目予備費48万9,000円。収入支出の差引額を予備費に計上するものでございま

す。 
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  以上、提案を申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第64号令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算につい

てを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、議案第64号令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第13、議案第65号令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補

正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書33ページでございます。 

  議案第65号令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございます。予算の総額に歳入歳出それぞれ89万5,000円

を追加し、総額を歳入歳出それぞれ11億903万2,000円とするものでございます。 

  以下、事項別明細書によりご説明を申し上げます。明細書４ページ、５ページになります。 

  まず、歳入でございます。 

  １款１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料400万円の減でございます。現年度分

でございまして、対象者数の減等に伴うものでございます。 

  ２款分担金及び負担金１項負担金１目認定審査会負担金64万9,000円の減でございます。

西胆振３町介護認定審査会負担金、審査回数の減に伴うものでございます。 

  ３款国庫支出金２項国庫補助金１目調整交付金204万4,000円の増でございます。現年度分

でございまして、調整交付金率の確定に伴う増でございます。 

  ２目地域支援事業交付金（総合事業）でございます。26万8,000円の増。現年度分でござ

いまして、総合事業調整交付金等の見込みの増でございます。 
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  ３目の地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）でございます。23万5,000円の

減につきましては、包括的支援事業費の減に伴うものでございます。 

  ４目の保険者機能強化推進交付金24万3,000円でございます。これにつきましては、額の

確定に伴うものでございます。 

５目介護保険事業費補助金133万1,000円の減でございます。これにつきましては、システ

ム改修の内容  に伴う減でございます。 

６目の介護保険保険者努力支援交付金257万9,000円の増でございます。これにつきまして

は、地域支援事業の充実に対する新たな補助として追加されるものでございます。 

また、７目の介護保険災害等臨時特例補助金11万6,000円でございます。これにつきまし

ても、新型コロナの影響に伴う保険料減免に対する補助をここで60％見ているものでござい

ます。 

  ４款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金305万1,000円でございます。現年度分で、

介護給付費増に伴うものでございます。 

  次、６ページ、７ページでございます。 

  ２項道補助金１目地域支援事業交付金（総合事業）でございます。57万3,000円の減でご

ざいます。各種事業の縮小に伴う減でございます。 

３目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）11万8,000円の減。包括的支援事

業の事業費の減に伴うものでございます。 

５款１項支払基金交付金１目の介護給付費交付金253万1,000円の増でございます。介護給

付費が伸びたことによる交付金の増でございます。 

２目地域支援事業交付金（総合事業）でございます。123万7,000円の減でございます。各

種事業の縮小に伴うものでございます。 

  ７款繰入金１項一般会計繰入金１目介護給付費繰入金117万2,000円の増。介護給付費の増

に伴うものでございます。 

２目地域支援事業繰入金（総合事業）57万3,000円の減。各種事業の縮小に伴うものでご

ざいます。 

３目の低所得者保険料軽減繰入金68万3,000円の減。対象被保険者数の減に伴うものでご

ざいます。 

４目のその他一般会計繰入金257万9,000円の減につきましては、事務費繰入金でございま

して、一般管理費等の繰入金が決算見込みにより減となるものでございます。 

５目の地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）でございます。11万7,000円の

減でございます。現年度分事業費の減に伴うものでございます。 

２項の基金繰入金１目の介護保険給付費支払準備基金繰入金98万6,000円の増でございま

す。介護給付費の増に伴うものでございます。 

  続きまして、８ページ、９ページ、歳出でございます。 

  １款総務費１項総務管理費１目一般管理費226万円の減でございます。電算システム改修
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委託料でございまして、執行残分を減とするものでございます。 

