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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

平成２８年３月１０日（木曜日） 午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 議案第６２号 平成２７年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号）につい

て 

日程第 ３ 議案第６３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

４号）について 

日程第 ４ 議案第６４号 平成２７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４号）について 

日程第 ５ 議案第６５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４ 

号）について 

日程第 ６ 議案第６６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回）について 

日程第 ７ 議案第６７号 平成２７年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて 

日程第 ８ 議案第６８号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算について 

議案第６９号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算につい 

て 

議案第７０号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算につ 

いて 

議案第７１号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算について 

議案第７２号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算につい 

て 

議案第７３号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計について 

議案第７４号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算について 

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

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第８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 

  ３番   五 十 嵐  篤  雄  君    ４番   髙  臣  陽  太  君 
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  ５番   千  葉     薫  君    ６番   立  野  広  志  君 

  ７番   小  松     晃  君    ８番   沼  田  松  夫  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 

 １３番   下  道  英  明  君   １４番   佐 々 木  良  一  君 

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

欠席議員（０名） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 

 

副 町 長 

 

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 

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 
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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） おはようございます。 

  現在の出席議員は14名全員であります。 

  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（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、９番、板垣議員、10番、七戸議員

を指名いたします。 

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

    ◎議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、議案第62号平成27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。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の49ページでございます。 

  議案第62号平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８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８号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条は歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算から、それぞれ２億2,415万

4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を73億9,271万6,000円とするものでございます。 

  第２条は、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条は、地方債の補正でございます。地方債の追加及び変更は、第３表、地方債補正に

よるものでございます。 

  それでは、議案書の53ページをごらんいただきたいと思います。 

  第２表の繰越明許費でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費で、事業名が情報セキュリティー強化対策事業でございま

す。金額については1,271万5,000円でございます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費で、事業名が年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業でご

ざいます。金額は5,841万5,000円でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費で、事業名は伏見橋道営農道事業でございます。金額につ

いては2,372万8,000円でございます。 

  ８款土木費、６項住宅建築費で、民間大規模建築物補強設計補助事業でございます。金額
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は1,164万2,000円でございます。 

  第３表は地方債補正の追加及び変更でございますが、事項別明細書の中でご説明をさせて

いただきます。 

  それでは、事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

  事項別明細書の３ページでございます。 

  歳入でございます。 

  １款町税、５項１目入湯税でございます。1,600万円を増額しております。宿泊客の増に

より増額をしております。 

  10款地方交付税、１項１目地方交付税でございます。調整額分戻りによる追加交付分とし

て472万4,000円を増額しております。 

  12款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金でございます。老人福祉施設入所

者費用徴収金を入所者増から111万5,000円を増額しております。 

  それから、14款国庫支出金でございます。１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でござ

います。1,878万6,000円を増額しております。 

  １節の心身障害者福祉費負担金では、障害者自立支援給付費と障害者自立支援医療費の増

に伴う増額、２節の児童福祉費負担金は、利用者等の増に伴う増額、４節の国民健康保険基

盤安定負担金では、保険者支援分交付決定により増額、６節の保育所費負担金では、利用者

負担軽減システム改修に対する負担金として増額をしているものでございます。 

  ４ページでございます。 

  ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金でございます。1,195万2,000円を増額しておりま

す。社会保障税番号制度システム整備費補助金、個人番号カード事務費補助金は追加交付決

定により、また、情報セキュリティー強化対策費補助金は、国の補正によるシステム導入に

対する補助として計上をしております。 

  ２目民生費国庫補助金でございます。6,377万5,000円を増額しております。 

  ２節の心身障害者福祉費補助金では、地域活動支援センター委託料の減から減額をしてお

ります。３節の臨時福祉給付費補助金では、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業にか

かわる費用を追加しております。５節の保育所補助金では、補助制度の変更に伴い、保育緊

急確保事業補助金を減額し、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業に対する子ども・

子育て支援交付金、研修費補助として子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金を追

加しているところでございます。６節の児童福祉費補助金では、放課後児童クラブ運営補助

を補助制度の変更により追加するものでございます。 

  ５目土木費国庫補助金でございます。488万9,000円を減額しております。１節の道路橋梁

補助金では、除雪経費への減額を見込んでございます。３節の住宅費補助金では、公営住宅

家賃減免に対する補助の確定から増額を計上しております。４節の建築指導費補助金は、民

間大規模建築物補強設計事業の減少に伴う減額を計上しております。 

  ６目教育費国庫補助金でございます。1,206万4,000円を減額しております。３節中学校費
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補助金は、虻田中学校校舎体育館耐震化工事等の減に伴う減でございます。５節社会教育費

