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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 １ 月 会 議 

 

議 事 日 程 

 

平成２８年１月１５日（金曜日） 午後２時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 諸般の報告について 

日程第 ３ 行政報告について 

日程第 ４ 報告第７号 経済常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ６ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ７ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ８ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ９ 議案第３７号 洞爺湖町虻田漁港大磯分区係留施設条例の制定について 

日程第１０ 議案第３８号 洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について 

日程第１１ 議案第３９号 洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第４０号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第４１号 洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第４２号 洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第１５ 議案第４３号 平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第７号） 

日程第１６ 議案第４４号 平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

日程第１７ 議案第４５号 平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第１８ 議案第４６号 平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第１９ 議案第４７号 平成27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） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第１９まで議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１４名） 

  １番   岡  崎     訓  君    ２番   越 前 谷  邦  夫  君 
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  ３番   五 十 嵐  篤  雄  君    ４番   髙  臣  陽  太  君 

  ５番   千  葉     薫  君    ６番   立  野  広  志  君 

  ７番   小  松     晃  君    ９番   板  垣  正  人  君 

 １０番   七  戸  輝  彦  君   １１番   篠  原     功  君 

 １２番   大  西     智  君   １４番   佐 々 木  良  一  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（２名） 

  ８番   沼  田  松  夫  君   １３番   下  道  英  明  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 

 

副 町 長 

 

森     寿  浩  君 

総務部長

兼 税 務 

財政課長 

遠  藤  秀  男  君 

 

経済部長 

 

伊  藤  里  志  君 

洞爺総合

支所長兼 

庶務課長 

大  西  康  典  君 

総務部次

長 兼 

住民課長 

澤  登  勝  義  君 

総務課長 毛  利  敏  夫  君 
企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
山  本     隆  君 

観光振興

課 長 

兼洞爺湖

温泉支所長 

佐 々 木  清  志  君 
火 山 

科学館長 
木  村     修  君 

産業振興

課 長 
佐  藤  孝  之  君 建設課長 八 反 田     稔  君 

環境課長 若  木     渉  君 
上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ

推進課長 
武  川  正  人  君 

農業振興

課 長 
杉  上  繁  雄  君 

会計管理

者兼会計

課 長 

田  仲  喜 美 江  君 
農業委員会 

事務局長 
片  岸  昭  弘  君 
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教 育 長 綱  嶋     勉  君 

管理課長

兼学校給

食ｾﾝﾀｰ長 

天  野  英  樹  君 

社会教育

課 長 
永  井  宗  雄  君 

代 表 

監査委員 
宮  崎  秀  雄  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 佐  藤  久  志 議 事 係 平  間  義  陸 

庶 務 係 阿  部  は る か   
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会平成28年１月会議を開会いたします。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  下道議員、沼田議員から欠席の届け出があります。 

  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。 

（午後 ２時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎新年の挨拶 

○議長（佐々木良一君） 会議に先立ちまして、平成28年の初会議に当たり、一言、ご挨拶を

申し上げます。 

  皆様、改めまして、明けましておめでとうございます。どうぞことしもよろしくお願い申

し上げます。 

  今年は、洞爺湖町が誕生して10年の節目の年に当たります。３月にはそれを記念する行事

も予定されているようでございますけれども、この合併の10年をきちんと総括し、さらに20

年につながるような新しい第２期総合計画づくりについて、町民の皆様を含めた議論を深め

てまいりたいというふうに思っております。 

  何といっても、これから地方分権、あるいは地方創生といった中で、議会の果たす役割も

大変重要なものになってくると思われますので、この時代の変化に合わせた議会改革も進め

てまいりたいというふうに思っております。 

  一つでも二つでも前進できるように、今、具体的な提案をさせていただいておりますけれ

ども、皆さん方の何とぞのお力添えを賜りたいというふうに思っております。 

  ことし１年が皆様方にとりまして、健康で、まちづくりにますますご活躍をされますよう

に心からご祈念を申し上げまして、簡単ではございますけれども、年頭に当たりましてのご

挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

  次に、町長から、年頭に当たり挨拶の申し出がありますので、これを許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 改めまして、明けましておめでとうございます。 

  平成28年の初議会に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。 

  皆様におかれましては、ご健勝にて新しい年をお迎えのことと拝察し、心からお祝いを申

し上げます。 

  昨年１年を振り返ってみますと、全国各地にて自然災害が発生しており、中でも箱根町大

涌谷の火山活動活発化に伴い、箱根町では観光業界に大きな影響が発生しておりました。姉

妹都市であります箱根町への応援として、姉妹都市箱根町応援ツアーを企画させていただき

まして、昨年９月に総勢112名の町民の皆様のご参加をいただき、実施したところ、箱根町
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の皆様には温かく歓迎していただき、改めて、姉妹都市のきずながさらに強まったと確信し

ているところでございます。 

  一方、町内に目を向けてみますと、災害時における情報伝達手段の構築を初め、洞爺消防

出張所の建てかえなど、着々と防災力の強化に努めてまいりました。 

  また、有珠山噴火災害の際の避難港として、平成14年から整備が進められてきておりまし

た虻田漁港大磯分区が昨年11月から一部供用開始ができましたことは、国、北海道を初め、

町民並びに議員各位のご協力のたまものと深く感謝をしているところでございます。 

  本年におきましては、先ほど議長のほうからもお話がございました旧虻田町と旧洞爺村が

合併し、洞爺湖町が誕生して10年の節目の年に当たり、３月27日には記念式典を開催するこ

ととしております。 

  また、洞爺湖温泉開湯100年の節目の年にも当たりますことから、こちらにつきましても

記念事業を展開してまいることを考えているところでございます。 

  豊かな食材、海と火山が共有する魅力あふれる洞爺湖町のよさを最大限生かし、第２期洞

爺湖町まちづくり総合計画の策定をこれから進め、人口減少などの課題解決の一歩として、

生活、子育て、産業振興の充実を図り、このまちに住んでよかったと思えるまちづくりを目

指してまいる所存でございます。 

  最後になりますが、町民の皆様、議員の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願

いを申し上げ、年頭に当たってのご挨拶にかえさせていただきます。 

  ことし１年、またどうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） これから、本日の会議を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 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、１番、岡崎議員、２番、越前谷議

員を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

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

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  小松委員長。 

○議会運営委員会委員長（小松 晃君） 読み上げて報告します。 

  所管事務調査報告書。平成28年１月15日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。議会運営委員

会委員長小松晃。 

  本委員会は、所管事務のため委員会を開催しましたので、その結果を報告いたします。 
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  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会平成28年１月会議の運営について。 

  ２、調査日、平成28年１月12日。 

  ３、出席委員、私、岡崎副委員長、越前谷委員、五十嵐委員、七戸委員、大西委員。 

  ４、委員外として、佐々木議長の出席をいただいております。 

  ５、説明員は、森副町長です。 

  ６、結果、地方自治法第102条の２第７項に基づく洞爺湖町議会平成28年１月会議の開議

請求に伴い本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、その結果は次のとおり

であります。 

  会議期間については、１月15日、１日間。 

  議事日程については、１月15日、本会議。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  会議の審議日数は、本日１日を予定しておりますので、議事運営にご協力をお願い申し上

げます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 平成28年１月15日、洞爺湖町議会平成28年１月会議の町の行政報告を

