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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２８年１２月１４日（水曜日） 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 行政報告について 

日程第 ３ 議案第３７号 第２期洞爺湖まちづくり総合計画の基本構想を定めることに 

             ついて 

日程第 ４ 議案第３８号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ５ 議案第３９号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算 

             （第２号） 

日程第 ６ 議案第４０号 平成２８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３号） 

日程第 ７ 議案第４１号 平成２８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 ８ 議案第４２号 平成２８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 ９ 議案第４３号 平成２８年度虻田郡洞爺湖町後期高齢医療特別会計補正予算 

             （第２号） 

日程第１０ 意見書案第５号 子ども医療費無料化を国の制度として創設することを求める 

             意見書（案）について 

日程第１１ 意見書案第６号 介護障害福祉従事者の人材確保と賃金引上げを求める 

             意見書（案）について 

日程第１２ 意見書案第７号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案） 

             について 

日程第１３ 意見書案第８号 大雨災害に関する意見書（案）について 

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

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第１３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 

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

総務課長 

伊  藤  里  志  君 

 

経済部長 

 

澤  登  勝  義  君 

洞爺総合

支 所 長 
大  西  康  典  君 

企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 

税務財政

課 長 
佐  藤  久  志  君 住民課長 山  本     隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
原     信  也  君 

観光振興

課長兼洞

爺湖温泉

支 所 長 

佐 々 木  清  志  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 

庶務課長 山  崎  貞  博  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 事務局長 片  岸  昭  弘  君 

教 育 長 遠  藤  秀  男  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   
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 毛  利  敏  夫 

庶務係長

兼 議 事 

係 長 

平  間  義  陸 

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

    ◎開議の宣言 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は14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（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、３番、五十嵐議員、４番、髙臣議

員を指名いたします。 

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

    ◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、行政報告を行います。 

  町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。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今議会に町の追加行政報告を申し上げます。 

  一つ目に、日本ジオパークの再認定審査結果についてでございます。 

  本年12月９日に開催された第29回日本ジオパーク委員会において、４年に一度の日本ジオ

パークの再認定の可否について審議された結果、洞爺湖有珠山ジオパークの再認定が決定さ

れました。 

  今回の再認定は、当地域内の学校や火山マイスターによる防災教育活動へのジオパークの

積極的な活用や、観光、農業、漁業関係者との連携によるジオパークのＰＲ活動などについ

て、日本ジオパーク委員会の委員に高く評価された結果であります。 

  来年は、ユネスコ世界ジオパークの再認定審査を控えておりますが、引き続きジオパーク

推進協議会を構成する１市３町の連携の下、地域の皆様とともにユネスコ世界ジオパークの

一員として魅力ある地域づくりを進めてまいる所存でございます。 

  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。 

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

    ◎議案第37号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、議案第37号第２期洞爺湖町まちづくり総合計画の基本構

想を定めること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、議案第37号でございます。 
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  議案書は47ページでございます。 

  議案第37号第２期洞爺湖町まちづくり総合計画の基本構想を定めることについてでござい

ます。 

  洞爺湖町議会の議決すべき事件に関する条例第２条第１号の規定に基づき、洞爺湖町まち

づくり総合計画の基本構想を別冊のとおり定めるものでございます。 

  この基本構想につきましては、２カ年にわたって、まちづくり審議会の皆さんに11回ほど

ご審議いただきました。また、住民からのまちづくりについてのご意見を聞く交換会や、並

行して行われました地方創生にかかわる有識者会議、これらの意見も踏まえ策定したもので

ございます。 

  それでは、別冊の第２期洞爺湖町まちづくり総合計画基本構想の資料をごらんいただきた

いと思います。 

  １ページでございます。 

  第１章はじめに、第１節策定の趣旨でございます。 

  平成18年３月に、旧洞爺村と旧虻田町が合併して、翌年平成19年３月に第１期のまちづく

り総合計画を策定し、まちづくりを進めてまいりました。今後の中長期的な展望に立った指

針として、第２期まちづくり総合計画を策定することを記載しております。 

  次に、第２節計画の背景でございますが、初めに、まちの地勢、１ページから３ページに

わたって人口の関係、４ページでは社会経済情勢の変化、そして、まちの変化を説明させて

いただいております。 

  ６ページになりますが、第３節計画の構成として目指すべき姿として基本構想、基本計

画、実施計画をもって構成することをうたっております。 

  第４節計画の期間でありますが、基本構想、基本計画の計画期間は平成29年度から平成38

年度までの10カ年としております。実施計画の計画期間は、平成29年度から平成33年度の５

カ年を上期、平成34年度から平成38年度の５カ年を下期とし、社会情勢、税制情勢等の変化

を見ながら弾力的に見直しを行うということでございます。 

  次に、７ページでございます。 

  計画の構成でございますが、第１節で洞爺湖町の将来像を示しております。 

  過去から引き継いだ財産を次世代に引き継ぐために、合併から10年の検証を踏まえ、これ

までの基本理念と将来像を継承しながら、新たな視点を加えてまちづくりを進めるものでご

ざいます。 

  したがって、基本理念として三つございますが、一つに交流・連携による活力づくり、二

つ目として安全・健康・環境を重視した健康づくり、三つ目として協働・自立のまちづくり

としております。 

  次に、８ページでございます。 

  将来像も１期目から引き継ぎまして、湖海と火山と緑の大地が結びあい元気をつくる交流

のまちといたしております。 
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  第２節になりますが、これは新たに定めた施策の大綱ということでございます。 