補助金は高砂貝塚遺跡整備事業費の減により減額をしております。 

  ５ページでございます。 

  15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金でございます。1,393万7,000円を増額

しております。２節の心身障害者福祉費負担金では、自立支援給付費と自立支援医療費の増

に伴う増額、３節の児童福祉費負担金は、利用者等の増に伴う増額、５節の国民健康保険基

盤安定負担金では、軽減分交付決定により増額、７節の後期高齢者医療保険基盤安定負担金

も軽減分交付決定により増額をしているものでございます。 

  ２項道補助金、１目民生費道補助金でございます。375万7,000円を減額しております。１

節の社会福祉費補助金は、補助制度の変更に伴い、放課後児童健全育成事業補助金を減額、

３節の心身障害者福祉費補助金では、地域活動支援センター委託料の減から減額、４節の医

療助成費補助金では、重度心身障害者医療費の扶助費の減から減額、５節の保育所費補助金

では、補助制度の変更により子育て支援対策事業費補助金及び保育緊急確保事業補助金を減

額し、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業に対する子ども・子育て支援交付金を増

額しております。６節の児童福祉費補助金は、放課後児童クラブ運営補助を補助制度の変更

により追加するものでございます。 

  ４目土木費道補助金でございます。937万円を減額しております。民間大規模建築物補強

設計事業費の減少に伴う減額を計上しております。 

  ５目教育費道補助金でございます。450万円の減額でございます。高砂貝塚保存整備事業

費の減により減額をしております。 

  ６ページでございます。 

  ３項委託金、１目総務費道委託金でございます。112万9,000円を減額しております。２節

統計調査費委託金及び３節北海道知事北海道議会議員選挙費委託金については、費用執行残

を計上しております。 

  17款、１項寄附金、１目一般給付金でございます。596万円を増額しております。 

  ２目観光費寄附金でございます。2,120万円を増額しております。アイアンマン・ジャパ

ン北海道大会に対する指定寄附でございます。 

  18款、１項１目繰入金でございます。2,660万円を減額しております。財政調整基金繰り

入れを1,000万円減額、公共施設等整備基金繰り入れを1,660万円減額しております。 

  20款諸収入、５項３目雑入でございます。569万4,000円を減額しております。１節の雑入

では充電インフラ普及プロジェクト権利金、電気自動車充電施設維持費の減から減額、４節

の高額療養費付加金は重度心身障害者医療費の減に伴い減額をしております。 

  ７ページでございます。 

  21款、１項町債、２目農林水産業債でございます。伏見橋にかかわる道営事業負担金の増

に伴い、240万円を増額するものでございます。 

  ４目消防債でございます。３億860万円を減額しております。１節防災漁船無線デジタル
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化整備事業債については、決算見込みよる減額、２節消防施設等整備事業債については、通

信指令台整備及び消防無線デジタル化整備が決算見込みにより、それから、消防洞爺出張所

庁舎整備が地域づくり交付金の交付決定等から減額をしているものでございます。 

  ５目教育債でございます。1,430万円を減額しております。１節学校教育施設等整備事業

債は、虻田中学校校舎体育館耐震化工事及びグラウンドフェンス設置工事費等の減に伴い減

額、２節文化財等保存整備事業債は、高砂貝塚保存整備について事業費の減に伴い減額をし

ております。 

  ９目総務債でございます。690万円を増額しております。国の補正予算に伴う情報セキュ

リティー対策事業を追加しているものでございます。 

  ８ページでございます。 

  歳出になります。 

  ２款総務費、１項総務管理費、３目公有財産管理費でございます。3,416万円を増額して

おります。各事業費の減額補正等により発生した余剰金を財政調整基金へ、寄附金収入の予

算未計上分をみんなの基金へ増額しております。 

  ５目電子計算管理費でございます。1,697万2,000円を増額しております。個人番号カード

交付事務にかかわる事務経費として、３節職員手当及び19節負担金補助及び交付金を増額し

ております。13節委託料は、北電電柱交換に伴う光ケーブルの移設費用、情報セキュリティ

ー強化対策システム導入委託料を増額、このシステム導入委託事業は、繰越明許事業となり

ます。14節使用料及び賃借料は、公営住宅システム使用許諾料の決算見込みによる減を計上

しております。 

  ６目諸費でございます。500万円を増額しております。報償費でふるさと納税による寄附

金の増に伴う謝礼経費を増額しております。 

  ８目企画費でございます。182万2,000円を減額しております。光熱水費は、電気自動車充

電設備電気料を決算見込みから減額、また、生活路線維持事業補助金を確定により増額して

おります。 

  ３項１目戸籍住民基本台帳費でございます。70万7,000円の増額でございます。個人番号

カード交付にかかわる職員手当の増額でございます。 

  ９ページでございます。 

  ４項選挙費、２目北海道知事北海道議会議員選挙費でございます。61万7,000円を減額し

ております。各節とも執行残についての減額でございます。 

  ５項１目統計調査費でございます。51万2,000円の減額でございますが、国勢調査業務の

執行残を減額するものでございます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目老人福祉費でございます。1,025万円を増額しており

ます。施設入所者増に伴う扶助費の増額を計上しております。 

  ３目心身障害者特別対策費でございます。2,203万8,000円を増額しております。13節委託

料は、地域活動支援センター利用者の減から減額、20節扶助費は、居宅介護等利用件数の増
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による自立支援給付費扶助の増、対象入院者の増から自立支援更生医療費扶助を増額してい

るものでございます。 

  ４目介護保険費でございます。34万9,000円を減額しております。介護保険特別会計にお

ける介護予防支援事業等の執行残に伴い、繰出金を減額しております。 

  ５目社会福祉施設費でございます。35万7,000円を増額しております。香川コミュニティ

センター消防設備の修繕料でございます。 

  ６目後期高齢者医療費でございます。641万7,000円の減額でございます。北海道後期高齢

者医療広域連合への負担金の確定による減額でございます。 

  10ページでございます。 

  ７目臨時福祉給付金給付費でございます。5,841万5,000円を増額しております。所得の少

ない高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金について、国の補正予算を受けて計上す

るもので、３節職員手当から14節使用料及び賃借料の事務経費及び扶助費の全額は繰越明許

事業となります。 

  ２目重度心身障害者医療助成費で、対象医療費の減から扶助費を800万円減額しておりま

す。 

  ４目乳幼児医療助成費で220万円を増額しております。対象医療費の増から手数料及び扶

助費を増額しております。 

  11ページでございます。 

  ４項児童福祉費、２目児童特別対策費でございます。25万円を減額しております。決算見

込みから、児童デイサービス施設等運営費負担金の減、利用者の増等に伴い、障害児給付費

扶助費を増額しております。 

  ５項保育所費、１目保育所管理費でございます。92万9,000を増額しております。利用者

負担軽減にかかわるシステム改修委託料の増額でございます。 

  ２目常設保育所費でございます。312万2,000円を減額しております。子ども支援センター

賃金の減、広域入所に関して委託料から負担金に振りかえ、決算見込みによる減額をするも

のでございます。 

  ４款衛生費、２項、１目環境衛生費でございます。52万5,000円を減額しております。伊

達市し尿処理事務委託負担金の確定により減額をしております。 

  ４項清掃費、１目清掃管理費でございます。30万円を減額しております。ＰＣＢ廃棄物収

集運搬処理業務委託料にかかわる入札執行残の減額でございます。 

  12ページでございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費でございます。35万円を減額しており