申し上げます。 

  一つ目に、寄附についてでございます。 

  このたび、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うよう、ありがたく受納いたし

ました。 

  一つ目に、金員の寄附でございまして、匿名でございまして、金額は100万円でございま

す。 

  二つ目に、こちらも金員の寄附でございますが、これも個人（匿名含む）541件、総額で

1,367万6,000円でございます。 

  二つ目に、保険税率等の改定に係る国民健康保険運営協議会答申についてでございます。 

  昨年10月に諮問しておりました国民健康保険税賦課限度額の改定につきまして、洞爺湖町

国民健康保険運営協議会から11月30日に答申をいただきました。 

  答申は、一般会計から多額の基準外繰り入れにより、国民健康保険財政を運営している状

況や住民負担の公平化も考慮し、医療保険制度の持続可能性を考える上で、将来にわたり安

定的な財政運営が求められるとの判断から、町の諮問に沿った答申となっております。 
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  内容としては、医療保険分と後期高齢者の支援金分、介護納付金分を平成27年度の国の基

準である法定限度額に平成28年度から引き上げるものであります。 

  なお、本議会に洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正案を提案しておりますので、よろ

しくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

  三つ目に、韓国済州特別自治道への訪問についてでございます。 

  １月11日から13日までの３日間、北海道知事及び北海道議会議長を含む「韓国済州特別自

治道北海道訪問団」の一員として、北海道内の三つのジオパーク加盟町長とともに訪問して

まいりました。 

  このたびの訪問は、北海道と済州特別自治道の友好協力協定の締結に合わせ、済州島が世

界ジオパークとして認定されていることから、北海道知事より参加の呼びかけを受けたもの

で、様似町長、遠軽町長及び鹿追町長とともに、済州世界自然遺産センター長を初めとする

ジオパーク関係者と意見交換を行いました。 

  今後は、このたびの訪問を機に韓国との観光振興につながる交流を深めてまいりたいと考

えております。 

  四つ目に、縄文遺跡群世界文化遺産登録への取り組み状況についてでございます。 

  史跡入江・高砂貝塚を初めとする北海道・北東北縄文遺跡群は、北海道及び北東北の４道

県、14市町とともに世界文化遺産登録を目指しているところでございますが、平成27年12月

26日に開催された縄文遺跡群世界遺産登録推進本部、これは本部長が青森県知事で、この会

議において、18ある構成資産のうち、森町の鷲ノ木遺跡、八戸市の長七谷地貝塚を、隣接す

る地域の景観や保全などの観点から、一旦、除外することに決定をいたしました。 

  今後は、直近の機会である平成28年度のユネスコへの推薦と平成30年度の世界遺産登録実

現に向け、関係自治体と連携して取り組んでまいる所存であります。 

  五つ目に、各種事務事業の取り組み状況についてでございます。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取り組み状況につきましては、次のとおり報告を

いたします。 

  なお、朗読については省略させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育長の行政報告を許します。 

  綱嶋教育長。 

○教育長（綱嶋 勉君） 教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  一つ目ですが、洞爺中学校への匿名の寄附についてでございます。 

  昨年末の12月31日に、現金100万円と手紙の入った封筒が洞爺中学校に届けられているこ

とを、同校の内山教頭が冬休みの学校見回り時に見つけた旨、教育委員会へ連絡がありまし

たので、ご報告をいたします。 

  現金の入った封筒は、郵便受けの中にたまった新聞とともに入っており、同封の手紙に
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は、「体育館を時々使わさせて頂いている者です。年々、暗幕などの傷みが目に余るように

なってきており、残念に思っております。そこで、心ばかりですが、同封したお金で、是非

修繕し、卒業式や学校祭など、気持ちよく行ってほしいと願っております。」などと書かれ

ており、贈り主は、当町のマスコットキャラクター「洞龍くん」となっていました。 

  教育委員会としましては、洞爺中学校の状況をよく知っている方からの匿名の寄附とし

て、ありがたく受納するとともに、お贈りいただいた方の意思に沿った形で使わせていただ

くことで考えているところでございます。 

  二つ目は、各種事務事業の取り組み状況についてでございます。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取り組み状況について、次のとおり報告します。 

  なお、朗読については、省略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、行政報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎報告第７号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第７号経済常任委員会所管事務調査報告についてを

議題といたします。 

  経済常任委員会から報告の申し出があります。 

  本件は、この申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

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

  経済常任委員長の発言を許します。 

  大西委員長。 

○経済常任委員会委員長（大西 智君） それでは、読み上げて報告をさせていただきたいと

思います。 

  報告第７号。 

  所管事務調査報告書。平成28年１月15日。洞爺湖町議会議長佐々木良一様。経済常任委員

会委員長大西智。 

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

ます。 

  記。 

  所管事務調査その１。 

  １、調査事項、虻田漁港大磯分区の一部供用開始による現況について。 

  ２、調査日、平成27年12月11日金曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、板垣委員、篠原委員、下道委
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員。 

  ４、説明員等、産業振興課佐藤課長、田所主査。 

  ５、調査結果、虻田漁港大磯分区においては、平成28年の春をめどに一部供用開始となる

予定であり、その使用に当たって、行政、漁業者、関係機関の間で具体的な協議が行われて

いる。当該漁港内では、ホタテの耳吊り作業場としての使用や漁具などの保管施設用地とし

て使用し、漁家団地としての整備は行わないとのことである。また、漁港の防波堤において

は、釣りを目的として訪れる方が見受けられるとのことであり、大変危険であることから事

故防止策を早急に図られたい。 

  漁港内のプレジャーボート係留施設においては、40件の利用が見込まれており、使用に当

たっての条例を制定し適正な管理に努められたい。 

  また、現在整備中である臨港道路について、早期完成に向け取り組まれたい。 

  裏面を見ていただきたいと思います。 

  所管事務調査その２。 

  １、調査事項、洞爺湖リサイクルセンター「花美館」の今後について（定山渓地域生ごみ

堆肥化施設の視察）。 

  ２、調査日、平成27年12月11日金曜日。 

  ３、出席委員、私、沼田副委員長、千葉委員、小松委員、篠原委員、下道委員。 

  ４、説明員等、（株）ばんけいリサイクルセンター大杉代表取締役、環境課若木課長、原

主幹。 

  ５、調査結果、洞爺湖町の生ごみ堆肥化処理施設「洞爺湖町リサイクルセンター花美館」

においては、施設の老朽化と機械類の耐用限界を迎え、多額の修繕費用を要することが見込

まれ処理方式の変更を検討しており、町と廃棄物減量等推進審議会が導入を考えている処理

方式により、生ごみを堆肥化処理している定山渓地域生ごみ堆肥化施設の視察を行った。 

  当該施設は、（株）ばんけいリサイクルセンターが、札幌市から一般廃棄物処理施設及び

一般廃棄物処分業の許認可を受け、平成23年４月より、生ごみ等の発酵処理堆肥化事業とし

て運営が始まり、札幌市からの委託により、札幌市内の生ごみ等の受け入れを行っている。 

  年間9,000トンの処理能力を有する施設には、生ごみ処理・堆積保管施設２棟、草木処

理・堆積施設１棟、土壌脱臭施設３棟が整備され、その管理・運営においては、独自の生ご

み等の堆肥化処理方式に基づき行われており、シンプルではあるが、理論的な数値を根拠と

した技術力が重要なものとなっている。 

  施設の稼働開始以来、観光地定山渓の中に位置しながらも地域住民から悪臭の苦情はない

とのことであり、施設周辺においても悪臭はさほど感じられないものでありました。 

  洞爺湖町リサイクルセンター花美館における処理方式の変更においては、周辺住民の理解

と整備費用の軽減を図るとともに、製造した堆肥を町内にて有効利用されるよう取り進めら

れたい。 

  以上でございます。 
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○議長（佐々木良一君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思います

が、ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） それでは、どうもご苦労さまでございます。 

  以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諮問第１号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでござ

います。 

  現在の委員は５名いらっしゃいます。このうち、今回４名の方が、任期は３年でございま

すが、平成28年３月31日をもって任期満了となります。したがいまして、人権擁護委員の候

補者として法務大臣に推薦をするということになります。 

  人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

  記としまして、ご住所が虻田郡洞爺湖町高砂町37番地27、ご氏名が宮崎泰人氏でございま

す。昭和23年３月18日のお生まれでございます。 

  それでは、議案説明資料でご説明をさせていただきます。 

  説明資料の１ページをごらんいただきたいと思います。 

  ご経歴でございます。 

  学歴につきましては、昭和47年３月に専修大学法学部をご卒業されております。 

  職歴につきましては、昭和52年２月に司法書士を開業いたしまして、現在に至っておりま

す。 

  公職歴でございますけれども、平成７年９月から現在に至るまで、虻田町固定資産評価審

査委員会の委員から洞爺湖町固定資産評価審査委員会の委員、21年からは審査委員長とし

て、現在に至っているところでございます。それから、平成22年９月からでございますけれ

ども、洞爺湖町情報公開・個人情報保護審査会の委員として現在に至っております。平成９

年１月から人権擁護委員に就任をされておりまして、現在に至っております。したがいまし

て、今回再任の推薦ということでございます。 

  団体歴につきましては、昭和61年の１月から洞爺青年会議所専務理事、そして副理事長を

お務めになっております。それから、平成３年４月には、虻田町立虻田小学校ＰＴＡ会長、

それから虻田町ＰＴＡ連合会長をお務めになられております。 

  平成10年４月には、虻田町立虻田中学校のＰＴＡ会長もなされております。 
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  ちょっと補足でご説明をさせていただきますけれども、今回再任ということで、公職歴、

平成９年１月からとなっております。１月からですから、任期が３年でございますので、本

来は去年の12月31日で任期が切れるということになっておりますが、５名のうち、今３名の

方が４月からの任期ということで、お２人が１月からの任期になっております。これは、国

のほうで任期の統一をしたいという中で、宮崎さんが１月からということになっております

が、これを４月からにしたいということで、現在、国のほうで３カ月の延伸をかけておりま

す。したがいまして、現在の任期は、ことしの３月31日までということになっておりまし

て、現在も任期中であるということでご理解をお願いしたいと思います。 

  再任推薦の理由でございますけれども、人権擁護委員による困り事相談や、それから法務

局が実施しております人権相談活動を初め、人権の花運動、あるいは人権教室など、地域に

おいて人権活動に積極的に従事をされておりますし、年齢も60代ということでございまし

て、適任という判断をいたして、推薦をしたいというものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） これから、確認程度の質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回、諮問として人権擁護委員、全部で４名ですが、ちょっと個人的

にどうこうというのではなくて、改めて、この人権擁護委員の活動について、実際に、どう

いう活動が行われているのかということを、できれば報告していただきたいと思うのです

が、人権擁護委員法によれば、この人権擁護委員、これは各市町村に設置される非常勤で法

務大臣が委嘱する民間のボランティアという位置づけになっておりまして、先ほど副町長が

言われたように、法務大臣が委嘱する、そして任期は３年だということなわけですが、この

中で、法の11条には委員の職務ということで５点ほど書かれています。例えば、３番目に

は、人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報

告、関係機関への勧告など適切な処置を講ずるというのが３番目の職務として示されており

ますし、４番目には、貧困者に対し、訴訟援助その他、その人の人権擁護のため、適切な救

済方法を講ずることというふうになっております。ボランティアの職とはいえ、法務大臣が

任命する大変重要な仕事を担うことになります。ですから、人権擁護連合会などで運動する

ＰＲ活動だけではなくて、実際に人権にかかわる相談を受けて、その救済のためにも取り組

むというふうになっているわけですが、実際に、当町において、この人権擁護委員の誰がと

いうのではなくて、人権擁護委員として、こういった人権擁護のための具体的な取り組みを

これまでしてこられたことがあるのかどうか、この件だけ、ちょっと説明いただきたいと思

います。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） 人権擁護委員の活動の内容でございますけれども、実績として

報告させていただきたいと思います。 

  まず、先ほど議員がおっしゃられました街頭でのＰＲ活動等についてでございますけれど
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も、平成27年度については、多い方で34回、平均で10回程度実施しております。 

  次に、人権の相談という件数でございます。平成27年度現在までについては、残念ながら

ゼロ件ではございますけれども、25年については、各個人ごとに数件、それから、お１人だ

け室蘭のほうに行っているというような事情もございまして、数十件を担当しているという

状況でございます。26年度については、全体として３件ほどの相談を受けているといった実

績の状況になってございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 件数が多ければいいという話ではないのだと思うのです。それだけ、

逆に言えば問題が多いということなのでしょうけれども、相談会などを開いてやっているの

も、広報などを見てみますとわかります。ただ、人権擁護委員というのは、こういった非常

に重要な役割を持った立場の方でありますから、積極的に、みずから、例えばそういった相

談会を含めて、活動はやっぱりもっと展開できるのではないかなという、私、気がするので

す、実は。というのは、貧困の問題というのはますます広がっていますし、それから、特に

労働問題も含めてですけれども、さまざまな事象が、今、出てきています。そういうことに

もしっかりと対応できるような形で取り組んでいくことが大事なのかなというふうに思いま

すのでね、これは注文になってしまいますけれども、そういう意味で、人権擁護委員という

ものをもっと積極的に活用できるように、行政側としても援助する必要があるのではないか

というふうに思うのですが、いかがですか。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） これまで、人権擁護の相談等につきましては、広報等で全町民

のほうに開催時期等を周知しながら実施しているといったのが状況でございます。 

  また、いろいろな方々の相談事等についてでございますけれども、この人権擁護以外に、

弁護士の先生等によるご相談等もございまして、今後とも、人権にかかわる周知の仕方も含

めて、どんどん周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ほかに、質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これで、質疑を終わります。 

  ここで、お諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 
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  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、諮問のとおり答申することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、諮問第１号人権擁護委員の推薦については、諮問のとおり答申することに決

定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諮問第２号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでござ

います。 

  記としまして、ご住所、虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉180番地10、ご氏名が七戸朝子氏でご

ざいます。昭和27年７月30日のお生まれでございます。 

  議案説明資料のほうでご説明をさせていただきます。 

  ２ページでございます。 

  七戸朝子氏のご経歴でございます。 

  学歴につきましては、昭和46年３月、北海道虻田商業高等学校を卒業されております。 

  職歴につきましては、昭和46年４月、洞爺温泉郵便局に勤務され、平成15年４月には郵便

局長、平成20年６月に郵便局長として退職をなされております。 

  公職歴につきましては、平成22年１月から人権擁護委員、現在に至っておりまして、七戸

氏も再任の推薦でございます。七戸さんも１月となっておりますが、これは先ほどご説明し

たとおりの任期でございます。 

  団体歴等につきましては、昭和57年４月に洞爺湖温泉８区の自治会役員、平成元年４月に

健康推進委員などをお務めになられております。 

  推薦理由についても、第１と同じでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） これから、確認程度の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  ここでお諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、ご異議ございません
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か。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、諮問のとおり答申することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、諮問第２号人権擁護委員の推薦については、諮問のとおり答申することに決

定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諮問第３号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  ここで、五十嵐議員は、地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、退場をお