２項介護認定審査会費１目介護認定審査会費64万9,000円の減でございます。委員報酬、

費用弁償、合わせて64万9,000円の減でございます。審査会開催回数の減によるものでござ

います。 

２目の認定調査費124万円の減でございます。手数料、認定調査委託料、合わせて124万円

の減。認定調査の件数が減となったものでございます。 

２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目介護サービス等諸費で300万1,000円の増でご

ざいます。居宅介護サービス等給付費が2,577万円ほど減となる見込みでございます。地域

密着型介護サービス給付費も231万円減、それから居宅介護サービス計画給付費が235万円の

減、いずれも決算見込みなのですが、一方で、施設介護サービス給付費が3,343万1,000円の

増と決算を見込んでいるところでございます。 

続きまして、２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス等諸費11万円の減でござ

います。介護予防サービス給付費11万円の減、決算見込みによるものでございます。 

10ページ、11ページでございます。 

３項の高額介護サービス等費でございます。１目高額介護サービス等費220万円の増でご

ざいます。決算見込みによる増でございます。 

４項１目の高額医療合算介護サービス等費38万円の減、これも決算見込みによるものでご

ざいます。 

５項１目の特定入所者介護サービス等費470万円の増につきましても、決算見込みによる

増でございます。 

６項のその他諸費１目審査支払手数料４万1,000円の減でございます。手数料が決算見込

みにより減となるものでございます。 

３款地域支援事業費１項介護予防・生活支援サービス事業費１目一般介護予防事業費129

万5,000円の減でございます。報償金、通信運搬費、介護予防普及啓発事業委託料、合わせ

て129万5,000円の減でございますが、いずれも事業等の縮小に伴う執行残分の減でございま

す。 

12ページ、13ページでございます。 

２目介護予防・生活支援サービス事業費308万1,000円の減でございます。介護予防サービ

ス委託料で17万4,000円の減、事業の縮小によるものでございます。介護予防サービス負担

金290万7,000円の減。利用者の減に伴うものでございます。 

３目の介護予防ケアマネジメント事業費20万5,000円の減でございます。介護予防支援事

業委託料でございまして、対象者数が減になったことによるものでございます。 

２項の包括的支援事業費１目包括的支援事業費60万8,000円の減でございます。右側、共

済組合負担金、決算見込みによる減で６万円。普通旅費、研修会等の中止で20万円の減。施

設借上料、講演会等の中止で５万円の減。研修負担金も研修会が中止になったことによる５

万8,000円の減。家族介護用品支給14万円の減、成年後見制度利用支援事業給付扶助10万円
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の減、いずれも利用者減に伴うものでございます。 

６款１項１目予備費86万3,000円の増でございます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第65号令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算についてを採

決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、議案第65号令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算については、

原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第14、議案第66号令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会

計補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書36ページでございます。 

  議案第66号令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）でござい

ます。 

  第１条、歳入歳出予算の補正でございます。予算の総額から歳入歳出それぞれ4,547万円

を減額し、総額を歳入歳出それぞれ１億7,835万3,000円とするものでございます。 

  第２条、地方債の補正でございます。地方債の変更は、「第２表 地方債補正」によると

なってございます。これにつきましては、事項別明細書の中で説明を申し上げます。 

それでは、事項別明細書をお開きください。４ページ、５ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  ５款諸収入１項雑入１目雑入693万円の増でございます。これにつきましては、豊浦洞爺

線防雪柵工事に係る移転補償費の確定に伴う増でございます。 

  ６款１項町債１目簡易水道債5,240万円の減でございます。水道工事費の確定に伴う借入
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額の減でございます。 

  ６ページ、７ページでございます。 

歳出でございます。 

  ２款簡易水道施設費１項施設管理費１目簡易水道施設維持管理費41万9,000円の減でござ

います。右側、内訳で水質検査委託料、入札執行残で10万円の減。工事請負費、検満メー

ターの交換工事の執行残分16万9,000円の減。備品購入費、水道メーターの購入の執行残15

万円の減でございます。 

  ２項簡易水道建設費１目簡易水道建設費4,547万円の減でございます。一つが実施設計業

務委託料88万8,000円の増、工事請負費が4,635万8,000円の減につきましては、成香地区配

水管布設工事事業の執行残分の減と業務委託料の若干の増が必要になったことの補正でござ

います。 

  ４款１項１目予備費41万9,000円の増でございます。 

  以上、提案を申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第66号令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算について