  ここでは、将来像の実現に向け、施策の方向性を示すものとして、施策の大綱を定めてお

りまして、二つございます。 

  一つに定住施策の充実と交流人口の拡大でございます。 

  人口減少を抑制し、まちの魅力と地域資源を活かした交流人口の増加による賑わいの創出

と雇用の創出、子育て環境の充実など「暮らしやすさ」「暮らしの豊かさ」から「住んで良

かった」「住み続けたい」と思えるまちづくりを進めてまいります。 

  二つ目として、三つの地域の特性に合った振興策の充実でございます。 

  洞爺湖町は、役場庁舎などの商業施設あるいは生活利便施設を有する虻田本町地区、洞爺

湖畔に面し、噴火遺構や温泉街を有する洞爺湖温泉地区、広大な畑や水田が広がり、渚と芸

術文化が融合した洞爺地区という三つの趣を異にする地区から成り立っております。 

  住民のニーズも多様化し、年齢や家族構成によっても生活様式が異なります。地区間の連

携を図り、それぞれの地区の特性を活かしながら、互いにかかわりを持ち、共有していくこ

とで、選択の幅が広がり、洞爺湖町全体の魅力の向上につなげていきたいということでござ

います。 

  続いて、９ページ、第３節施策の体系でございます。 

  これは基本計画の章立てをまとめたものでございますが、現在の計画構成から人口減少対

策による移住・定住対策、子育て支援対策、誇れるまちの資源や魅力の活用などを充実させ

ております。 

  一番上の一つ目、定住を促す住みよい環境のまちづくりでございます。 

  この中では前期計画から三つほど追加させていただいておりますが、下から三つでござい

ます。 

  定住の基盤となる雇用環境・雇用対策の充実、この地で暮らすための住宅環境の整備、移

住を促す支援体制の整備を盛り込んでおります。 

  次に、誇れる地域特性を活かしたまちづくりでございます。住民の意見や審議会の見地か

ら、誇れるまちの特性として温泉、観光、ジオパークや文化財など、地域資源を活用したま

ちの活力創造に向け推進を図ることとしておりまして、三つ目のジオパークの活用、それか

ら大学との連携等を追加しております。 

  次に、競争力のある地域に根ざした元気産業のまちづくりでございます。これまでの産業

にプラスしまして、次の10ページ医療福祉産業の振興として産業の位置づけを行っていると

ころでございます。 

  次に、心豊かに子どもを育むまちづくりでございます。結婚、出産、子育て、学校教育な

ど少子化対策としての新たな章として、この分野における切れ目ない支援による少子化対策

の充実を図っていくこととしております。 

  次に、やさしさあふれる健康福祉のまちづくりでございます。医療福祉の充実と高齢者福

祉として、高齢化に向けたサポート体制の充実を図ることとしております。 
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  最後に、人が輝き賑わいを生み出すまちづくりでございます。まちづくりの基本となるま

ちづくりの住民参加から、そのつながりによる地域の愛着と賑わい創出を推進することとし

ておりまして、上から五つ目の元気な高齢者の活躍を追加しております。 

  以上、六つの体系を基本計画の第１章から第６章までの章立てといたしまして、さらに実

施計画によりこれを推進していきたいと考えております。 

  以上、平成29年度から平成38年度までの第２期洞爺湖町まちづくり総合計画基本構想とし

てご提案申し上げます。 

○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。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、質問させていただきます。 

  今回の第２期洞爺湖町まちづくり総合計画というのは、総合計画の基本構想というのは、

これから向こう10年間にわたって洞爺湖町の航路をはっきりと明示しながら進んでいく計画

でございますから、何点かにわたって質問させていただきます。 

  まず１点目ですが、決してあら探しをしているわけではありません。文言のところで理解

できないところがあります。勉強不足だと思うのですけれども、教えていただければと思っ

ております。 

  ２ページの自然増減でみると、一貫して死亡数が出生数を上回っています。特に合計特殊

出生率の推移を周辺市町村と比較しても、当町のみ減少しております。当町のみ減少してい

るということで、その少子化が深刻な課題ですということなのですが、ここで言う合計特殊

出生率という意味合いを教えていただければと思います。 

  それから、その下の社会増減で転出超過の傾向が続いていますということで、後ほど触れ

させていただきますけれども、これはどういうことを指しているのか、おおむね理解はして

おりますけれども、その辺の流れをお聞かせ願いたい。 

  それから、その下の高齢化の進行ということで３行目に入りますが、現在は年少人口の減

少が加速化するとともに、老年人口が維持から微減へと転じる時期に入っているということ

であります。この老年人口というのは、自分も65歳以上、70歳を過ぎておりますから、高齢

者であるという認識をしておりますけれども、ここで言う老年人口とはどういう世代の方々

を指しているのか、伺っておきたいと思います。 

  それから、今後の老年人口は減少傾向に転じると書いてありますから、何が原因でそうい

うことに転じていくのかということもお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、５ページでありますけれども、この社会経済の変化ということで、今後はＴＰ

Ｐ云々と書いております。そして、グローバル化する経済の方向性のほか、北海道新幹線の

開業などの影響が考えられますということです。したがって、ここではどんな影響が考えら

れるのか伺っておきたいと思います。 

  それから、まちの変化のところで、今回の一般質問でも大きな政策課題ということを理事
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者に質問させていただきましたが、いろいろあるのでしょうけれども、特に理事者のほうで