ます。農業委員の１名欠員による減額でございます。 

  ３目農業振興費でございます。235万3,000円を増額しております。伏見橋整備にかかわる

道営事業負担金の事業費確定による増額でございます。 

  ７款、１項商工費、１目商工振興費でございます。341万円を減額しております。地域お
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こし協力隊員が予定より１名減となり、４節共済費から19節負担金補助及び交付金までの関

連経費を減額しております。 

  ２項観光費、１目観光振興費でございます。2,212万円を増額しております。外国語版ガ

イドブックの不足に伴う印刷、製本費の増及び観光寄附金収入をもってやっているアイアン

マン・ジャパン北海道大会補助金の増額でございます。また、洞爺湖町地域地熱資源活用事

業補助金は、事業を28年度へ繰り延べることによる減額でございます。 

  ２目観光施設管理費でございます。314万7,000円を減額しております。工事請負費の減

は、当初予算計上した文化センタートイレ工事を平成28年度へ繰り延べすることから減額を

するものでございます。また、文化センターステージ昇降リフト等の備品購入費を計上して

おります。 

  13ページでございます。 

  ８款土木費、１項土木管理費、２目車両管理費でございます。45万円を減額しておりま

す。車検費用等にかかわる手数料及び保険料の執行残を減額するものでございます。 

  ２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費でございます。71万円を減額しております。決算見

込みから賃金を減額するものでございます。 

  ５項都市計画費、１目都市計画管理費でございます。公共下水道事業特別会計繰出金500

万円を減額するものでございます。 

  ６項住宅建築費、１目建築指導管理費でございます。1,874万1,000円を減額しておりま

す。民間大規模建築物耐震補強設計事業について、国の補助延長に伴い実施予定が４事業所

から１事業所に変更になったことから補助金を減額するものでございます。この補助金につ

いても繰越明許費事業となります。 

  14ページでございます。 

  ９款消防費、１項１目消防費でございます。１億127万3,000円を減額しております。西胆

振消防組合の平成26年度負担金の精算による減、消防指令台整備の執行残の減及び消防無線

デジタル化執行残の額を減として計上しております。また、消防洞爺出張所建設にかかわる

地域づくり総合交付金の交付決定があったため、負担金から減額をしております。 

  ２目災害対策費でございます。２億3,015万円を減額しております。防災行政無線デジタ

ル化整備事業について、施工管理委託料及び工事請負費の執行残分を減額しております。 

  10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費でございます。580万円を増額しておりま

す。指定寄附金収入分を育英資金の基金へ積み立てするものでございます。 

  ３目諸費でございます。170万円を減額しておおります。特別支援学級看護業務につい

て、教員による対応が可能となったことから、賃金を減額するものでございます。 

  ４目教員住宅管理費でございます。675万円を増額しております。洞爺湖温泉中学校校

長、教頭住宅の取得年賦金を繰り上げ償還するものでございます。 

  ３項中学校費、１目中学校管理費でございます。1,428万6,000円を減額しております。虻

田中学校校舎体育館耐震化工事などの各種工事請負費の執行残を減額しております。 
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  15ページでございます。 

  ４項高等学校費、１目高校管理費で231万円を減額、２目教育振興費で50万円を減額、３

目学校寄宿舎費で292万円の減額、いずれの目も、洞爺高校が閉校になることから管理経費

及び事務経費について、規模縮小等による各節の執行残見込み額を減額するものでございま

す。 

  ５項社会教育費、３目社会教育施設費は財源補正でございます。 

  ５目文化財費でございます。1,470万円を減額しております。高砂貝塚保存整備事業につ

いて、実施設計業務委託料工事請負費の入札執行残を減額するものでございます。 

  16ページでございます。 

  11款１項公債費、１目元金は財源補正でございます。12款１項１目給与費も財源補正でご

ざいます。 

  13款予備費につきましては、935万6,000円の増額をしております。 

  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。 

  ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 12ページの商工費で、地域おこし協力隊の減額のものがあります。 

  今後の見通しとして、この間も面接があったとかないという話も聞きますけれども、どう

いうふうにしていこうとしているのか、人数的にどうなのか、よくなかったら来年も減額と

いうか、今までの２名体制でいこうとしているのか、その辺の考え方だけを教えていただき

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、この減額につきまして説明したいと思います。 

  これは、当初、平成26年度採用の１名と27年度に２名を採用したいという当初の計画で、

３名で予算措置をしたものでございます。その間、当初募集の中で１名を採用しておりま

す。あと１名については、引き続き募集をしておりましたが、結局、対象者がおらなくて２

名で終わったと、27年度についてはそういう状況でございました。28年度については、３名

を当初採用したいという計画で今回の予算に乗せております。 

  ただ、今、議員がおっしゃいましたように、募集が終わっておりまして、面接もたしか終

わっております。５名の募集があり、そのうち３名の面接が終わっております。その中で、

今、採用する職員が決定をしたということで、当初は３名おりました、今後は４名の協力隊

員を採用したいということで面接を終えております。 

  ですから、当初、平成28年度は３名ということで計画していたのですが、実際に、面接を

した中で、優秀な方もおったということから、今後、合計４名で協力隊を運営していきたい

ということで考えております。 
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  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員、よろしいですか。 

○９番（板垣正人君） はい。 

○議長（佐々木良一君） それでは、７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 14ページの消防費災害対策費で３億8,500万円の予算を２億3,000万円

も減額するということは、60％も減額することになります。３億8,500万円を見込んでいた

けれども、１億5,500万円で終わったというのか、余りにも減額の額が大き過ぎますので、

その辺の詳しい事情をお知らせください。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） ９款消防費、１項消防費、２目災害対策費の部分でございま