願いいたします。 

          〔五十嵐議員退場〕 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでござ

います。 

  ご住所でございます。虻田郡洞爺湖町洞爺町123番地、ご氏名、五十嵐優子氏でございま

す。昭和28年３月29日にお生まれでございます。 

  以下、議案説明資料のほうでご説明をさせていただきます。 

  ３ページでございます。 

  五十嵐氏のご経歴でございます。 

  学歴につきましては、昭和50年３月、玉川大学文学部を卒業されております。 

  職歴につきましては、昭和50年11月、ソニー株式会社に入社され、昭和54年６月に同社を

退社されております。 

  昭和59年７月から商店に従事され、現在に至っております。 

  公職歴につきましては、平成19年４月から人権擁護委員をなされており、現在に至ってお

ります。五十嵐氏も再任の推薦でございます。 

  団体歴等につきましては、昭和62年５月から洞爺村商工会商工女性部副部長、その後、女

性部理事をされ、18年４月からも同様に女性部の理事、それで現在に至っておるということ
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でございます。平成９年５月には、グレイセスとうやの理事、平成14年４月から洞爺国際交

流協会の会長でございまして、平成23年４月からは、国際交流協会の顧問になり、現在に

至っているという状況でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） これから、確認程度の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  ここでお諮りします。 

  本件は人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、諮問のとおり答申することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、諮問第３号人権擁護委員の推薦については、諮問のとおり答申することに決

定いたしました。 

          〔五十嵐議員入場〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諮問第４号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでござ

います。 

  ご住所が、虻田郡洞爺湖町清水149番地、ご氏名が、安住八重子氏でございます。昭和23

年３月24日のお生まれでございます。 

  以下、議案説明資料でご説明いたします。 

  ４ページをお開き、お願いいたします。 

  安住八重子氏のご経歴でございます。 
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  学歴につきましては、昭和41年３月、北海道虻田商業高等学校を卒業されております。 

  職歴につきましては、昭和41年４月、虻田町役場に勤務され、昭和46年12月に同役場を退

職されております。昭和61年11月、社会福祉法人あぶた福祉会に勤務をされ、平成20年３

月、同あぶた福祉会を退職なされております。 

  公職歴につきましては、平成22年４月から人権擁護委員をなされておりまして、現在に

至っております。したがいまして、安住氏も再任の推薦でございます。 

  団体歴等につきましては、平成20年10月、社会福祉法人あぶた福祉会評議員、平成24年10

月、同あぶた福祉会理事をなされて現在に至っているということでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） これから、確認程度の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  ここで、お諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、諮問のとおり答申することに賛成の方は起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、諮問第４号人権擁護委員の推薦については、諮問のとおり答申することに決

定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第９、議案第37号洞爺湖町虻田漁港大磯分区係留施設条例の制

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。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第37号洞爺湖町虻田漁港大磯分区係留施設条例の制定について

でございます。 

  洞爺湖町虻田漁港大磯分区係留施設条例を次のように定めるものでございます。 

  提案の趣旨でございますが、漁港建設に当たり、近年は漁船の大型化や遊漁船が増加傾向
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にあり、漁船と漁港利用上のトラブルが発生するなど、漁業生産活動に支障が生じる状況が

見受けられているところでございます。このため、水産庁でも、このようなトラブルを解消

するため、遊漁船等を分離、収容する施設整備を推進しております。当町におきましても、

漁船と遊漁船を分離することで、漁業生産活動の発展と海洋レクリエーションの伸展に寄与

することを目的に、本条例を制定するものでございます。 

  条文でございます。 

  第１条は、設置の目的について、第２条は、名称及び位置について、定めるものでござい

ます。 

  第３条は、係留施設を利用している場合は、陸上施設を含めて利用することができる旨を

定めるものでございます。 

  第４条は、申請により許可を受けなければならない旨を定めるものでございます。 

  第５条は、許可の制限について定めるものでございます。 

  次の６ページでございます。 

  第６条は、使用料を別表で定めております。別表は８ページとなります。 

  続いて、第７条につきましては、公益上の必要性その他、特別の理由があると認めたとき

の使用料を減免することができる旨を定めるものでございます。 

  第８条は、使用者の責めに帰さない理由等により、施設が利用できないときの使用料を還

付することができる旨を定めるものでございます。 

  第９条は、許可を受けた使用目的以外に施設を使用することなどを禁止する旨を定めるも

のでございます。 

  第10条は、条例等に違反をして、もしくは町長の指示に従わない場合に、使用許可の取り

消し等について定めるものでございます。 

  第11条は、使用許可者以外についても、施設内での禁止行為について定めるものでござい

ます。 

  ７ページになりますが、第12条は、入場制限についてでございます。この条例等に違反し

た場合、施設への入場を拒み、または施設からの退場を命ずることができる旨を定めるもの

でございます。 

  第13条は、施設管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係

者に質問し、または必要な指示をすることができる旨を定めるものであります。 

  第14条は、施設の使用期間が満了したとき、または条例等に違反し、許可を取り消された

ときは、自己の費用をもって使用施設を原状に回復しなければならない旨を定めるものでご

ざいます。 

  第15条は、施設を汚損、損傷または滅失した場合、もしくは第三者に損害を与えた場合

は、その損害を賠償しなければならない旨を定めるものでございます。 

  第16条は、施設内における盗難または破損によって生じた損害、プレジャーボート及びそ

の他、船舶との相互の接触または衝突によって生じた損害、並びに天災地変等によって生じ
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た損害については、町はその賠償の責めを負わないことを定めるものでございます。 

  第17条は、規則への委任について定めるものでございます。 

  第18条は、この条例に違反した場合の罰則を定めるものでございます。 

  附則でございます。８ページになります。 

  条例の施行日を平成28年４月１日から施行するものとすることでございます。 

  別表については、施設使用にかかわる使用料を定めるものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、３点ほど、確認の意味も含めて説明いただきたいのです

が、一つは使用料の関係ですが、使用料は、町内在住者であれば１メートル当たり年間

6,800円と、町外であれば年間8,100円ということになっておりますが、この金額を決めた根

拠です。これは、どういうことでこういう金額が算出されていくのかということを、こうい

う公の場できちんと説明いただきたいなということと、２番目には、この金額が、例えば同

型のといいますか、同じようなプレジャーボートを係留できるような施設を持った近隣の自

治体との比較で、高いのか安いのか、あるいは平均並みなのか。この辺ですね、どういうふ

うに判断されているかなということを二つ目にお聞きしたいと思います。 

  それから、三つ目ですが、条例を見ても、メートル当たり幾らという金額は出ているので

すが、ここのプレジャーボートの施設は、メートルのものまで係留できるのかということに

ついては、全く書いていないのですよね。例えば、使用制限なり許可の制限の中に、何メー

トル以上はできませんというものは明記しなくていいのかどうかですね。この点についてお

聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） まず、１点目の使用料の関係でございます。 

  まず、町内、町外の額の決めた根拠ということでございますが、その前に、まず、この算

出した根拠についてでございますが、まず、プレジャーボートの係留施設の使用料の算定に

つきましては、まず、町のですね、町が定める使用料、手数料の設定における基本方針に基

づき、算定をしたところでございます。それで、係留施設を利用する方が特定の人に限られ

るということになりますので、その限られた人たちが利益を受けるというものであるという

前提から、適正な受益者負担を徴収するという考え方であります。 

  それで、このため、実際に、その施設を整備するために町が負担した金額と、今後予想さ

れる修繕費など、維持管理費を合算して、耐用年数、それから利用者数によって、まず、年

間の使用料を算出したところでございます。これが町内の算出した根拠でございますが、町

外との額の差額ですね。この根拠についてでございますが、これは、この施設については、
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あくまでも北海道の施設ではなくて、洞爺湖町が整備した施設でございまして、地元の方と