を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、議案第66号令和２年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第15、議案第67号令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別

会計補正予算についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書40ページでございます。 

  議案第67号令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）でござ
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います。 

 第１条、歳入歳出予算の補正でございます。予算の総額に歳入歳出それぞれ385万3,000円

を追加し、総額を歳入歳出それぞれ１億7,788万5,000円とするものでございます。 

  以下、事項別明細書によりご説明を申し上げます。４ページ、５ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款１項の後期高齢者医療保険料１目の後期高齢者医療保険料でございます。443万6,000

円の増でございます。決算見込みに伴う増でございます。 

  ２款繰入金１項一般会計繰入金１目保険基盤安定繰入金10万2,000円の増でございます。

額の確定によるものでございます。 

３目のその他一般会計繰入金68万5,000円の減でございます。事務費の繰入金として額の

確定によるものでございます。 

６ページ、７ページでございます。 

歳出でございます。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連携納付金385万3,000円の増でございます。事務費負担

金が額の確定により68万5,000円の減、保険料負担金が453万8,000円の増となったものでご

ざいます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第67号令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算につい

てを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、議案第67号令和２年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第16、議案第68号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予

算についてを議題といたします。 



－204－ 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書43ページでございます。 

  議案第68号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

第２条でございます。収益的収入及び支出の予定額につきまして、収入支出それぞれ367

万7,000円を補正しまして、合計を２億5,882万4,000円とするものでございます。 

以下、補正予算に関する説明書によりご説明を申し上げます。 

  説明書の４ページをお開きください。実施計画説明書というのがございます。 

  まず、収益的収入でございます。 

１款水道事業収益１項営業収益１目受託工事収益32万3,000円の増でございます。消火栓

の修繕でございまして、一般会計からの収入でございまして、工事費の確定に伴うものでご

ざいます。 

３項の特別利益でございます。２目その他特別利益で400万円の減でございます。減収対

策企業債でございまして、実は12月議会のときに、料金収入減等に伴う運営費の不足分を補

正として議決をいただきました。道ともずっと協議をしていたのですが、その後さらに詳細

な協議を進めた中で、企業会計にあっては、収支の不足ではなくてから流動負債から流動資

産を引いた額が対象となるということが判明しまして、当町の現在の状況からいくと対象外

になってしまうということになりました。そのことから、この企業債は取り下げさせていた

だくものでございます。 

次に、収益的支出でございます。 

  １款水道事業費用４項予備費1目予備費367万7,000円の減でございます。 

  以上、提案を申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第68号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算についてを採決し

ます。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することに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、議案第68号令和２年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算については、原
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案のとおり可決されました。 

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

◎議案第69号から議案第75号まで一括上程、説明、委員会付託 

○議長（大西 智君） 日程第17、議案第69号令和３年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算から議案

第75号令和３年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算までを一括して議題といたします。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） それでは、令和３年度の予算につきまして各会計の予算案を一括し

てご提案申し上げます。 

まず、議案第69号でございます。令和３年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算でございます。 

第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ73億4,600万円と定めるものでございます。  

第２条で地方債を定めてございます。地方自治法第230条第１項の規定により起こすこと

ができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地

方債」によるものでございます。この内容につきましては、事項別明細書の中でご説明を申

し上げます。 

第３条、一時借入金でございます。地方自治法235条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は、15億円と定めるものでございます。 

続きまして、52ページでございます。 

議案第70号令和３年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算でございます。 

第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億5,015万4,000円

と定めるものでございます。  

第２条、一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の借入れの最高額は４億円と定めるものでございます。  