す。15節工事請負費、２億2,460万円の減額が出ているところであります。 

  この工事ですけれども、洞爺湖町防災行政無線（同報系）デジタル化整備工事のものであ

りまして、この部分では３億6,500万円の予算を計上していたところでございます。 

  この事業の入札を５月28日に行わせていただきました。指名業者４者の中で、落札額が１

億4,040万円という形で、落札率としては38.47％なのですけれども、この金額によっての補

正ということになっています。 

  この工事につきましては、皆さんご存じかと思いますけれども、予定価格につきまして

は、防災無線の設備として必要な機材の定価を計上している中での予算の計上でありまし

て、落札の部分では大手４者での落札の中で、近隣の同じような工事をしているような状況

の中では、落札額が多くなって率が高いという情報を得ながら、うちのほうは執行させてい

ただきました。その結果、１億4,040万円ということで、今回２億2,460万円の減額というこ

とになっております。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 予定価格の38％で落札したということは通常考えられないのですけれ

ども、ということは、当初予算が膨らみ過ぎたのか、それとも、まさか赤字覚悟で削減して

まで札を入れるということは考えられません。その辺はすとんと行かないところがあります

ので、もう一度お願いします。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 予定価格の起算の部分につきましては、ほとんどが機材の購

入ということでありまして、機材の定価ということでの予算計上の見積もりをしているとこ

ろであります。 

  そうした中で、落札する業者が、その定価をどこまで落とすかということにもなったかと

思うのですけれども、今回は、大手の富士通ゼネラルが取得しているものですけれども、や

はり富士通の製品を使うことによって購入も安くなったのではないかということでの落札を

考えています。 

  また、近隣の状況でありますけれども、西胆振消防組合救急デジタルの無線については、
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上のほうにもありますけれども、こちらのほうでも落札率が40％ということで、やはり機材

の購入という中では、落札、入札の金額が大きく落ちる状況ではあったのかなと考えている

ところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 確かに、38％とか40％という通常考えられない価格で入札、落札し

て、安くできたことはいいと思うのですけれども、それが、予定価格に比べて余りにも安い

ものだから、粗悪品ということを心配しなくていいのですか。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木企画防災課長。 

○企画防災課長（鈴木清隆君） 全国の傾向にもあるのですけれども、一つには、ことしの５

月30日までに消防のデジタル化を行っているところであります。 

  それと同時に、災害があって、いろいろな市町村のほうで防災行政無線の設置をしている

中で、１台出しと言うと失礼ですけれども、一つ一つの単価で持っていく部分ではなく、全

体的にいろいろな市町村でこの防災行政無線を設置している中で、生産も大量に出ていると

ころで単価が落ちているのではないかなと考えているところであります。 

  製品の性質上に関しましては、今、設置をしているところですけれども、決して安いから

悪いというものではなく、しっかりとしたものを整備させていただいているところでござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はございませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ２点についてお伺いします。 

  一つは、この時期にどうして補正が出てくるのかということもあってお聞きしたいのです

が、９ページの選挙の関係です。先ほど、道議会議員選挙の執行残といいますか、確定によ

るその補正という話があったのですが、もう１年ほど前の話ですので、この時期にこれが出

てきたのは何か理由があったのかということです。 

  もう一つは、同じように11ページの清掃費です。これについても、先ほどの説明を聞きま

したら、委託料の30万円の減額については、ＰＣＢ廃棄物の関係で委託料が減額されている

ということですが、ＰＣＢ廃棄物の搬送については、いつ実施されたものなのかということ

を含めて説明をいただきたいと思います。これが１点目です。 

  そして、２点目は、事項別明細書の10ページになります。10ページの下のほうに、医療助

成費ということで、乳幼児医療費助成費が220万円の補正となっております。昨年の８月か

ら乳幼児医療費の中学卒業までの助成が拡大されました。その関係でふえているのかと思い

ますが、今年度の見通しとして、当初予定から比べてもどのくらいの実績になっているの

か、その辺の状況について説明いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 毛利総務課長。 

○総務課長（毛利敏夫君） 北海道知事、北海道議会議員選挙の関係でございます。 

  今回、61万7,000円を減額しておりますけれども、これにつきましては、３月に道のほう
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から委託金の確定の通知がございまして、それに伴っての減額ということになっておりま

す。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） ご質問がございました４項清掃費、１目清掃管理費の委託料の減

でございます。 

  これにつきましては、確かに議員がおっしゃいますように、処理の開始自体は早い段階か

らしているのですけれども、実際に処理が終了して生産が終わったのが１月14日ということ

で、実際に最終の処分が終わるまでの変更要素があるのかどうかを見きわめた中での減額補

正ということで、今回まで補正を延ばさせていただいた状況となってございます。 

  以上でございます。 

○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） 乳幼児医療の拡大分でございます。 

  今、資料といたしましては、８月診療分から12月診療分ということでございますけれど

も、医療費の額は、対前年と比較して約600万円ほど伸びている状況です。それから、受診

件数につきましては、2,080件ほど伸びているということで、今後、インフレ等の若干の増

加も見込まれるのかなということで、当初の予定よりも伸びてきている実態がございまし

て、今回、増額補正ということで提案させていただいているところでございます。 

  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） おおむねわかったのですが、清掃費をもう一回聞きます。 

  ＰＣＢ廃棄物の運搬ですが、以前から町の施設に保管をしてあった古い蛍光灯や器具のこ

とを言っているのですか。それとも、何か新たに搬送しなければならないものが出て、この

１月までにそれが行われたということなのでしょうか。 

  私は、その辺の中身を伺ったことがなかったものですから、以前はＰＣＢの問題があった

ときは取り外しをして、たしか、旧火山科学館の地下かどこかに100個以上を保管していた

という話を伺いましたけれども、その後に処理をどうしたかという報告をいただいていませ

んでした。 

  例えば、今回の運搬については、どういうものについて搬送されたのか、その辺の説明を

もう一度いただけませんか。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今、ご指摘いただきましたＰＣＢの処分の関係でございます。 

  これにつきましては、平成27年度から処分の事業を開始してございまして、今後５年間の

計画を持った中で処理をしていくという状況になってございます。 

  平成27年度につきましては、蛍光灯の安定器とかトランス類を処理した状況となっており

まして、今の時点で登録されている重量としては1470.55キログラムが保管してある全体の

ＰＣＢ廃棄物となっており、このうち、27年度に処理したのは552.8キログラムです。一
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応、来年度も引き続き蛍光灯の安定器の処理が進んでいくという状況になっております。 