町外の方に差をつけることとしたものでございまして、実際に、その２割の根拠というもの

は、近隣の豊浦町が２割増しということでしておるのでございますが、同じ用途であるとい

うことから、豊浦町の例に足並みをそろえたいということでございます。 

  それから、２番目の、同じ自治体との比較ということでございますが、これについて、ま

ず、北海道の施設ということで、通常は、道が管理している係留施設につきましては１メー

トル当たり5,300円ということでございます。それから、近隣には豊浦町が同じような施設

を持っておりまして、豊浦町につきましては１メートル当たり5,200円ということでござい

ます。それから、同じく伊達市にも同じような施設がございまして、伊達市につきましては

１メートル当たり１万800円というようなことでございまして、洞爺湖町の場合は、ちょう

どその中間に当たるのかなということでございます。 

  それから、３番目の、長さですね。何メートルまでかということで、これにつきまして

は、10メートルということでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） １番目の最初の使用料の算出の根拠については、何となくわかりまし

た。要は、プレジャーボートを整備するための費用を数年にわたって捻出して、割り返して

ですね、そのあたりで40隻ですか、を係留するということから、年間当たりの使用料を出し

たと。それで、町外については２割増しというのは豊浦にまねたと、こんな話ですよね。 

  実際に、その40隻、先ほど委員会の報告もありましたから、多分、40隻そのまま入るのか

もしれませんけれどもね、これがすかすかで、せっかく整備しても利用する人が少ないとい

うことになると、そのもくろみは全くなくなってしまうわけでありますから、その辺の見通

しはどうなっているのか、利用の希望がかなりあるものなのかどうか、ちょっとその辺の見

通しをもう一つお聞きしたいと思います。 

  それから、管内でそれぞれ料金が違うのですね。これは、それぞれ自治体ごとに独自に決

められるということなのでしょうけれども、そういう中で言うと、道の料金や豊浦から比べ

て、うちの場合は6,800円ですから、若干高い料金になるということで、また、隣の伊達は

１万800円だと言いましたから、伊達よりは安いのでしょうけれども、そういった点で、料

金設定としても、そういう比較的、隣のまち、高いほうと安いほうと間に挟まれたような格

好ですから、それほど問題ないのかもしれませんが、こういう料金で適切だというふうに考

えているのだと思いますが、その辺、改めてお伺いしたいと思います。 

  あと、今、10メートルまでと言われましたよね。これは、特別、条例の中に盛り込まなく

ても構わないことなのでしょうか。その辺、もう一回、改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） まず、40隻、実際、40隻が埋まるのかというような内容だと

思いますけれども、その前に、この40隻を整備した内容といいますか、それについて先に
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ちょっと、ご説明したいと思います。 

  遊漁船の漁港の係留につきましては、現在、虻田漁港に40隻ということで係留をしている

ところでございます。これは防波堤に係留しているのですが、これらの経緯については、二

十数年前になりますけれども、主に町内のボート所有者が遊漁団体を組織しまして、国民の

財産である漁港の利用について、漁業者への支障のない範囲内で漁港内の遊漁船の係留を認

めてほしいということで要望があったものでございます。それで、漁協とも協議した結果、

利用者は、遊漁船の団体に加入をしてもらって、秩序を守ってトラブルのないようにするこ

とを条件に、許可をして、現在に至っているというような状況でございます。 

  それで、今後、この大磯分区への係留につきましては、この方たちが利用の許可申請を出

していただくというようなことになるのですけれども、その前に、その遊漁船団体とも、い

ろいろ懇談会なども開きまして、いろいろ情報交換などもしております。それで、中には、

もう年なので、この機会をもってやめたいというようなお話もちらほら出た部分もございま

すが、できる限りは、できれば、今、使っている方全員を申請したいというような話はござ

いました。ただ、まだ申し込みを受け付けてはいませんので、それについて、状況的には、

今、懇談会の中ではそういったような話が出ているということで、状況的には、大幅に利用

が少なくなるというような状況ではないというふうには判断しているところでございます。 

  あと、それから、管内の料金の違いということですか。それから、豊浦とか北海道ですと

か、それよりも高いということで、金額的には高いということなのですが、これにつきまし

ては、先ほども言いましたように、耐用年数、それから利用者の数をもって計算しておりま

すので、これについては妥当だという判断をしております。 

  それから、実際のメートルにつきましては、３点目のですね、３点目の10メートル、実際

に泊められるメートルは10メートルということでございますが、これについては、特に規則

の中で、申請書の中でいろいろ提出してもらう、そういった必要な書類というものがござい

まして、その中で、まず判断をするということになってございまして、それで一応、条例の

ほうには定めなくてもいいという判断で、今はおります。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ほかに、質疑はありませんか。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ５ページの使用許可及び条件のところで確認しておきたいのです

が、今、係留されている方々の声というものを伺っておるのですが、その中で質問させてい

ただきますけれども、今、係留されている方々が、ほとんど40隻なら40隻、大磯分区のほう

に移ると、これはまあ、それで結構でしょうけれども、その方がやめた場合に、係留をやめ

たという場合には、必ず、行政当局のほうにやめた理由というものを添付しながら報告をす

る義務というものが発生するだろうと思うのですけれども、その辺を伺っておきたいと思い

ます。ただ、こういうことも実際の声としてあるのです。例えば、Ａさんがやめたと。Ａさ

んはやめたと言わないで、その名前でＢさんが係留する。そういうこともあり得るかのよう
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に伺っておりますけれども、その辺の交通整理をきちんとやっておかなければ、今後、いろ

いろと問題が起きるのではないのかなと思います。 

  それというのも、遊漁船組合がありますね。その方々によって、その許可をするとかしな

いとかということも声がある中で、係留待ちをしておる方々がいろいろ手法を使って係留許

可をいただくような、そういう動向が見受けられるように伺っております。その辺も、行政

当局でどのような考え方を持って条例化を図るのか、その辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） まず、１点目の係留をやめる場合のそういった届け出でござ

います。それにつきましては、規則に、係留、その施設を返納する旨のそういった届け出を

していただくということで考えております。 

  それから、２点目の、例えば、Ａさんがやめて、それが、権利がＢさんというようなお話

だと思うのですけれども、あくまでも、町としては、やめる場合には、先ほど言いましたよ

うに届け出を出してもらうと、権利を返還してもらうという考えでおります。それで、もし

権利を返還してもらったところで、当然あきが出るわけですから、それにつきましては、ま

ず、広報なりで募集をして、それで、応募多数の場合はくじ引きということで、今までも

やってございまして、それも引き続き同じような形で、あいた場合には募集、多数の場合は

くじ引きというようなことで進めていくという考えでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 確認をさせていただきますけれども、全くそういう、その係留され

る方々の許可で移動する場合には、遊漁船組合というのは全く関係ないと、あくまでも町と

係留を望んでいる方との契約等で行うということですね。遊漁船組合はどんなことがあって

も全く関係ない。そういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） あくまでも、届け出関係は、当然、町に届け出をしてもらわ

なければならないということになりますので、遊漁船の団体の中で調整だとか、そういった

ことにはなりません。使用する場合には、新規の場合もきちんと届け出をしてもらわなけれ

ばならないですし、やめる場合は返還というような手続になっております。例えば、遊漁船

団体の中で許可するだとか、そういった話にはなりませんで、あくまでも町の許可というこ

とでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） これは、いろいろと声を聞いているだけに、心配して質問させても

らうのだけれども、遊漁船組合というのは、どういったところに言語を出したりすることが

できるのか、それとも、許可とかそういうものについては遊漁船組合は全く関係ないという

ことなのか、いま一度、確認させていただきたいと。いろいろとこの係留については、係留

を望んでいる方々といろいろトラブルがあったことも伺っておりますので、そういうことの

ないようにしてもらいたいなと思います。遊漁船組合は介入する何物もありませんというこ
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となのか、その辺をもう一度確認させていただきたいと思います。 