続きまして、55ページになります。  

議案第71号令和３年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算でございます。 

第１条、歳入歳出予算でございまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億5,043万6,000

円と定めるものでございます。  

第２条、地方債でございます。地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」

による。これにつきましても、事項別明細書の中でご説明を申し上げます。 

第３条、一時借入金。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、３億円と定めるものでございます。 

続きまして、59ページになります。 

議案第72号令和３年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算でございます。 

第１条、歳入歳出予算。歳入歳出予算の総額を11億9,683万7,000円と定めるものでござい

ます。 
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続きまして、62ページでございます。  

議案第73号令和３年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算でございます。 

第１条、歳入歳出予算。歳入歳出予算の総額を１億3,025万1,000円と定めるものでござい

ます。 

第２条、地方債でございます。地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」

による。この内容につきましても、事項別明細書の中で申し上げます。 

第３条、一時借入金。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、5,000万円と定めるものでございます。  

続きまして、66ページでございます。 

議案第74号令和３年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億7,878万9,000円

と定めるものでございます。 

続きまして、69ページでございます。  

議案第75号令和３年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算でございます。  

第２条で、業務の予定量を定めてございます。給水個数が3,726戸。年間総給水量が８億5,

500立方メートル。１日平均給水量は2,134立方メートル。主要な建設改良事業でございます

が、配水管の布設替工事が1,322メートル、配水管の布設工事が106メートル、浄水場施設の

整備一式を予定しているところでございます。 

第３条、収益的収入及び支出でございます。収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと

いうことで、収入支出ともに２億5,743万8,000円としているところでございます。 

第４条、資本的収入及び支出でございます。70ページになりますけれども、まず、収入で

ございます。資本的収入が１億4,742万9,000円、一方で支出が２億1,527万6,000円を見込ん

でございます。この収入が支出に不足する分につきましては、過年度分損益勘定留保資金、

また当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補塡するものでございます。  

70ページの第５条、企業債でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は次のとおりと定めると。この内容につきましても、事項別明細の中でご説明を申

し上げます。 

第６条、一時借入金でございます。限度額を5,000万円と定めるものでございます。  

第７条、議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めてございます。職 

員給与費で2,537万5,000円となってございます。  

第８条、たな卸資産の購入限度額を869万5,000円と定めるものでございます。 

それでは、令和３年度の各会計予算の概要を説明させていただきます。  

別冊の予算付属説明資料というのをご覧いただきたいと思います。 

１ページを開いていただきますと、洞爺湖町各会計予算総括表というのがございます。 

一番下に総計が出てございます。全会計の合計でございますが116億2,518万1,000円と
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なってございまして、前年度比1.2％減の１億4,710万4,000円が減となってございます。一