  それ以後につきましても、虻田中学校で起きました安定器の破裂等に伴う処理をしたウエ

ス、スリッパ、衣類等の処分につきましては平成30年ということで、そういった計画を持っ

た年次計画で進んでいる中で平成27年度に処理をさせていただいた状況となってございま

す。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 何回も済みません。私は、今の取り組みについて初めて伺ったような

気がするのです。 

  中学校で起きた破裂事故で使用されたウエスなどについては、一部焼却施設に持っていっ

たために、その後、測定等をしなければならないという話が出て、私は、あれで処分されて

しまったのかと思っていたのですが、幾らかは保管されていたのですね。 

  そうすると、今、平成27年に、全体は約1,470キログラムあって、そのうち552.8キログラ

ムが27年に処理されたということですから、処理が終わるまでに正味３年ぐらいかかるとい

う話なのですか。 

  これらのものは、新たにそういうＰＣＢを使用した器具が出て、それを取り外してふやし

たのか、それとも、これまで町が保管していたものを処理するということなのか、その辺が

どこから出てきたものなのかもちょっとよくわからないので、私はこれで３回目なのでこれ

以上は聞けませんけれども、もしその辺の詳細がわかるようでしたら、わかっているはずな

のですけれども、一回、プリントなどにして出していただけませんか。これは全体としてど

ういう計画でやっていたものなのか、どこにあったものなのか、その辺も含めて説明をいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 今ご質問がございましたＰＣＢの処分について、どこにあったの

かということにつきましては、全国でＰＣＢ廃棄物処理の事故等があった中で、全庁を挙げ

てそういう施設が残っているものがないかということで町内の施設を調査した中で挙がって

きたものでございます。その調査段階におきまして、町の保管場所を設けた中で、今、そこ

に保管しているＰＣＢ廃棄物をまず先に登録しなければいけないということで、その登録が

終わった中で年次計画をもって処理している状況となっております。 

  今は、今後の処理の中身がわからないということで、資料を提供してほしいということで

ございますので、今後につきましては、処理についての詳細を記載した資料等の提供につい

て検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 事項別明細書の14ページの教育費の教員住宅管理費について、ま

ず、聞き間違いだといけないので、どこの教員住宅か教えてください。 
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○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） 温泉中学校が閉校になることに伴い、校長、教頭住宅１棟、２戸

ございますが、そこの部分でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 閉校ということで、温泉中学校だということがわかりました。 

  その建物を償却するということで、どのくらいの年数がたったものかがわかれば教えてい

ただきたいと思います。また、体育館の活用とか校舎の活用などが一般質問でも出ていまし

たけれども、体育館は残す、校舎は解体するというところまでは伺っておりましたけれど

も、この教員住宅についての今後の活用方法などは、もう決めてあるのかどうか、伺いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 天野管理課長。 

○管理課長（天野英樹君） この教員住宅につきましては、公立学校共済組合のお金を借りて

平成19年に建設しているものでございます。 

  今後、この利活用につきましては、庁内で協議をいたしまして、定住、移住に使うという

ことで内部でも決定して、４月以降、そのようなことで活用していただくという方針が決定

してございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほかにございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 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62号平成27年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算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62号平成27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（佐々木良一君） 日程第３、議案第63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。 
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  森副町長。 

  議案書の55ページでございます。 

  議案第63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４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４号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算からそれぞれ8,946万9,000

円を減額し、歳入歳出予算の総額を16億7,833万2,000円とするものでございます。 

  それでは、事項別明細書でご説明を申し上げます。 

  事項別明細書の３ページでございます。 

  ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金でございます。1,069万2,000

円を減額しております。保険給付費等の減に伴い減額をしております。 

  ２目高額医療費共同事業費負担金でございます。32万5,000円を減額しております。標準

高額医療費共同拠出金の減に伴い減額をしております。 

  ２項国庫補助金、１目普通調整交付金でございます。418万円を減額しております。保険

給付費等の減に伴い減額をしております。 

  ３款１項１目療養給付費交付金でございます。3,200万円を減額しております。退職被保

険者保険給付費の減に伴い、現年度分を減額しているものでございます。 

  ４款１項１目前期高齢者交付金でございます。3,135万4,000円を減額しております。交付

金の確定から減額をしております。 

  ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金でございます。32万5,000

円を減額しております。標準高額医療費共同拠出金の減による決算見込みから減額をしてお

ります。 

  ４ページでございます。 

  ２項道補助金、１目財政調整交付金でございます。321万2,000円を減額しております。保

険給付費等の減に伴う減額でございます。 

  ６款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金でございます。

414万4,000円を減額しております。交付金の確定から減額をしております。 

  ２目保険財政共同安定化事業交付金でございます。323万7,000円を減額しております。交

付金の確定から減額しております。 

  ８款、１項繰入金、１目保険基盤安定繰入金でございます。1,844万3,000円を増額してお

ります。軽減分、支援分ともに確定により増額しております。 

  ５目その他一般会計繰入金でございます。1,844万3,000円を減額しております。決算見込

みから減額しております。 

  ５ページでございます。 

  歳出でございます。 
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  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付金でございます。3,000万円

を減額しております。診療報酬支払い金の決算見込みによる減額でございます。 

  ２目退職被保険者等療養給付費でございます。2,400万円を減額しております。診療報酬

支払い金の決算見込みによる減額でございます。 

  ３目一般被保険者療養費でございます。50万円を減額しております。療養費の決算見込み

による減額でございます。 

  ４目退職被保険者等療養費は、財源補正でございます。 

  ５目審査支払い手数料でございます。20万円を減額しております。決算見込みによる手数

料の減でございます。 

  ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費でございます。1,000万円を減額しており

ます。決算見込みによる減額でございます。 

  ２目退職被保険者等高額療養費でございます。600万円を減額しております。決算見込み

による減額でございます。 

  ３目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保険者等高額介護合算療養費は財源

補正でございます。 

  ６ページでございます。 

  ３款、１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金でございます。1,062万7,000円を

減額しております。支援金の確定から減額しております。 

  ５款、１項老人保険拠出金、１目老人保険医療費拠出金でございます。確定により10万円

の減額でございます。 

  ６款１項１目介護給付金でございます。688万5,000円を減額しております。納付金の確定

により減額をしております。 

  ７ページでございます。 

  ７款、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金でございます。130万円を減

額しております。拠出金の確定により減額をしております。 

  ２目保険財政共同安定化事業拠出金でございます。407万8,000円を減額しております。拠

出金の確定により減額をしております。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金でございます。1,503万円を増額