  それから、虻田漁港のほうでは、結局、漁業船と係留されている船とのトラブル等々もな

いように、トラブルというより、航路上、出入りするのにトラブルがないようにするため

に、虻田漁港のほうには１隻も置かない、いわゆる大磯分区のほうに置くということだけれ

ども、これから大磯分区のほうにも漁業者が出入りするようになりますね。その辺は、理念

的にどうなのですか、問題ないということなのですか、虻田は問題あるけれども、大磯漁港

のほうは問題ないということなのか、その辺は伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） まず、１点目の答弁でございますが、先ほどもお話ししまし

たように、当初の許可をしたという経緯が、漁港を、何とか遊漁船団体をつくった中できち

んとしたルールのもとに利用させてほしい、ルールを守った中で利用させてほしいというこ

とから認めているものでございます。 

  それは、現在も続いておりまして、その遊漁船の団体はあくまでも漁船とのトラブルのな

いようにということで、現在は道が許可しているところですけれども、今後、それは町が許

可するようになるのですけれども、あくまでもそれと同じような形で、町がその利用につい

て許可しますということになると思います。 

  それから、２点目の出入りの関係で、トラブルだとかそういった事故の関係で、現在は、

同じ港内といいますか、漁業者については同じ港内の岸壁に泊めていまして、遊漁船は同じ

港内の防波堤に泊めております。それで、航路がちょうど交差するような形に、すぐ出て、

遊漁船が出て漁船が出たら、もうすぐ間近という状況でございます。今後は、大磯分区にな

りますと、泊めている箇所が一つ仕切られておりまして、出てもすぐ近くに迫るような状況

ではございませんので、その辺では事故の防止をしているという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほかに質疑はございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第37号洞爺湖町虻田漁港大磯分区係留施設条例の制定についてを採決しま

す。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第37号洞爺湖町虻田漁港大磯分区係留施設条例の制定については、原案
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のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第10、議案第38号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する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。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第38号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する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。 

  今回の条例改正の趣旨でございますけれども、本年度の国家公務員の給与改定による官民

格差に基づき、職員の給与水準が増額改定されることから、これに準拠し、議会議員の期末

手当の支給割合を増額改定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。 

  ５ページでございます。 

  洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表でございます。 

  第６条の期末手当でございますが、支給割合を６月支給につきましては、100分の197.5を

100分の202.5に、12月支給につきましては、100分の212.5を100分の217.5に改めるものでご

ざいます。 

  議案に戻っていただきまして、附則でございます。 

  この条例は、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用するものでございます。 

  なお、第３項につきましては、期末手当の内払いについてのみなし規定でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） なかなか言いづらいことなのですけれども、ここの適用する日にちが

１年前といいますか、もう丸々１年近く、去年の４月１日からですよね。既に６月、12月と

支給された後の、それに戻ってということなのですが、議員の場合は報酬という扱いです

ね。この後、出てくる特別職や職員については給与ということになるかと思うのですが、結

局、給料と報酬とでは全く位置づけが違うのですよね。給与の場合は人事院勧告に基づい

て、１年さかのぼって支給しましょうというのもわからないではないですが、報酬の場合

は、もう既に済んでしまったわけですよね。それを改めて、さかのぼって支払うというの

は、どうも私は腑に落ちなくて、これはどうしようかなというふうに思っていたのですが、
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行政側としてはどういう認識なのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） ４月１日からさかのぼってということで、遡及という言葉になる

かと思いますけれども、これまで、議会議員の報酬と特別職の給与とか人勧で改正したとき

には、全部同じような形で、報酬、給料もあわせて改定をしてきておりまして、それと同様

に、今回につきましても４月から遡及するということで考えております。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第38号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第38号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正については、原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、議案第39号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例

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。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第39号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正

についてでございます。 

  洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する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。 

  改正の趣旨は、前議案と同様でございます。 

  それでは、議案説明資料によりご説明を申し上げます。 

  ６ページでございます。 

  洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例新旧対照表でございます。 

  第４条の期末手当でございます。支給割合を６月支給につきましては、100分の197.5を
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100分の202.5に、12月支給につきましては、100分の212.5を100分の217.5に改めるものでご

ざいます。 

  議案に戻っていただきます。附則でございます。 

  この条例は、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用するものでございます。な

お、第３項につきましては、期末手当の内払いについてのみなし規定でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第39号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第39号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する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40号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、議案第40号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する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。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第40号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正についてでございます。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する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。 

  教育長の給与の関係でございますが、条例改正の趣旨は、前２議案と同様でございます。 

  議案説明資料の７ページをごらんいただきます。 
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  教育長の期末手当に関する改正内容でございますけれども、昨年の地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の改正によりまして、洞爺湖町教育委員会教育長の給与等に関する条例

は廃止されておりますが、同条例の附則において、現に在職する教育長の在任期間は、廃止

した条例は効力を有することとされていることから、同条例の附則について、期末手当の支

給割合に関する読みかえ規定を追加するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第40号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第40号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する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41号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、議案第41号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正

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。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第41号でございます。洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部

改正についてでございます。 

  洞爺湖町職員の給与に関する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。 

  この条例でございますけれども、本年度の国家公務員の給与改定による官民格差に基づ

き、給与水準の改定を行うものでございまして、給料につきましては、平均0.4％の引き上
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げ、勤勉手当につきましては、0.1カ月分を引き上げる内容となっております。 

  それでは、議案説明資料によりご説明をさせていただきます。 

  ８ページでございます。 

  第24条第２項の勤勉手当の総額でございますが、再任用職員以外の職員にあっては、100

分の75を100分の80に、再任用職員にあっては、100分の35を100分の37.5にそれぞれ改める

ものでございます。 

  次に、附則第29項の特定職員の勤勉手当の総額でございますが、55歳以上で課長職６級以

上の職員の勤勉手当の支給の総額を1.5％減じる規定でございまして、勤勉手当の0.1カ月分

の引き上げに伴い、勤勉手当減額対象額に乗じる率を100分の1.125から100分の1.2に、最低

号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に乗じる率を100分の75を100分の80に

それぞれ改めるものでございます。 

  議案に戻っていただきまして、13ページの別表、行政職給料表の全部改正でございます

が、平均で0.4％を引き上げるものでございます。 

  最後に、12ページの附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成27年４月

１日から適用するものでございます。 

  また、第３項につきましては、給与の内払いについてのみなし規定でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回の職員の給与の改定については理解できるわけですが、ちょっと

ここでお聞きしたいのは、以前に議会の一般質問の中でも取り上げましたけれども、町が採

用している臨時職員あるいは嘱託職員の方々についても、職員の給与が１年さかのぼって支

払われるのであれば、そういう方々も本来なら賃金額を上げても当然ではないかと思うので

すね。職員ばかりが１年さかのぼって、そして嘱託や臨時職員については現状のまま、新年

度からと。これは、もしそうであれば、全く職員のことしか考えていない、そんな対応にな

ると思うのですが、その辺はどのようになるのですか。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 嘱託職員の賃金を遡及するかという質問でございますけれども、

今考えておりますのは、平成28年度から、この給与表の改定分について嘱託職員は改定する

ことと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） だから、おかしいのではないですかと言っているのですよ。さっき、

議員の場合も１年さかのぼって支給すると、そして、職員についても、昨年の４月にさかの

ぼって支給する。しかし、臨時や嘱託職員については新年度から適用する。こういうような

扱いというのは、はっきり言えば、私は不公平だろうと思うのです。なぜ、職員だけがそう
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いう扱いを受けて、臨時職員は違うのだと。もともと、この給与の規定を基準にして、嘱託

職員の給与も決めているわけでしょう。ですから、そういう答弁だったはずです、前回も。

ですから、その給与が基本は上がるわけだからね。平均で0.4％で、どのくらい上がるか、

ちょっとわかりませんけれども、上がるわけだから、それは遡及して、嘱託職員や臨時職員

についても上げるべきだと私は思うのですけれども、そういう考えではないということです

ね。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 嘱託職員及び臨時職員につきましては、任用期間が４月１日から