番上が一般会計でございます。令和３年度73億4,600万円、前年度と比較しますと２億5,508

万円の減、比率で3.4％の減となっているところでございます。 

２ページを開いていただきます。 

令和３年度の一般会計の歳入予算の款項別集計表となってございます。概略だけ簡単に説

明させていただきます。 

第１款の町税でございます。新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済の落ち込み、また、

中小事業者に対する固定資産の家屋償却資産の減免額等を見込んでございます。対前年度１

億4,455万円、率にしまして12.8％減の９億8,648万円としてございます。 

飛びまして、11款の地方交付税でございます。合併算定替の終了、また令和２年の国勢調

査の人口が減となる見込みから、本来であれば減になっていくかなという状況がございます

が、国の地方財政計画による一般財源総額の伸び率等を勘案しまして、前年度比２億3,800

万円、率にしまして7.9％増の32億5,000万円を計上してございます。 

13款の分担金及び負担金でございます。農地耕作条件改善事業の分担金の増、また、道営

土地改良事業分が新規事業として実施されますので、これらにより2,090万3,000円、率にし

まして41.7％増の7,108万6,000円を計上してございます。 

15款の国庫支出金でございますが、令和２年度に実施したアイヌ民族共生拠点施設整備事

業、また森林博物館新築工事、高砂貝塚保存整備事業などの事業が減となったことに伴いま

して、前年度比２億9,454万8,000円、率にしまして33.3％減の５億9,052万7,000円を計上し

てございます。 

16款の道支出金でございます。民間大規模建築耐震改修事業費補助金、地域づくり総合交

付金、高砂貝塚に係るものでございます。これらの減に伴いまして、前年度比6,375万2,000

円の減、率で13.8％減の３億9,862万8,000円を計上してございます。 

18款の寄附金でございます。ふるさと納税寄附金の増額を見込み、前年度比1,500万円、

率で16.1％増の１億800万円を計上してございます。 

19款繰入金でございます。財政調整基金で３億5,000万円、合併地域振興基金で7,740万円、

公共施設等整備基金で6,290万円、みんなの基金で3,128万4,000円、観光開発基金で1,990万

円などを取り崩してございます。目的基金の活用、また後年度財政負担の軽減、財源不足分

の補塡のため、全体で５億4,841万円を計上したところでございます。前年度に比べまして

１億200万円ほど増となってございます。また、この各基金の内訳につきましては、後ほど

事項別明細書の中に書いてございますので、改めてご説明を申し上げたいと思います。 

22款町債でございます。今年度の財源補塡のある合併特例債であったり、過疎債を活用し

た予算を計上しているところでございます。前年度比２億3,860万円、比率にしまして26.

5％減の６億6,040万円を計上したところでございます。 

続きまして、歳出でございますが、３ページでございます。 

歳出では、区分１の人件費、それから５の扶助費、それから９の公債費、これらが義務的
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経費というものでございますが、前年度比で4.8％の増となっており、６の普通建設事業費

については、前年度比７億9,262万5,000円、率にしまして56.1％減の６億2,050万8,000円を

計上しているところでございます。 

続きまして、款ごとの主な事業、新規事業等について概略を説明させていただきます。５

ページからになります。 

５として、主な事務事業の内容は書いてございます。時間の関係もございますので、この

中からさらに絞った形で簡単に説明をさせていただきたいと思います。科目、事務事業名、

事務事業の概要、予算額と書いてございます。一番右端に丸等が書いているかと思います。

これが今年度の新規事業というふうにご理解いただきたいなと思います。 

ちょっとはしょっていきますけれども、まず、５ページの総務費でございます。 

公有財産管理事業のところで、洞爺湖温泉中学校旧教員住宅解体工事2,292万4,000円を計

上してございます。またその下、本庁舎外壁改修工事でございます。本年度から年次計画と

して実施していく予定でございまして、本年度は2,900万円を計上してございます。 

その下、情報管理事業でございます。広域連合システム移行委託料2,290万7,000円、それ

から広域連合システム移行コンサルタント委託料1,276万円、西いぶり広域連合負担金１億6,

549万3,000円。これまで単独システムで運用していました電算システムを将来的に財政負担

の軽減につながるということから、移行していく費用を計上させていただいております。 

下のほうの地域公共交通対策事業でございます。地域公共交通計画の作成というのがござ

います。地域公共交通活性化協議会の開催、実態調査等で新たな計画を作成する予定でござ

いまして、268万3,000円を計上してございます。その下、洞爺駅のエレベーター整備補助金

でございます。令和２年度、３年度の事業でございますが、これにつきましてはＪＲ北海道

が実施主体でございますが、今年の秋くらいには大体できるのかなという見込みで今進めて

いただいております。１億500万円を計上してございます。 

下から２行目のファイターズ市町村応援大使事業でございます。ファイターズの応援大使

としまして、洞爺湖町に堀瑞輝選手ら３人が応援大使として決定されてございます。これら

に係る表敬訪問であったり、応援ツアーの費用を308万1,000円ほど計上させていただいてお

ります。 

続きまして、６ページになります。民生費でございます。 

生活館管理運営事業で、アイヌ民族共生拠点施設（ウトゥラノ）の管理運営やアイヌ文化

体験教室等の経費というふうになってございます。令和２年度で施設を整備させていただき

ましたので、令和３年度からはこれらの施設をしっかりと活用してアイヌ文化の振興等を

図っていきたいという事業でございます。 

ちょっと飛びまして７ページになります。下のほうで、常設保育所運営事業というのがご

ざいます。その下のほうの事業で、新あぶた保育所建設工事基本「設計」となっております

が「計画」でございますので、申し訳ありません訂正をお願いしたいなと思います。事業費

は908万6,000円、本町入江保育所の統合でございまして、開設場所が当初の計画から変更に
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なってございます。そういうことから、基本計画を策定するものでございます。 