言われたのは、ジオパークと防災に力を入れたい旨の答弁がなされているわけであります。 

  そこで、さきの質問でも申し上げましたが、防災の原点は想定把握であると。これをしっ

かりと受けとめなければならないと思うのですが、2000年（平成12年）有珠山噴火から17年

経過する云々ということで、防災体制の構築が必要となっているということであります。 

  ここでは、この計画内容を最後まで見ていっても、噴火に対する防災体制としか受けとめ

られないです。やはり、先ほど申し上げましたように、想定把握ということで、噴火だけを

想定するのではなく、いろいろな噴火であるとか津波であるとか地震であるとか、例えば土

砂崩壊等々もあるでしょう。そういう文言が全く明記されていないのですけれども、その辺

について見解を伺っておきたいと思います。 

  最後に、後で触れると申し上げておりますが、６ページの上から２行目で、近年当町に移

り住む人もふえてきており、新しい店舗の進出や地域のコミュニティーへの参加など、地域

の賑わい創出も期待されますということです。 

  前段では減少にある、ところが６ページでは近年当町に移り住む人がふえてきているとい

う、どうも流れが理解できないのですけれども、その辺の見解を伺って、再質問をさせてい

ただきます。 

○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） ６点ほどあるかと思います。 

  まず、死亡と出生の部分で、合計特殊出生率の部分であります。洞爺湖町においては、現

在1.25人の出生率となっていますけれども、合計特殊出生率というのは、満15歳から49歳ま

での女性の方が一生涯の中で出産する人数を言います。出生率という部分では合計の町内の

人口に対して、生まれたお子さん、赤ちゃんの数という数字でありまして、こちらは合計特

殊出生率、15歳から49歳までの女性の方が一生のうちに産む人数で数字をあらわしておりま

す。この差が広がっているということは、旧年につきましては死亡される方、平成27年度は

174名おられました。出生につきましては、35名という形の中で出産よりも死亡される方が

多くなっているという中で、そういう開きが出ております。 

  また、社会増減の部分でございます。この社会増減の部分では転出超過の傾向が続いてい

ますということで、過去10年間の中でいきますと、転出者のほうが多くなってきておりまし

て、転入者は少なくなっているということになっております。 

  例えば、平成26年度でいきますと、転出が490名、転入が412名という形の中で、人口ビ

ジョンにも出ていますけれども、やはり町内から転出される方が多くなっていることをここ

ではあらわしております。 

  また、老年人口の部分でありますけれども、老年人口につきましては65歳以上の方を老年

人口という形で、この言葉で呼ばせていただいております。 

  その中で、減少傾向にあるということですけれども、今洞爺湖町の65歳以上の人口の比率

は39.5％になっております。この人数でいきますと、今がちょうど65歳以上の方の人数がピ



－171－ 

ークを迎えておりまして、だんだん人口も減少するとともにそれに比例して老齢者の方も

減ってくるということで、そういう言葉を使わせていただいております。年少人口と15歳か

ら64歳までの就労者人口と、老年人口の比率という部分でいきますと、まだまだ65歳以上の

方が多くなるとこの数値の中ではあらわしているところであります。ただ、人数に関しては

今後減少していくという形になっております。 

  ＴＰＰ、新幹線の影響についてでございます。 

  こちらに関しましては、今後、この10年間の中で、いろいろな社会情勢の変化があるかと

思います。そうした部分では今回可決しております環太平洋パートナーシップ協定、ＴＰＰ

が行われることによって農水産業において大きな影響が及ぼされる、そうした中で今後その

対策をどうしていくべきかというのは、第１次産業というのは北海道洞爺湖町にとっても基

盤となるものでありますので、そうした部分では今後慎重に検討していかなければいけない

という課題の中で出しております。 

  また、いいことではありますけれども、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開

催、新幹線の開通に今後なっていく中で、大きな人の流れというのも変わってくる中で、そ

うした対応を考えていかなければいけないということを、今後の部分として明記させていた

だいております。 

  また、ジオパーク防災に関して、噴火の部分を圧倒的に出しているのではないかというお

話でありますけれども、防災に関しては防災、防犯も全部そうなのですけれども、一つのも

のだけではなく、特に災害につきましては、近年は集中豪雨の中では土石流災害などもあり

ますし、津波などいろいろな災害が今後起こり得ることとなっております。 

  ただ一つには、17年経過している有珠山噴火、今後10年間をしっかり見据えた防災対策を

とっていかないといけないということでは、そういう言葉になっているかと思いますけれど

も、決して噴火だけを捉えてお話をしているところではないとご理解いただければと思いま

す。 

  新しい店舗という形の中でお話しているところにつきましては、前段で転入、転出の減少

になっている中で、ここではふえつつあるという言葉になっているところですが、今、チャ

レンジショップ支援事業などの中で、若い人方がまちに入っていろいろな活動をされてきて

いるという部分があります。 

  また、そのチャレンジショップだけではなく、最近の広報等でも掲載させていただいてい

るところですけれども、若い方々がまちに入っていろいろな活動をされている部分を見た中

で、今後そういう方々のお力をおかりしながらというか、パワーのある部分をさらに活かし

ていきながら地域の振興につなげていくという中で、このような文言を使わせていただいて

いるところであります。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、担当課長から説明を受けて、わかった部分もあるし、まだ理解
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できない部分もあるのです。 

  先ほどの合計特殊出生率、大体そうだろうと思ったのですけれども、聞いているのは当町

のみが減少していると、他の隣接の町というのはこういう減少はないということですね。当

町のみが減少しているということは、なぜ当町のみが減少しているのですか。 

  その辺の統括と、これからの方向性を明確にしなければならないのではないかと思うの

で、その辺を伺っているのです。 

  それから、高齢化が進行ということで、我々は通常、高齢者といったら、先ほど課長も

言っているように、65歳以上は高齢者であるという認識をしております。しかし、老年人口

というと、急に年がいったような受けとめ方でショックが大きいのですけれども、老年人口

ということになるのですか。高齢者人口という文言にはならないのかということを伺ってい

るのです。急に年がいって、迎えに来てもよさそうな、そんな思いも自分自身は受けるので

すけれども、そういう文言でなければならないのかということを聞いたのです。その辺をも

う少し伺っておきたいと思います。 

  それから、いろいろ社会情勢の変化ということで、ＴＰＰあるいはグローバル化する経済

の方向性のほかに、こういう懸念はあるだろうということは、それはそう思ってやらなけれ

ばならないことですから、その辺は理解しましたけれども、防災の関係で確かに当町は噴火

災害で２回も激甚災害法が適用されたまちだけに、噴火という文言が出てくるのは当然です

けれども、今日までの昨今の訓練の内容を見ていても、やはり津波に想定した訓練なども何

度も実施している。にもかかわらず、ここでそういう文言が出てきてもいいのではないです

か。それがどうして出ないのかという、どうもその辺の行政の考え方というか、担当者の考

え方が理解できないので、もうちょっと具体性のあるものをお聞かせ願えればと思います。 

  それから、まだいろいろな方々が質問するようですから割愛しますけれども、今回第１期

まちづくり総合計画と第２期まちづくり総合計画の中で、第１期からの章立ての変更があり

ましたね。なぜ章立ての変更をせざるを得なかったのか。中身をチェックしていくと、ほと

んど変わっていないです。先ほど副町長が変わった部分をおっしゃったけれども、その辺は

これを見ても赤印でわかるのですが、なぜ表題を変えたら章立てを変えなければならなかっ

たのかという意味が理解できないのです。 

  すばらしい文言ですよ。先ほど副町長が説明されたように、まちづくり審議会の方々であ

るとか、いろいろな有識者の方々も入って11回も会議をされて、ご苦労なさったのはわかる

のですが、これからの洞爺湖町の10年間の展望というもの、これはビジョンですから、その

ことを考えたなら、もっと住民にも理解されるような内容であってほしいという思いもある

ものですから、その辺をお聞かせ願えればと思います。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 先に防災の関係だけ私から答弁させていただきます。 