しております。過年度の療養給付費等負担金等の精算による償還金を増額しております。 

  12款予備費については、1,080万9,000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。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回のこの国保会計補正ですが、軒並み減額なのですよね。 

  その減額の要因というのは、この保険給付費が7,070万円減額したと。要は病院に負担す
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る、いわゆるその分の負担が当初の予定よりも少なくなったということなのでしょうけれど

も、それによって国や道の支出金の関係も減る。もろもろ減額されていって、最終的には、

今お話がありましたように、歳入歳出とも8,946万9,000円の減額になったということです。

これについてどんなふうに見ているのか、決算はまだ最終になってはおりませんけれども、

おおむね平成27年度の医療給付についての金額になってくると思います。 

  なぜこのようなことを言うのかというと、見込みを立てるときには、当然、どのくらいの

医療給付が必要かということに基づいて立てて、そのもとで最終的には保険料も決めていく

ということですね。過大に見積もり過ぎると保険料も高くなるし、その分の負担もふえてい

くということになるので、それはできるだけ実勢に近い形におさめるということなのですけ

れども、はやりの病気が出てきたりすると、当然それがぐっとふえると。あるいは、重症患

者がふえれば医療給付もふえると、当然そういうことになるのですけれども、それにしても、

7,000万円からの医療給付の削減、減額、このことというのは前年度と比べても、とりわけ

平成27年度というのは、医療費全体としては余りかからなかったというふうに見ていいのか、

あるいは特別に何か理由があるのか、その辺の分析などを知っているのでしょうか。 

○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） 今年度の状況でございますけれども、対平成26年と比較しまし

て、実際に対象者の人数自体の減少があるところと、高額医療にかかっていらっしゃった方

が減ったために数百万以上の影響額が出ているというところが一つの要因になっているのか

なと思っています。 

  今後については、最終的な詳細の分析は現時点で行っておりませんけれども、基本的に前

年度の数字的な内容等を含めて当初予算を維持しながら、欠陥が起こらないような形で済ま

してきておりましたけれども、年末からのそういう減少傾向にあったということで３月では

8,000万円を超える減額補正に至ったところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） よく捉えればということですけれども、例えば、医療費の減額になる

ということは決して悪いことではないと思います。非常にいいことだと思います。 

  それが、なぜそういう状況になってきているのかという原因をよく考えてほしいと思いま

す。例えば、町が健康診断の受診率を上げてできるだけ重症化しないように一生懸命取り組

んできた、その数年の取り組みがようやく平成27年度に少しは見えてきたという話なら、そ

れは結構だなと思うのですけれども、そういう取り組みの評価なのか、あるいは、たまたま

27年度の場合は重症患者が少なかっただけの話で、実際に病気をお持ちの方で、そうなり得

る可能性のある方は、まだたくさんいるというようなことの中で見ているのか、何かこう、

その辺のきちんとした分析をしないと、新年度の予算の関係もあるので、まず、平成27年度

の決算について、どういうふうに評価されているかということを改めて伺いたいのです。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤総務部長。 

○総務部長（遠藤秀男君） 私のほうからご説明させていただきます。 
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  この当初予算につきましては、国保の場合、給付費を出す段階では前年度の決算見込みを

基本にしてございます。前年度といいますと、予算時期が大体11月ぐらいから入りますので、

10月までの決算状況と11月から３月までの見込みをもとにして出しております。その決算見

込みを基本的には翌年度の当初予算に持っていこうという考えできております。 

  今、澤登次長からもご説明がありましたけれども、被保険者自体が減ってきているという

ことと、私も詳しくは見ていないのですが、高額療養費が減っています。高額療養費が減る

ということは、入院状況がかなりよくなってきているのかなと。この部分からの減額という

ふうには理解してございます。 

  ただ、額的には、給付費自体、一般給付でいくと９億円くらいです。そのうちの3,000万

円ということですので、この辺については大きな要因というのはなかなか難しいのかなと考

えてございますので、そういうふうにご理解いただければなと思います。 

  また、先ほど、税の話も出てきました。昨年度、当町は国保税率を改定させていただきま

したが、本来であれば、議員がおっしゃるように、給付見込みをもとに税率を最終的に算定

していくのですが、残念ながらといいますか、私どもの判定の仕方はちょっと変わっており

まして、給付見込み自体を税率に反映させている状況になってございません。 

  ですので、今の国等の補助や町が今置かれている状況を含めて、ほかの市町村との均衡も

含めて、今、そういう形で進めてきてございますので、ここで落ちたから、上がったから、

すぐにこれが毎年税率に反映されるというものではないということもご理解いただければと

思っております。 

  それから、特定健診でございますけれども、やはり伸びてきております。今年度も、36％

くらい―済みません、正確な数字までは把握していないのですが、毎年伸びてきてはおり

ますが、それがすぐにこの給付費の状況に出ているのかどうかについては、もう少し分析さ

せていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） そのほかにありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 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63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。 



－212－ 

  したがって、議案第63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につい

ては、原案のとおり可決されました。 

  ここで、休憩に入りたいと思います。 

  再開を11時15分とします。 

（午前１１時０５分） 

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

〇議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に引き続き、会議を続けます。 

（午前１１時１６分） 

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

    ◎議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（佐々木良一君） これから、議案第64号平成27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。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の58ページでございます。 

  平成27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４号）でございます。 

  平成27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４号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算からそれぞれ4,494万1,000