３月31日ということで、１年の任期というふうになっておりまして、それに基づきまして、

４月に遡及するということでは、考えてはおりません。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第41号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決しま

す。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第41号洞爺湖町職員の給与に関する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42号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第14、議案第42号洞爺湖町国民健康保険税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。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第42号洞爺湖町国民健康保険税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税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。 

  本改正につきましては、平成27年度の法定限度額に準じた課税限度額の改定でございま
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す。昨年10月に洞爺湖町国民健康保険運営協議会に課税限度額の改定について諮問し、昨年

11月30日に同協議会から答申がございました。町として、この答申を尊重させていただき、

平成28年度から国民健康保険税課税限度額を改定するべく提案をするものでございます。 

  それでは、改定内容につきましては、議案説明資料でご説明をさせていただきます。 

  10ページでございます。 

  新旧対照表でございまして、第２条、課税額であります。第２項、基礎課税額の限度額に

ついて、51万円を52万円に改めるものでございます。同条第３項、後期高齢者支援金等課税

額の限度額について、16万円を17万円に改めるものでございます。同条第４項、介護納付金

課税額の限度額については、14万円を16万円に改めるものでございます。 

  議案書に戻っていただきまして、附則でございます。 

  施行期日は平成28年４月１日からの施行でございます。適用区分としまして、改正後の洞

爺湖町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適

用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとしておりま

す。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回の保険税条例の一部改正は、答申を尊重してという説明がありま

したが、もともと諮問した内容を答申されたと、こういう中身ですから、そもそもは町側が

こういう意図を持って、意思を持って諮問したということだと思うのですが、そういう中で

二、三、今、説明をいただきたいのですが、一つは、今回のように医療分１万円、支援分１

万円、介護分で２万円、合わせて４万円の限度額の引き上げと、合計するとこれまでの81万

円が85万円になるという提案ですね。 

  そこで、一つ伺いたいのは、この課税限度額を超える世帯がどのくらいあるのかというこ

とです。それぞれ医療分、後期支援分、介護分でどのくらいになるのか、何世帯で、全世

帯、加入世帯の何％を占めるのかということや、今回の引き上げによってどのくらいの増税

になるのかということも、お示しいただきたいと思います。 

  それから、この限度額引き上げによる影響が出る、いわゆるその世帯、標準世帯でもいい

ですし、その世帯の所得あるいは給与収入がどのくらいの人たちがこういう限度額に達する

のかということなどについて、説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） まず、課税限度額を超える世帯ということでございまして、こ

れは、審議会のほうでも参考までに議論になった内容の数字を紹介させていただきたいと思

います。 

  まず、対象世帯として、全体で1,688世帯でございます。これは、26年度の課税世帯数を
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ベースに算定してございます。まず、医療分で63世帯、パーセントでは3.7％です。後期支

援分でございます。これで43世帯、2.5％です。介護分でございますけれども、世帯数につ

きましては、726世帯で計算をいたしまして、1.3％が超える世帯数という数字でございま

す。 

  今回、限度額の引き上げに伴って、増収分ということでの試算でございますけれども、こ

れは、実際には、ことしの６月以降でないと正確な数字はつかめませんけれども、予定して

いる額としては、100万円前後を見込んでいるということでございます。 

  次に、影響される、その世帯での所得の状況ということでのご質問でございますけれど

も、基準となる、医療分のところで紹介させていただきますけれども、あくまでもモデル的

なケースという中で試算したところですが、所得につきましては、500万円を超える方で、

給与所得ということで、収入については、720万円を超える世帯が対象になるのかなという

ことでございます。 

  全体的に申し上げますと、介護の部分もございますので、４万円アップになる方の世帯と

しましては、所得、それから収入を含めて1,300万円を超えると最高額の85万円になる方と

いう見込みを出しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はございませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 答申書を見ますと、こういうふうに書いてあるのです。今回の改正に

当たっては、対象に及ぼす影響が１％以下と少ないことだということです。もう一つは、こ

れは国の方針ですが、平成30年度から保険者が広域化するということで、はっきり言えば、

横並びで、ほかの市町村との平衡を保つといいますか、差を縮めていくと、こんなような発

想なのだろうと思うのですが、実際に、その対象に及ぼす影響が１％と少ないからいいのか

ということなのですね。そういう考え方がどうも私は理解できないのですが、これは答申書

の中身です。答申を出されたのは町の職員ではありませんけれども、こういう比較の仕方と

いうのが、実際に、所得に対して、どのくらいの保険税を負担しているのかという比率の問

題からいうと、今は、ますますふえてきているのです。知ってのとおり、新年度からさらに

限度額を引き上げるという話もありますが、国は際限なく限度額を引き上げようとしていま

す。その話は後でしますが、いずれにしても、最高限度額に達する人も含めて、大変な負担

になってきているという状況を行政側としては理解しているのかどうか、そのことについて

お伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 澤登総務部次長。 

○総務部次長（澤登勝義君） 今、議員がおっしゃられるように、答申をいただく時点では、

今回、閣議決定されている28年度からさらなる増額という状況ではありませんので、今ある

状況の中で審議いただいたということでございます。その審議の中においては、まず、当町

における国民健康保険の財政状況、一般会計からの繰り入れをもって収支のバランスを図っ
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ているということで、全町民が対象ではなく、全世帯のうちの1,688世帯が国民健康保険に

加入されて対象となっているということから、まず、状況はどうなのだというところを、こ

の運営状況について議論がなされたというところが１点ございました。 

  当町における繰り入れ等の要因という部分での状況分析、改善策なども議論されたところ

でございますけれども、もう一点は、うちの場合は、ちょっと乱暴な言い方になるかもしれ

ませんが、国の基準から１年おくれて基準に沿った形で、加入者の方々の急激な負担を避け

るような形で上げてきております。現時点でも、今回の改定では、２年連続の増額という結

果に至っておりますけれども、これは、平成30年度の都道府県化というもう決まったスケ

ジュールの中で、以前のままの料金の体系になっていくと、財政的負担、それから、その差

額の補塡等も大きな問題になってくるという点から、緩やかで、加入者の方々には連続とし

た負担になるけれども、仕方のないことだろうと思います。その１％以下という部分の算定

につきましては、限度額の最高の部分が、全体に占める割合として、高額な所得の方で、低

額所得の方々に影響を及ぼすということではないというところから可としたという結論をい

ただいたところでございます。 

  将来的には、平成30年に向けて、当町においても大きな負担をかけさせないため、今後も

審議会等を通じて議論をしていかなければならない。ただ、そこには、料金体系のことだけ

ではなく、それに付随する医療費の軽減化というところにも取り組んでいかなければならな

いということも答申に項目として書かれてございまして、担当課としては、そういった状況

も十分踏まえながら町民の理解を得てまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） そのほかに質疑はございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ６番、立野議員。まず、反対の討論をお願いします。 

○６番（立野広志君） 議案第42号洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正について、特に課

税限度額の改正について、同意できませんので、反対討論を申し上げます。 

  今回の国保税限度額引き上げは、先ほど説明もありましたが、地方税法施行令の一部改正

に伴う改正で、厚労省が昨年の３月４日、国保法施行令の一部改正政令を公布したことに基

づくものでありますが、賦課限度額を４万円引き上げて85万円に改定するというものです。

引き上げは、それによって２年連続行われるような格好に国のほうではなっておりまして、

つい最近では、これがもう３年連続になるという中身でもあるわけです。国のほうでは、限

度額の引き上げで、高額所得層により多く負担してもらい、中間所得層に配慮した保険料設

定が可能になると説明しているそうですけれども、町民の重税感は耐えがたい水準になって

きていると思うわけです。配慮というのであれば、本来は国の国庫負担率を大幅に引き上げ

て国民の負担を軽減することであり、限度額の引き上げで負担増を押しつけるということで
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はありません。特に、引き上げ後に限度額に達するのは、国の試算で言うと、単身世帯で４