  ５ページのまちの変化という中で、直近にあった一番大きな災害は2000年の有珠山噴火で

ございますが、これに対しての考察が必要ということでございますが、決して有珠山噴火だ
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けが災害ではございませんので、いろいろな災害に対応しなければならないということもあ

わせて、７ページの計画の構想の中の基本理念２、安全・健康・環境を重視した健康づくり

という中にも、災害に強い安全なまちづくりをしなければならないということも盛り込んで

おりますし、当然、施策の体系の中にも防災体制ということで盛り込んでおります。 

  決して噴火だけを強調しているわけではございませんが、最近のゲリラ豪雨ですとか、津

波ですとか、暴風ですとか、いろいろな災害がございますので、それについては全体の中で

取り組んでいくと考えております。 

○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） 合計特殊出生率の推移について、他町村とという部分がござ

います。 

  先ほど1.27とお話しましたが、大変申しわけありません、1.25が洞爺湖町の出生率となっ

ています。近隣町村室蘭、豊浦、登別、壮瞥町、伊達市、こちらに関しましては洞爺湖町よ

りもはるかに出生率が高くて1.3から1.4という数値が出ています。 

  洞爺湖町の合計特殊出生率は札幌市と同じ出生率となっておりまして、なぜかというと、

意外と都市型の住環境になっているのかという部分があります。そうした中で、これを少し

でも上げていきたいという形の中で、近隣に比較してという言葉を出しております。 

  また、老年人口の文言ですが、高齢者人口という言葉が適切なのか、老年人口が適切なの

かということがあります。今回、この言葉を使った意味ではないですけれども、まちの方々

といろいろなところで話をしていただいた中で、やはり65歳過ぎてもまだまだ元気な私たち

もいるので、そうした部分をたくさん使いなさいというお話をいただいたところです。決し

て65歳以上の方が高齢、老年だというのではなく、元気な方は元気という捉え方をしていま

す。ただ、言葉の中で、いろいろと気持ちがあるかと思いますけれども、この部分では老年

人口というのを使わせていただいたところであります。変えていくべきかどうかということ

はありますけれども、まとめた中では老年人口というのを使わせていただきました。 

  最後に、まちづくり総合計画第２期ですけれども、第１章から第６章の章立ての中で、第

１期のまちづくり総合計画と変わった部分、でも中身はそんなに大きく変わらないのではな

いかというお話かと思います。 

  まず、今回の章立ての中で一番大事にしていきたかったのは、子育て、出産、結婚の希望

をかなえる環境づくりで、しっかりと第４章の中で立ち上げていきたいと考えておりまし

た。そういう部分は、今までは健康福祉とか生涯学習のまちづくりというところに入ってい

ました。まず、しっかりとそこの部分を立ち上げていきたいということです。 

  それから、言葉尻でもありますけれども、今までは、例えば第１章でも都市基盤づくりと

いう部分で、行政側が使うような言葉ではなく、これから地域と連携をとっていく中で、環

境のまちづくりとか、言葉尻だけ変えたわけではないですが、そうした優しさのあるまちづ

くりの章立てをしていきたいという中で出ております。 

  今の都市基盤づくりの中でいきますと、先ほど副町長がお話ししました第１章10から12ま
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での地域の定住の基盤となる雇用環境、この地で暮らすための住宅環境とありますけれど

も、移住、定住を促す支援体制が今までは薄かった部分でもあります。そうした部分をはっ

きりと明示したいと章立ての中で入れさせていただいております。 

  第２章ですけれども、やはり大学の活用というものがあります。当町は、酪農学園大学と

協定を結んでおりまして、地域にいろいろな活動をしていただいているところであります。

そうした部分もしっかり入れていきたいという中で新しい章立てをしているところです。 

  ただ、行政の基盤整備は当然の部分ですので、同じくスライドしているところもあります

し、健康福祉に関しましては、制度というものがありますから、そうした章立てはしていま

すので変わらないというお話はあるかと思いますけれども、今回つくった部分は、しっかり

と明示したいという意識の中で、章立てをさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はありますか。 

 ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、基本構想だけ何点かお聞きしたいと思います。 

  一つは、第１章第２節計画の背景の中で、人口減少についての見方ですが、この中にも書

いてありますが、平成27年度では9,299人、将来人口の見通しとして2060年には3,092名とな

る、そこを計画によって減少率を低くして5,493人にする。これは2060年までの話ですね。 

  今回のまちづくり基本構想の期間は10年間ですので、計画期間は2026年までということに

なります。そうすると、このグラフを見ますと、2025年についての人口の見通しは書いてあ

るけれども、2026年については書いていないですね。それよりも若干下回るだろうと思いま

すが、自然減といいますか、全国的に使われている人口減少の数値を見れば7,609人よりも

下回るような数だと。しかし、計画では、8,347人よりちょっと下回るくらいですか。 

  そういうふうにグラフを見ると、計画期間10年間の中での人口の推移の見通しがわかるの

ですが、この基本構想は上期と下期に分かれて、５年ごとに計画しているわけですね。で

は、例えば10年間の中でこの人口推移、一般的に言われている人口よりもちょっと上回った

形でもとにかく人口減少を抑えるという意味で、人口目標に対する裏づけとなる、位置づけ

というか説明が何もないのです。計画を見ればいろいろな計画を持っていると思います。た

だ、そういうことがこの人口増加に、どういう影響を及ぼすのか、プラスしていくのか。 

  しかし、そんなに減らないでもっと高い位置でとどめておきたいという願望はわかりま

す。でも、願望として計画を立てても、それは願望にしかならないわけで、当然、その裏づ

けがなければできないのです。 

  基本構想ですから、どこまで書くかというのはありますけれども、少なくともこういうと

ころに力を入れることによって、人口減少を幅の狭いものに食いとめていくというまちづく

り計画の特徴のようなものがこの中では見受けられないと感じました。 

  それから、第２章計画の構想です。基本理念は１から３までありますが、私がここで言い

たいのは、合併してことしで10年、この基本構想の中にも出ていますが、地域ごとの特性を
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活かしたまちづくりを進めていくと言っています。 