続きまして、衛生費でございます。 

一番下、新型コロナウイルスワクチン接種事業でございます。経費としまして2,560万円

を見込んでいるところでございます。このほかに、令和２年度の補正予算、先ほど議決いた

だきましたけれども、3,000万円ほど計上してございまして、この繰越し事業と併せて実施

していきたいという考えでございます。 

続きまして、８ページでございます。下のほうの農林水産業費でございます。 

農業振興事業の一番下、財田・川東地域幹線水路整備事業水利権更新とございますが3,57

0万円、これは令和２年度から継続して実施しているものでございます。 

またその下、国営大原地区畑地かんがい排水事業でございます。今年度から第２期の事業

が開始になります。これに併せまして、道営土地改良事業負担金2,550万円なのですが、畑

の基盤整備だったり用水路の整備、調査測量の開始が始まります。令和４年度からの工事に

向けて負担金として支出するものでございます。 

続きまして、９ページの一番上でございます。農業研修センター運営事業で、農業研修セ

ンター屋根・外壁改修工事というのがございます。とれたの施設が老朽化して、結構雨漏り

がひどくなってございます。この辺を修繕したく4,446万2,000円を計上させていただいてお

ります。 

水産振興事業でございます。内水面漁業の関係でございまして、孵化場屋根等大規模改修

事業補助金ということで、洞爺湖漁協のほうに補助するものでございます。施設が非常に老

朽化しているということから、道の補助をいただき、また壮瞥町と共同で補助するものでご

ざいます。 

その下の下、なまこ養殖漁場整備事業補助金でございます。前浜になまこ魚礁を整備する

事業でございまして、1,473万5,000円を計上してございます。 

それから商工費、下から２行目の地域おこし協力隊活動事業でございます。これにつきま

しては、1,753万6,000円を計上してございますが、新規５人分を見たものでございます。 

続きまして、10ページでございます。商工費の真ん中辺りになりますけれども、温泉源既

存施設改修事業というのがございます。温泉利用協同組合への補助でございますが、ＫＨ－

１泉源の用水管の浚渫改修工事に係る費用でございまして、町として費用の２分の１を助成

するものでございます。 

観光施設維持管理事業、真ん中から下辺りに、旧森林博物館解体工事3,400万円、またそ

の下に、洞爺湖中島園地整備に係る測量業務198万円というのがございます。解体の工事と

併せまして、解体後の用地の今後の整備に係る費用を見込んだところでございます。 

続きまして、11ページでございます。観光施設維持管理事業の真ん中辺りなのですけれど

も、財田自然観察遊歩道 野鳥観察デッキ改修工事1,036万2,000円、財田トイレ解体工事909

万7,000円と計上してございます。国庫補助金、またクラウドファンディング等を活用しな

がら観察道路の改修であったり、表示板の改修というのを今後進めていきたい。２年から３
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年の継続を予定しているところでございます。 