方式の場合、給与収入で1,010万円、給与所得で790万円の世帯となっておりますが、町の先

ほどの説明でもありましたように、その場合でも限度額85万円は所得の１割を超える負担率

になっています。町の資料でも、影響が出始めるのは医療分を参考に分析すると、所得が

500万円を超える、給与収入でも726万円を超える人であります。所得の17％相当が限度額に

達する金額になるわけでありまして、厚労省が資料を出していますが、市町村の国保の保険

料負担率は9.9％なのだそうです。それに比べて、協会けんぽは7.6％、組合健保は5.3％、

共済組合は5.5％に比べて、非常に負担率が高い。そういう意味でも、町民の実感として

は、所得の1.7割以上を国保税で持っていかれると思っている人は多いのではないかと思い

ます。国保税になぜ課税限度額が設けられたかといえば、借金の返済のために資産を売却し

て、一時的に所得がふえて、国保税が青天井にはね上がるという事態を防ぐということが

あったのではないかとも思われます。所得が常にそれだけあって負担をしているという状況

ばかりではないということもあわせてお話ししておきたいと思います。 

  政府は、国保の限度額の引き上げを財政基盤強化の一環として、社会保障制度改革プログ

ラム法に規定しました。それで、協会けんぽの保険料上限額を参考にしていましたけれど

も、今、被用者保険とほぼ同様に、限度額超過世帯の割合が1.5％に近づくように、段階的

に引き上げる方針に転換したとされていますから、今回新たに発表された限度額の引き上げ

もそうですけれども、さらに、今後も引き上げが強行される、そういう状況になっていま

す。 

  先ほどの説明にありました本町で限度額に対する割合は医療分で63世帯で3.7％、後期支

援分で43世帯、2.5％、介護分で10世帯、1.3％とのことですが、もはや医療分で1.5％より

小さい割合になっており、政府の方針からいっても、本町で限度額を引き上げる理由は当た

らない、収入で1,000万円を超える高額所得者が多い大都市圏と、この小さな洞爺湖町では

異なるわけでありまして、国保税の課税限度額については、法定の範囲内で市町村が独自に

設定できるとなっています。町民の暮らし、医療を守る立場に立って負担の軽減を図るべき

であり、以上の理由において、限度額引き上げには同意できませんので、これを反対討論と

いたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これで、討論を終わります。 

  これから、議案第42号洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 

  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（佐々木良一君） 起立多数です。 
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  したがって、議案第42号洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正については、可決されま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第15、議案第43号平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第43号平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第７号）

でございます。 

  平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところでございま

す。 

  今回は、歳出のみの補正でございますが、予備費での調整により増減額はございません。 

  それでは、事項別明細書をお開きください。２ページでございます。 

  １款議会費、１項議会費、１目議会費で、31万6,000円の減額でございます。給与改定に

伴う増及び議員改選による在職期間調整に伴う減を合わせて議員期末手当を31万6,000円減

額するものでございます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、４目介護保険費で、100万1,000円の増額でございます。給

与改定等に伴う介護保険特別会計繰出金の増額を計上しております。 

  12款給与費、１項給与費、１目給与費は、予算の組みかえにより増減はございません。２

節給与では、職員給与改定増及び中途退職者が出たことに伴う減を合わせて800万円の減

額、３節職員手当では、職員給与改定増及び昇格に伴う増として管理職手当を300万円増、

勤勉手当を700万円増、４節共済費では、給与改定及び中途退職等から200万円の減としてお

ります。 

  13款は予備費でございます。68万5,000円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第43号平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算を採決します。 
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  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第43号平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算は、原案のとおり可

決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第16、議案第44号平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別

会計補正予算を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第44号平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）でございます。 

  平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろでございます。 

  今回は、歳入は予算組みかえ、歳出も予備費による予算額調整のため、補正額はゼロでご

ざいます。 

  それでは、事項別明細書の３ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  ８款繰入金、１項繰入金、２目職員給与費等繰入金で15万円の増、同額を５目その他一般

会計繰入金で減額するものでございます。 

  ４ページの歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で15万円の増額でございます。職員給与改

定に伴いまして、２節給与費で4,000円、３節職員手当で11万5,000円、４節共済費で３万

1,000円の増額を計上しております。 

  12款は予備費で、15万円を減額しております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第44号平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算を採決し

ます。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第44号平成27年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算は、原

案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第17、議案第45号平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計

補正予算を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第45号平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算

（第３号）でございます。 

  平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところで

ございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ10億5,525万2,000円とするものでございます。 

  それでは、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

  明細書の３ページでございます。 

  歳入でございます。 

  ２款国庫支出金、２項国庫補助金、２目地域支援事業交付金で、給与改定に伴い、４万

3,000円の増額でございます。 

  ３款道支出金、２項道補助金、１目地域支援事業交付金も、給与改定に伴い、２万1,000

円の増額でございます。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、２目地域支援事業交付金も、給与改定に伴

い、３万8,000円の増額でございます。 

  ６款繰入金、１項一般会計繰入金、２目地域支援事業繰入金で２万1,000円、４目その他

一般会計繰入金で98万円、ともに給与改定に伴う増額でございます。 

  ４ページ、歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で98万円の増額でございます。職員給与改

定等に伴いまして、２節給与費で22万3,000円、３節職員手当で58万5,000円、４節共済費で

17万2,000円の増額を計上しております。 
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  ３款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防事業費で13万9,000円の増額で

ございます。職員給与改定等に伴いまして、２節給与費で3,000円、３節職員手当で12万

6,000円、４節共済費で１万円の増額を計上しております。２項包括的支援事業費、１目包

括的支援事業費で２万4,000円の増額でございます。職員給与改定に伴いまして、２節給与

費で4,000円、４節共済費で２万円の増額を計上しております。 

  ６款予備費でございます。４万円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第45号平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算を採決しま

す。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第45号平成27年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算は、原案の

とおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第18、議案第46号平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別

会計補正予算を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第46号平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）でございます。 

  平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろでございます。 

  歳出のみの補正ですが、予備費での調整により増減額はございません。 

  事項別明細書の２ページをお開きください。 

  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目一般管理費でございます。59万4,000円の増額でござ

います。職員給与改定及び人事異動に伴いまして、２節給与費で27万2,000円、３節職員手

当で11万1,000円、４節共済費で21万1,000円の増額を計上しております。 

  ４款予備費で59万4,000円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第46号平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算を採決し

ます。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第46号平成27年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算は、原

案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第19、議案第47号平成27年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特

別会計補正予算を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案第47号平成27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２号）でございます。 

  平成27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２号）は、次に定めると

ころでございます。 

  今回は、歳入は予算組み替え、歳出も予備費による予算額調整のため、補正額はゼロでご

ざいます。 

  それでは、事項別明細書の３ページをお開きください。 

  歳入でございます。 



－38－ 

  ２款繰入金、１項一般会計繰入金、２目職員給与費等繰入金で４万4,000円の増、同額を

３目その他一般会計繰入金で減額するものでございます。 

  ４ページの歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で４万4,000円の増額でございます。職員

給与改定に伴いまして、２節給与費で2,000円、３節職員手当で３万2,000円、４節共済費で

１万円の増額を計上しております。 

  12款予備費で４万4,000円を減額しております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第47号平成27年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算を採決

します。 

  お諮りします。 

  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（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第47号平成27年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算は、

原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  あすから３月の定例日の前日までは休会となっていますので、ご承知願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ４時０９分） 
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