  例えば、洞爺地域はどういう特性を生かしたまちづくりにしていくのか、温泉地域はどう

いう特性を生かしたまちづくりにしていくのか、虻田本町地区はどういう特性を生かしたま

ちづくりにしていくのか。基本理念の中に特性を活かしたまちづくりと書いてあるけれど

も、そのことについてどんな特性を持っていて、その特性を大いに生かしていくことがその

地域の振興につながっていくと訴えるものが、この後の施策の大綱を見てもわからないので

す。 

  それは、具体的な計画を見ればと言うかもしれませんが、計画の前にそれぞれの地域をど

ういう地域にしていくのかというのがなければ、その計画も生きてこない。 

  実は、洞爺地域に行くと、この地域をどういう地域にしたいと町は考えているのか、教育

にしても、文化にしても、住民生活にしても、買い物が不自由な場所でもある、そういうこ

ともあるだけに、例えば洞爺なら洞爺として特性のある地域として、そこに住む住民が安心

して生活できる環境づくりとして、どういう地域にしていくのか、今ある資源をどう活用す

るのかというところが、展望の持てる、未来が明るくなるような、そういう計画になってい

ないのが非常に残念だったのです。 

  基本理念に戻りますけれども、文化について余り触れていないのです。この後の施策の大

綱の中にはありますが、やはりこういう豊かな自然環境の中で、私は洞爺地域というのは文

化のかおる地域だと思うのです。そういう文化は芸術の魅力を大いに住民の暮らしと一緒に

潤いのある地域をつくっていくというのが必要だと思うのですが、そういう意味での打ち出

し方がないような気がして、とにかく特性ある地域をつくると言いながらどんな特性があっ

て、その特性をどう生かそうとしているのかというあたりは方向性が見えない感じがして、

残念でなりません。その辺についてどのように検討されたのか。 

  もう一つは、この基本構想自体、どのまちもそうですけれども、町民が集まってまちづく

り審議会などで議論はするのですが、最終的な仕上げはコンサルタントにお願いしてつくる

部分は多いのですけれども、この計画自体はどうだったのか、そこもあわせて説明いただき

たいと思います。 

○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） 一番最初の構想の中での将来の人口推計の部分かと思いま

す。 

  これに関しましては、人口ビジョンを掲げた中での事業に関しての人口でして、2016年は

正確には出していませんけれども、議員がおっしゃるとおり、社人研では7,609人、これを

8,437人まで引き上げたいという計画になっています。 

  これは2025年の話ですけれども、何をしていくのかということになると思いますが、一つ

には、今、1.25の合計特殊出生率を2020年には1.4に、2030年には1.8にしていきたいという

考えを持っています。 

  それをしていくのに、何をすべきかは第４章、心豊かに子どもを育むまちづくりの第１
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節、結婚や出産の希望をかなえる環境づくり、第２節、子育て支援の充実、第３節、学校教

育の充実と学習環境の整備、第４節、子どもが遊べる環境づくりということで、切れ目のな

い子育て支援をしていくことによって、定住と長く住んでいただけるような対策をとってい

くことによって、その希望の数字を目指していきたいと考えているところであります。 

  数値として出しているので、これは目標ですから、達成するかどうかというのはすごく厳

しいところもあると思います。一つはやはり先ほどから言っている社会増減の転出を減らし

て、転入者をふやすという。そして今、増減をゼロにしていきましょうという考えを持って

います。幸いにして、平成28年度の転入、転出では１桁台まで抑えられているところであり

ます。この原因としては、経済の発展があって、観光等が振興している中で、働く方が多く

なってきて社会増減が圧縮されてきていると思います。 

  そうした部分では、社会増減を減らす、出生率を伸ばす形の中で、将来像の10年後の数字

を目標値に当てて進めているところであります。その事業に関しては、今回のまちづくり総

合計画の施策の体系の中で、今後、実施計画等にもうたっていきますけれども、その中で

やっていくことによって目標達成に近づけていきたいと思っています。 

  また、基本理念の洞爺地区、虻田地区、温泉地区が詳しくこの構想の中、基本計画に出て

いないのではないかというお話かと思います。 

  洞爺につきましては、芸術、広大な畑地帯がありそこで働く方、またはその地域を愛着さ

れている方々の希望をかなえられるような事業を今後展開していくということで、まちづく

り基本計画の中にもいろいろと洞爺地区に関しての、一つは第１次産業の振興、これに関連

しては就農者、新規就農者への支援もありますし、地域のまちの中での振興では、文化に関

しても今回明記しているところであります。この部分も入れて洞爺地区の魅力を発揮して、

愛着のある地域にしていきたいと思います。 

  温泉地区では、やはり観光、第３次産業が栄えている中で、この景観を求めて多くの外国

人または国内の方々が来ている中で、一つには交流人口をふやすということがあります。こ

れは、交流人口をふやすことによって、従業者の定着にもなりますし、雇用にもつながって

いくことでもありますので、温泉地区に関してはやはり交流人口をふやすための施策をどの

ようにしていくのかという部分がこの10カ年計画の中で盛り込んでいかないといけない部分

でありまして、文言としていろいろな言葉も出ているかと思いますけれども、実施計画、基

本計画の中でも出させていただいているところであります。 

  また、虻田本町地区であります。副町長も話したとおり、商業や役場庁舎があるのがどう

のこうのではなく、医療機関とかも充実している中で、中心的な部分がありますので、そう

いう事業に対して支援できる部分をしっかりと捉えていきたいと、計画の中でも盛り込んで

いるところであります。 

  文言として足りないところがあるかもしれませんけれども、その中身に関しましては、今

後基本計画、実施計画の中でいろいろと事業を取り入れていきながら、３地域が特色のある

振興ができるような施策をとっていきたいと考えております。 
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○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） まちづくり総合計画を策定するにあたってですけれども、議

員おっしゃるとおり、コンサルというお話もありますけれども、今回のまちづくり総合計画

は２カ年にわたって審議員の皆さんと協議していただきました。 

  平成27年度に６回、平成28年度には５回開催し、住民との意見交換会に関しましても各地

域で開催してまちづくり審議員の方々にもその内容と、洞爺湖町にとっての強み、弱みとい

うものをいろいろ出していただきながら協議をしてきたところであります。そうしてまとめ

た部分に関しましては、コンサルは一切使っておりません。まさに、審議会の委員の皆さん

のご意見をいただいて、それを事務局がまとめて再度内容等を検討しながら、今回、でき上

がったものであります。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 第１期まちづくり総合計画が平成28年度で終了を迎えるということか