円を減額し、歳入歳出予算の総額を７億7,504万5,000円とするものでございます。 

  第２条は、地方債の補正でございます。地方債の補正は、第２表地方債補正によるもので

ございます。変更内容については、事項別明細書の中でご説明をいたします。 

  それでは、事項別明細書の３ページをお開きください。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料でございます。200万円を減額し

ております。業務用一般下水使用料を決算見込みから減額するものでございます。 

  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でございます。1,556万

円を減額しております。補助建設事業費の減に伴う減額でございます。 

  ２目浄化槽設置整備事業費国庫補助金でございます。38万1,000円を減額しております。

前年度補助額との相殺による減額でございます。 

  ５款１項１目繰入金でございます。500万円を減額しております。管理経費、公債費等の

減から一般会計繰入金を減額しております。 

  ８款１項町債、１目下水道債でございます。2,200万円を減額しております。建設事業費

の減に伴う減額でございます。 

  ４ページでございます。 

  歳出になります。 

  １款公共下水道費、１項下水道管理費、２目公共下水道施設維持管理費でございます。
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340万円を減額しております。脱水汚泥運搬処理委託料を決算見込みから減額しております。 

  ４目浄化槽設置整備事業費は、財源補正でございます。 

  ２項、１目下水道建設費でございます。4,017万円を減額しております。終末処理場設備

工事委託料、終末処理場改修工事請負費の執行残分の減及び下水道移設工事の変更に伴う減

額でございます。 

  ２款、１項公債費、１目元金は、財源補正でございます。 

  ２目利子でございます。113万円を減額しております。公債利子は借り入れ予定利率の減

から減額、一時借入金利子は実行残を減額するものでございます。 

  ３款予備費につきましては、24万1,000円の減額をいたしております。 

  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64号平成27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64号平成27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（佐々木良一君） 日程第５、議案65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） 議案書の62ページでございます。 

  議案第65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４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４号）は、次に定めるところに
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よるものでございます。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算からそれぞれ75万3,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を10億5,449万9,000円とするものでございます。 

  以下、事項別明細書でご説明を申し上げます。 

  事項別明細書の３ページでございます。 

  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ございます。27万円を減額

しております。対象事業費の減額によるものでございます。 

  ３款道支出金、２項道補助金、１目地域支援事業交付金でございます。13万4,000円を減

額しております。対象事業費の減額によるものでございます。 

  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ございます。34万9,000円

を減額しております。対象経費の減等からの減額でございます。 

  ４ページでございます。 

  歳出になります。 

  ２款保険給付費、１項１目介護サービス等諸費でございます。1,100万円を増額しており

ます。居宅介護サービス等給付費の決算見込みから増額をしております。 

  ２項、１目介護予防サービス等諸費でございます。700万円を減額しております。介護予

防サービス給付費の決算見込みから減額をしております。 

  ５項、１目特定入所者介護サービス等費でございます。400万円を減額しております。特

定入所者介護サービス等給付費の決算見込みから減額をしております。 

  ３款地域支援事業費、２項１目包括的支援事業費でございます。90万5,000円を減額して

おります。介護予防支援事業委託料及び家族介護用品支給について、利用減等から減額をし

ております。 

  ５ページでございますが、６款予備費については、15万2,000円を増額しております。 

  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65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についてを採

決します。 

  お諮りします。 
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  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65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（佐々木良一君） 日程第６、議案66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） 議案書の65ページでございます。 

  議案第66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）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３号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

  歳入歳出予算にそれぞれ205万9,000円を追加し、歳入歳出予算総額を１億6,216万3,000円

とするものでございます。 

  事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

  ３ページでございます。 

  歳入でございます。 

  １款１項１目後期高齢者医療保険料でございます。205万9,000円を増額しております。決

算見込みからの増額でございます。 

  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でございます。63万6,000円

を増額しております。決算見込みによる増額でございます。 

  ３目その他一般会計繰入金でございます。63万6,000円を減額しております。事務費繰入

金の決算見込みによる減額でございます。 

  ４ページでございます。 

  歳出となります。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。205万9,000円を増額しており

ます。保険料の増額分でございます。 

  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。 
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          〔「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66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66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（佐々木良一君） 日程第７、議案67号平成27年度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。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 議案書の68ページでございます。 

  議案第67号平成27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１条でございます。 

  平成27年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる

ものでございます。 

  第２条、予算第３条収益的支出の補正でございます。 

  それでは、補正予算に関する説明書によりご説明を申し上げます。 

  一番裏になりますけれども、３ページでございます。 

  収益的支出でございます。 

  １款水道事業費用、１項営業費用、46万8,000円の増額でございます。 

  １目原水及び浄水費、２目配水及び給水費、３目総係費による賞与引当金繰入額について

補正をするものでございます。今回の補正は、法改正により翌年度６月賞与の一部を引当金

として繰り越すため、補正をするものでございます。増額分につきましては、予備費の減額

により対応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。 
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  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67号平成27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67号平成27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

案のとおり可決されました。 

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

    ◎議案第68号から議案第74号までの一括上程、説明、委員会付託 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、議案第68号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算から

議案第74号平成28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。 

  森副町長。 

  それでは、議案第68号から一括してご提案をさせていただきます。 

  議案書の69ページでございます。 

  議案第68号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算は、次に定めるところによるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額を、それぞれ73億1,825万9,000円と定めるものでございます。 

  第２条は、債務負担行為でございます。 

  地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は第２表債務負担行為によるものでございます。 

  第３条は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３表地方債によるものでございます。 

  第４条は、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り入れの最高額は、10億円と

定めるものでございます。 
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  議案書の76ページをお開き願います。 

  76ページ、第２表、債務負担行為でございます。 

  １件目は、平成28年度漁業近代化資金の融資に伴う利子補給で、期間は平成28年度から平

成40年度、限度額は141万円でございます。 

  ２件目は、北海道市町村備荒資金組合から車両の譲渡を受ける債務負担行為でございます。

給食配送車両を備荒資金を活用して購入するものでございます。期間は28年度から平成32年

度、限度額を856万6,000円としております。 

  第３表の地方債については、事項別明細書の中でご説明をさせていただきます。 

  次に、78ページでございます。 

  議案第69号平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算についてでてございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ16億6,229万8,000円と定めるものでございます。 