それから、下の土木費でございます。道路橋梁維持事業の下のほうの虻田地区道路等環境

整備事業8,700万円でございますが、平成30年度から実施してございまして、今年度も継続

して実施するものでございます。 

その下、洞爺湖温泉大通り線改良工事、これも令和２年度から継続で実施してございます

が、１億2,000万円を計上しまして、今年度で終了したいというふうに考えているところで

ございます。 

続きまして、12ページになります。同じく土木費の真ん中辺り、民間大規模建築物耐震改

修補助事業というのがございます。ホテル耐震改修補助でございまして、令和２年度に予算

計上していたのですが、新型コロナの影響で実施できなかったということから、平成２年度

予算を落とさせていただきまして、令和３年度で改めて計上させていただくものでございま

す。 

それから消防費でございます。災害対策事業、真ん中のところにハザードマップ更新委託

業務というのがございます。今後、北海道のほうから新たな津波浸水区域が公表される予定

となってございます。洞爺湖町もこれまでもあったのですが、この公表に合わせて改めてハ

ザードマップを更新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。 

13ページになります。教育費の中学校管理事業の真ん中のところに洞爺中学校体育館耐震

点検調査というのがあります。体育館がつり天井になってございまして、落下防止の対策を

進める上で点検調査を行うということで256万5,000円を計上させていただいております。 

13ページの一番下でございます。高砂貝塚保存整備事業で、貝塚館屋上防水及び外壁塗装

工事1,134万3,000円。それから、入江貝塚公園便益施設改修工事905万3,000円、便益と書い

てございますが、一般的にはトイレで構わないと思います。令和２年度で補助事業が終了し

ましたので、単独事業として一定の整備を進めて、世界遺産登録を待ちたいという状況でご

ざいます。 

14ページになります。教育費の体育施設運営事業というのがございます。虻田小学校グラ

ウンド照明取付工事685万3,000円。虻田小学校には、山側のバックネット側には今一部グラ

ウンド照明がございますが、海側のほうにございませんので、そちらのほうにも照明機器を

整備したいというものでございます。 

一般会計は以上になりますが、続きまして、17ページからが特別会計、企業会計になりま

す。17ページをお開きください。 

国民健康保険特別会計でございます。予算の総額を13億5,015万4,000円としまして、前年

度比8,531万5,000円の減となるものでございます。この減の主な要因でございますが、北海

道から交付される保険給付費等納付金がまず減になるということ。それから、保険給付費自

体が減になるということから、今回このような減額の予算となってございます。 

続きまして、18ページでございます。 

公共下水道事業特別会計でございます。予算の総額が９億5,043万6,000円、前年度比で１
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億3,214万2,000円の増となるものでございます。これにつきましては、長寿命化計画による

終末処理場設備更新等の増が主な要因でございます。 

続きまして、19ページ、介護保険特別会計でございます。合計が11億9,683万7,000円、前

年度比で9,265万8,000円の増となってございます。第８期計画が令和３年度から始まります。

介護サービス給付費等の増加が見込まれるところでございます。そのため、介護保険料を改

定しまして事業の運営を進めていくところでございます。 

続きまして、20ページ、簡易水道事業特別会計でございます。予算の合計が１億3,025万1,

000円でございます。前年度比で9,119万6,000円の減となってございます。令和２年度に実

施しました成香地区配水管布設工事の減が主な要因となってございます。 

21ページ、後期高齢者医療特別会計でございます。合計が１億7,878万9,000円、前年度比

632万5,000円の増となってございます。広域連合納付金の増が主な要因でございます。 

続きまして、22ページでございます。水道事業会計の予算でございます。まず収益的収入

及び支出でございますが、それぞれ２億5,743万8,000円となってございます。前年度比で1,

276万3,000円の減。給水収益の減に伴う減水及び浄水費の減が主な要因でございます。資本

的収入及び支出でございます。収入のほうは１億4,742万9,000円。一方で支出が２億1,527

万6,000円。支出の前年度比でいきますと6,612万5,000円の増となっているところでござい

ます。これにつきましては、町道整備に合わせた配水管の整備、また月浦浄水場中央監視装

置の更新などが主な要因でございます。 

以上でございますが、予算の詳細につきましては、この後、設置が予定されております予

算審査特別委員会でご説明をさせていただきたいと思います。 

以上、令和３年度各会計予算案を一括して提案を申し上げます。よろしくご審議をお願い

いたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。  

ここでお諮りいたします。  

本案については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

  審査することとしたいと思いますが、これに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、本案の各会計予算については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会

  を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。  

ここで、正副委員長の選出のため、暫時休憩いたします。 

特別委員会を開催していただき、正副委員長の互選をお願いいたします。 

  （午後 ４時４９分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、休憩前に戻し、再開をいたします。 

                                （午後 ４時５８分） 
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────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） ただいま予算審査特別委員会が開催され、正副委員長が決定しました

  ので、ご報告を申し上げます。 

予算審査特別委員会委員長には板垣議員、副委員長に石川議員が選出されました。 

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

◎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５９分） 
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