ら、かねてから第２期のまちづくり総合計画、これは法廷で定められたものではなく私ども

のまちは以前からお話しているとおり、まちづくり総合計画にのっとったまちづくりを進め

なければならないと申し上げているとおり、そのことについて多くの町民の皆様のご意見、

特にまちづくり審議会の皆様のご意見等々を踏襲しながら、今回構想をまとめさせていただ

いたわけですけれども、その中で議員がおっしゃったようにまちの特色をイの一番に出して

ほしい、これが多くの皆様方のご意見だったと思っております。 

  特に本町地区、温泉地区、洞爺地区それぞれ３地域の持つ特色を出しながら、何とか第２

期のまちづくりの中でそれをさらに飛躍させてほしいという願いがあったと思っております

けれども、今私どものまちは洞爺湖、有珠山、そして内浦湾とすばらしい資源に恵まれた地

域に観光産業、農業産業さらには水産業それぞれ特色を持った産業形態を持っている地域で

ございます。 

  人口こそ少ない状況で、今も減少傾向にあるわけでございますが、これに何とか歯どめを

かける施策も講じていかなければならない。そのために観光産業を中心とした交流人口をさ

らにふやすことはできないだろうか。確かに、生まれてくる子どもの数が多ければ多いほど

いいわけでございますけれども、それにはいろいろな条件があろうかと思います。その条件

をそろえるための施策も大切でございます。 

  それと同時に、ここに定住していただくという施策も大事かと思っております。特に交流

人口の拡大を目指し、ここに移住していただけるような施策も講じていかなければならない

と思っております。 

  特に本町地区におきましては交通の便が非常にいい、恵まれた地域でもございます。そん

な中、水産業があり、そして商業をそこで頑張っておられる方々もいらっしゃいます。 

  幸いなことに私たちの地域にも、まちの中では大きなお店が２件ほどございまして、そこ

でお買い物していただいています。そちらのほうに買い物バスも巡行しているところでござ

いますが、この地域さらには温泉街につきましては、非常にインバウンドのお客様に喜ばれ
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ている、それらの整備も順次やってきたわけでございますが、年間宿泊者の38％近くがイン

バウンドのお客様が占めている、まだまだインバウンドの関係については伸びしろがあるの

ではないか、特に日本国内のお客様にも来てもらわなければならない。しかし、全体の底上

げをしていかなければならないだろう。 

  さらには、農村地域であります洞爺地区、高台地区におきましては、すばらしい農業を提

唱しております。その農業がさらに発展できるよう、今以上の施策を講じていかなければな

らないだろう。平成29年度の新年度予算あるいは30年度の予算で、これらの産業形態を支援

する予算も組んでいかなければならないと思っておりますが、まずは今後10年間の基本構

想、第１次の基本計画、基本構想が中心になっている部分がございますけれども、今までお

話を聞いていた中では、その審議に当たっていただいた皆様の総体のご意見として、洞爺湖

町はこれだけすばらしい資源がある中で、第１次まちづくり総合計画は理にかなった部分が

ある、それを第２次でも踏襲していこう、さらにつけ加えたいものとしてまちの特色、ある

いはそれぞれの地域の特色、そしてまちが今後目指そうとしている姿勢を盛り込んで欲しい

という声を今回反映させていただいたところでございまして、今後ともよろしくご審議のほ

どお願い申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そもそも基本構想というのは、ここにも書いてありますけれども、今

後のまちづくりの基本となるべき将来像を定めると、その実現のための施策の大綱を決める

ということですから、具体的に何をやるのかという話ではないわけで、けれども、大綱とい

うのは、そのまちの進んでいくべき方向を決めるわけですね。 

  そのときに、先ほど私が提案したように、このまちは大きく三つの地域に分かれている。

高台も入れれば四つになるかもしれませんが、そういう地域の一つ一つの特性に合わせた、

あるいは逆に言うと特性と同時に弱点もあるわけです。 

  先ほど買い物バスの話もありましたけれども、やはり住民が生活をしていく上では非常に

困難な問題として抱えている問題もあると、そういったものも含めてそれぞれの地域の特性

や課題を、この後どのように改善していくのか、５年ないし10年の間にどういうふうに変え

ていくのかという展望が示されていかなくてはいけないと思いますが、どうしても全体的な

構想というのは、総花的な言葉だけでああしたいこうしたいということだけが目立つわけで

すけれども、そういう点で、どのようにその地域の特性を生かしていくかということぐらい

は明具体的に記すべきではないかと思います。 

  また、もう一つ気がついているのは、第１期まちづくり基本構想、そして基本計画や実施

計画ですが、表現的にはいろいろ変えたところはあるかもしれませんが、似通った表現が随

分ありますね。 

  それでは、第１期の基本構想でうたっていたものが、今の段階でどの程度達成されている

のか、一つ一つの章立てで、一つ一つの計画でどうなっているのかということも、第２期の

基本構想を考える上で、まず第１期の基本構想はこうであった、こういう点ではまだ十分達
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成し得ていない、だから第２期については、新しい地域づくりとして、ここの点を強化しな

がらこうやっていきましょうという段階をきちんと踏んで、一つ一つ取り組んできたことを

総括して、それを踏まえて次のステップに進んでいくというような計画になっていかなけれ

ばいけないと思うのです。その辺のこれまで取り組んできたものがどうだったのかという点

で指摘がほとんどない。指摘されているのは人口ぐらいですね。 

  その点を書くと、何ページにもなってしまうのかもしれませんけれども、少なくともそう

いうことぐらいは明記すべきではないかと思いました。その辺は、検討の中でも出ていたの

かもしれませんが、いずれにしても、計画を立てれば当然その方向で進んでいかないといけ

ない、私が足りないと思ったのは、芸術や文化に対する位置づけが、構想の段階では弱いと

いうふうに思いましたので、その点は、改めて先ほどの話も含めてお答えいただきたいと思

います。 

○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） 三つの地域に分けた、特徴のある地域づくりという部分があ