  第２条は、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

入金の借り入れの最高額は４億円と定めるものでございます。 

  次に、83ページでございます。 

  議案第70号平成28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。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによるでご

ざいます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億525万3,000円と定めるものでございます。 

  第２条は、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

るものでございます。 

  第３条は、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

借入金の借り入れの最高額は、３億円と定めるものでございます。 

  86ページをお開き願います。 

  86ページの第２表の地方債については、事項別明細書の中でご説明を申し上げます。 

  続いて、87ページでございます。 

  議案第71号でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算についてでございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでご

ざいます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億6,827万1,000円と定めるものでございます。 

  続いて、90ページでございます。 

  議案第72号平成28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。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるもの
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でございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額を9,608万2,000円と定めるものでございます。 

  第２条は、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表の地方債に

よるものでございます。 

  第３条は、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

借入金の借り入れの最高額は１億円と定めるものでございます。 

  93ページの地方債、第２表については、事項別明細書の中でご説明を申し上げます。 

  続いて、94ページでございます。 

  議案第73号平成28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。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億5,590万円と定めるものでございます。 

  次に、97ページでございます。 

  議案第74号平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算でございます。 

  第１条、総則で、平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計の予算は、次に定めるところに

よるものでございます。 

  第２条、業務の予定料でございますが、給水戸数は3,900戸、年間総給水量は87万3,000立

方メートル、１日平均給水量は2,392立方メートルと定めるものでございます。 

  また、主な建設改良事業として、配水管移設事業7,700万円を予定しております。 

  第３条は、収益的収入及び支出の額を定めております。収入及び支出をそれぞれ３億

2,419万8,000円としております。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めております。資本的収入では、9,000万円

としております。資本的支出につきましては１億3,798万1,000円としております。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する4,798万1,000円は、過年度分損益勘定留

保資金で補てんをするものであります。 

  98ページでございます。 

  第５条は、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

を定めております。 

  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６条は、一時借入金の限度額を5,000万円と定めております。 

  第７条は、議会の議決を得なければ流用することができない経費を定めております。職員

給与費で2,415万9,000円でございます。 

  第８条は、棚卸し資産の購入限度額を定めております。限度額を1,127万6,000円としてお

ります。 

  続いて、各会計の概要でございますけれども、配付しております予算付属説明資料をごら
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んいただきたいと思います。 

  予算付属説明資料の１ページでございます。 

  予算総括表として、前年度予算との比較の中でご説明をさせていただきます。 

  一般会計、特別会計、企業会計を含めた全会計予算額は、115億6,824万2,000円でござい

まして、前年度比で２％の減となっております。 

  予算の概要について申し上げます。 

  一般会計でございますが、73億1,825万9,000円でございまして、前年度比で1.5％の減と

なっております。予算総額減の要因は、主に防災行政無線及び消防施設整備事業の終了によ

ることが主なものとなっております。 

  ２ページをお開きください。 

  ２ページは、平成28年度の一般会計歳入観光別集計表でございまして、27年度との比較を

表示しております。前年度比で特に大きなものについてご説明をさせていただきます。 

  １款の町税でございますけれども、入湯税を中心に増額を見込んでおりまして、対前年度

比2,717万円の増となっております。 

  それから、６款の地方消費税につきましては、前年度実施見込みから対前年度2,740万円

の増としております。 

  それから、10款の地方交付税でございますが、国勢調査人口の減、洞爺高校の閉校、それ

から、合併算定がえ措置の終了による減額を見込んでおりまして、前年度比で２億2,000万

円の減としております。 

  14款の国庫支出金でございますが、これは、学校施設耐震化の終了等から前年度比で

5,267万8,000円の減としております。 

  それから、15款の道支出金でございますけれども、虻田漁港大磯分区のホタテ計量施設補

助等から前年度比１億1,571万7,000円の増となっております。 

  18款繰入金でございますけれども、観光開発基金が950万円、みんなの基金が1,413万

2,000円、公共施設整備基金が6,750万円、財政調整基金１億6,500万円の取り崩しを計上し

たことから、前年度比で１億3,385万3,000円の増となっております。 

  20款諸収入では、多目的人工芝スポーツ施設整備に対し、スポーツ振興くじ助成金を見込

んだことから、前年度比で3,520万9,000円の増となっております。 

  21款町債でございますが、防災行政無線デジタル化整備事業債などの減により、前年度比

１億6,000万円の減となっております。 

  それから、３ページは歳出でございます。 

  歳出の款別・性質別集計表でございます。 

  義務的経費のうち、１の人件費、それから９の公債費については、前年度比マイナスの１

億4,292万9,000円、同じくマイナスの１億2,986万4,000円の減となっておりますが、５番の

扶助費については、前年度比3,037万3,000円の増となっております。 

  施設設備老朽化等に伴う３の維持補修費も増加をしております。 
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  また、普通建設事業費については、将来負担を考慮しながらも単独事業を中心に増額計上

しておりまして、前年度比４億958万5,000円の増となっております。 

  なお、平成27年度補正予算の地方創生加速化交付金及び平成28年度地方創生深化のための

新型交付金については、国に申請中であり、交付決定を待って新年度予算と一体的な事業と

して取り進めてまいります。 

  ５ページ以降には、主な事務事業の内容が記入されております。 

  慣例によりまして、予算特別委員会の設置が予定されておりますので、詳細についてはそ

の委員会の中でご説明をさせていただきたいと思いますので、ご了承をお願いしたいと思い

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（佐々木良一君） 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。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時４６分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

                                （午前１１時５９分） 

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

○議長（佐々木良一君） ただいま、予算審査特別委員会が開催され、正副委員長が決定いた

しましたので、ご報告申し上げます。 

  予算審査特別委員会委員長には下道議員、副委員長に立野議員が選出されました。 

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

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上をもって、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。ご苦労さまです。 

（午後 １２時００分） 
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