るかと思います。 

  細かく書いていないところですけれども、弱点という話の中では、そういう部分を意識し

ながらまちづくりをしていかないといけないと考えているところであります。 

  住民のニーズの多様化もありますし、地域の家族構成や年齢、生活様式もだんだん変わっ

ている中で、ここに文章も書いているのですけれども、地区間の連携を図りそれぞれの地区

の特性を活かしながら、互いにかかわりを持ち、共有していくことで選択の幅が広がり、洞

爺湖町全体の魅力の向上につなげますという形で、やはり三つに分けるのではなく、連携を

取り合いながら、特徴を活かして、理解してやっていくことによって今以上に幅の広がるも

のができてくるのではないかという部分で綴っていますけれども、文章的に文言が足りない

部分があるかもしれませんけれども、そうした部分にはこの後の基本計画なり実施計画の中

で、いろいろと事業が展開していく予定としております。 

  また、第１期と第２期になりますが、第１期も第１章から第６章という形になっていまし

たけれども、大きく分ける中で先ほども話したように生活する上で必要不可欠なインフラ整

備や生活環境の改善とかは、第１章から第２章にまたがっている部分もあったものですか

ら、そういうものもしっかりと章立てを立ち上げた形になっています。 

  また、温泉観光資源という形で、これは地域の特性ということにもなるのですけれども、

今までは観光の振興だけで動いていた部分で、やはり地域の特性にもなりますので、そうし

た部分の章立てをしていく中で分けてきたところであります。 

  また、事業の成果でありますけれども、第２期洞爺湖町まちづくり総合計画を策定するに

あたって、最初に第１期まちづくり総合計画の検討をさせていただきました。その中の一つ

としては、実施計画の達成状況が出ております。第１期に関しましては、379事業があって

達成できたのは、完了は14事業、継続事業は364、これは今も続いているものでありますけ

れども、１件だけ未着手のものがあります。 



－180－ 

  そうした中で、今後、第２期にどのように取り上げていくべきなのかという部分を今回出

させていただいております。それと同時に、時代の変化の中で、例えばコンピューターも10

年前に関しましては、行政の中のコンピューターとなっていましたけれども、時代の変化に

よって、大きくその役割というのは皆様の中に落ちている部分で、時代の流れの変化を十分

把握した中で、第２期にそれをつないでいく形で事業の計画を出させていただいています。 

  今のは一つの例ですけれども、やはり時代の流れで大きく変わっているという中で、第１

期を総括しながら今回つくらせていただいております。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 芸術文化の関係でございますけれども、洞爺湖町全体で、いろいろ

な文化団体の皆さんが大変一生懸命活動されていると思っていますが、特に洞爺地区ビエン

ナーレあるいは国際交流という部分では非常に進んでいる特徴のある地域と認識しておりま

す。 

  議員が先ほどからおっしゃっていますけれども、やはり構想でございますので、いろいろ

な表現の仕方もあるかと思いますが、一応、こういった形で芸術文化の洞爺地区という表現

をしておりますけれども、これも同じで施策の体系あるいは今後の計画、実施計画の中で十

分認識しておりますので、取り進めていきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番（沼田松夫君） まちづくり計画基本構想、基本計画にさっと目を通させてもらいまし

たが、どうしても腑に落ちない、待てよ、こんなことになるのかというものが一つあるわけ

です。 

  それは、うちのまちの弱点として有珠山があることです。もう今後10年なんて言っていら

れなくて、間もなく噴火ということがあり得る状態になってきているのです。その時に、特

徴あるまちづくり、本町地区、温泉地区、洞爺地区という話がございましたけれども、今温

泉地区を考えたときに皆さん本当にこれで満足しているのでしょうかと。誰がこんなことに

してしまったのかと、私はいろいろな場所で噴火があった後に国が、道が口出ししてきて、

このまちを今後どうするかという形で大きくつくり直させられたと私は思っているのです。 

  当時は私は議員ではありませんでしたから、今5,000人いた洞爺湖温泉が何人いるので

しょうか。過去に、今にぎわい広場になっている所に屋台村をつくろうという構想があった

ときには、私は反対したのです。だめなのだ、屋台だってなんだって全部地元の人が支えて

いないと知らない者だけが来て大騒ぎになるわけはないのだと。幸いやらなくてよかったな

と思っておりますが、それにしても口には出しませんけれども、まちを歩いてああ、ここの

店もなくなった、ここの店もお昼食べられなくなったというのがいっぱいあるじゃないです

か。これを誰がしたのか、だから私は何度も前の町長に言ったのです。噴火の後の政策の反

省会、これで本当によかったのかという総括を国、道を入れてしたらどうですか、そうしな

いとまた今度の噴火があったときに、何を口出ししてくるのかわからないと私は思うので

す。 
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  この噴火が、どういう噴火になるかということも、大変問題なわけですが、あると言われ

ているのですからね。山頂噴火の場合は54年のときにように土石流が出るのだと。この間か

ら土石流のマットなどという話をしておりますが、噴火を想定した土石流のマットなんかつ

くってはいないはずです。間違いなく出たのです。54年に大変な土石流が山中噴火の後に出

たのです。次の噴火がどういう噴火になるかで、うちのまちは、吹っ飛んでしまうかもしれ

ないのです。 

  それ以上に一番恐ろしいのは、僕は東京で机に座っていて、洞爺湖温泉に対して、こうし

てしまえ、ああしてしまえ、それだったら金は出さねえぞということを言い出すのではない

かとさえ思っているのです。Ｃゾーン問題だってそうです。Ａ、Ｂ、Ｘと書いておりまし

た。Ｃゾーンを買ってもらえるものということで最初は考えていたようですけれども、とて

もとても買える話ではありません。そういうことで、Ｃゾーンはぶっ飛ばされてしまいまし

た。 

  私が聞くだけの話ですけれども、旅館を月浦地区に持っていこうと国は考えて、そういう

政策を押しつけてきたというふうに私は伝え聞いているのです。ただ、温泉が出なかったと

いうことでやめたのだと。今、インバウンドで潤ってきている洞爺湖温泉ではありますけれ

ども、この噴火が起きたときに、どういう形になってくのだろうと。本当に、そのときのま

ちづくりというのは考えなくていいのか、私は、そこが腑に落ちないのです。これから10年

のまちづくりもいいですよ。インフラの縮小もしていかなくてはいけないでしょう。 

  私は、今回、三豊市へ行って、あーっと思ったは、たびたびくみ取りの話が出たのです。

そういう中で、下水道の整備や何かについて、もうこれ以上延ばすことはできないだろうと

思う。ということは、何を言いたいかというと、インフラを縮小していかなければいけない

のではないかと。この縮小計画というのは出ていないのではないだろうか、私はそう思って

いるわけです。 

  だから、今、三豊市は、下水道が全てないのだそうです。公共下水道としては、今後も考

えないということです。ですから、うちだって下水道率が高いと聞いておりますけれども、

維持できない時期が間もなくな来るはずです。これだけをみますと、それをどう縮小してい

くのかということも考えなければいけないのではないか。 

  それ以前に、この有珠山の噴火がきたときに、国とどうやり合うのか、どんな噴火が来た

ときにどうするのかということを考えたことがあるのでしょうか。 

  私は、そこが一番、今後のまちづくりにしても、有珠山の噴火が来たときに、どうなって

しまうのかと思うのです。そういう意味で、2000年の噴火の中で、国と道とが、どんな形で

うちのまちが話し合いをして、どういうまちづくりをした結果、こうなっているのだという

ことにつながってこなければいけないのではないかと私は思うのです。特に、温泉地区につ

いては、そう思うのです。昔の温泉を知っている私にしたら、寂しい限りなわけです。 

  ですから、このままの温泉でいいのかということは、先ほどから言われているように、特

色のあるまちづくりと言うけれども、洞爺湖温泉というのは、全くさま変わりしてしまった
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のです。ですから、その辺のことが今後どうなっていのかということで、漠然として、どう

なっていくのだろうということで、やはり、噴火の後始末をどうやったかの総括を町として

したのか、しないのか。僕はするべきではないかと思うが、その辺の見解をお聞きしたいと

思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

〇町長（真屋敏春君） 2000年噴火災害の後の、いわゆる総括ということでございますが、国

あるいは道と協議しながら、それぞれ、今後の洞爺湖温泉を死守する、あるいは守っていく

ということから、遊砂地あるいは沈砂地、さらには泥流水路、そういうものを国に整備して

いただいて、今日の洞爺湖温泉があるというふうに理解をしております。 

  今日まで、洞爺湖温泉、温泉地としてことしは開湯100年の記念事業を開催させていただ

きましたが、今日まで発展を遂げさせていただきました。次の噴火災害がどの程度の規模あ

るいはどこから噴火するやも、ハザードマップの中では、危険区域がこの辺であろうという

ことが示されておりますけれども、私ども町として、やはり噴火災害があったときには、い

ち早く避難をしていただく、そして、噴火災害が終わったら、また戻ってきて、復旧、復興

に努め、このまちの発展のために寄与していく、これを繰り返してきたわけですけれども、

今後も、やはりそうあるべきではないかと私自身は思っております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ８番、沼田議員。 

○８番、沼田松夫君 答えとしてはその程度しかないのだろうと私も思うわけですけれども、

実際に、次の噴火が来たときに、どこが噴火の場所になるかで全く違う話です。これは余談

になるかもしれませんが、学者によっては、流れから、もっと正面からいったら、トンネル

のほうへ来るのではないかと言う人もおりますし、どこを破ってもおかしくないのだという

ようでございますから、明治の四十三山の噴火のときも大変な被害を受けているわけです。 

  2000年の噴火のときは、幸いに人が１人も死なないで避難した。よそのまちにお世話に

なって避難をさせてもらった状況で、戻ってきたら、結果としてこういうことになっていっ

たわけでございます。 

  そういう中で、最後に希望だけを言っておきます。 

  やはり、洞爺湖温泉をもう少しにぎわうような形にぜひ考えてほしいということが一つで

す。それから、200億円をかけた大磯分港を、このままただの船着き場にしていたらだめだ

と思います。何か使う方法を考えていただけたらと思うのであります。 

  私は、昨日の話にも出ましたが、ウニとかアワビという稚貝をつくる施設をつくって放流

するのもいいし、売るのもいいのではないかと思います。港の後背地をぜひ使う形を何と考

えられないかと思っております。 

  希望だけを言って終わりにします。ありがとうございました。 

○議長（佐々木良一君） そのほかに質疑はありますか。 

 ３番、五十嵐議員。 
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○３番（五十嵐篤雄君） この基本構想計画のほかに、体系を整理した用紙をいただきまし

た。この計画づくりにおいては、恐らく１期目の計画のさまざまな観点からの評価、分析の

中から、各章を統合したり分割したりしながら取りまとめるをされたのだと、この図では理

解をするところでございます。 

  どこの自治体でもそうなのでしょうけれども、この総合計画は、おおむねこのような形で

でき上がっているのだろうと思います。 

  私も、今回の一般質問の中で防災計画について質問をさせていただきましたけれども、あ

る意味、行政の仕事の落としやすい形でつくられています。これはこれでいたし方がない部

分もありますし、これが悪いという意味ではありません。そういう意味では、この体系の中

の項目を見てまいりますと、通常行っていくことが、そのまま計画として載せてあるものも

ございますし、新しく加わったものもあります。私は、書いてはいけないということではな

いのですが、当たり前にやっている部分もこの計画に載っています。最終的には、実施計画

の中に、予算や年次計画を見ながら事業としして落とし込んでいくのだろうということで、

こういうものをベースに仕事がしやすくなっているというのは、すごく理解ができるので

す。ただ、新しくこの赤い字で示された内容については、今までの反省、これからこのまち

の課題として重点的に取り上げて、今までなかったものを組み込んだといういことですか

ら、このことが、これからの政策の重要な中心に、要するに、やらなければならないことが

いっぱいありますけれども、特にこれを重点的にやりたいということで載せられたのだと私

は理解しました。 

  そういう意味では、これから出されるであろう事業の計画、予算との調整があるでしょう

が、事業として計画に盛り込まれてくると思うのです。この計画は、確かに10カ年、５カ年

で見るということですが、少なくても、この赤く書かれたものについては、10年などという

悠長な話ではなくて、前倒しで、一、二年で、解決とまではいかなくても、めどが見えて、

結果がある程度見えてくるぐらいの意気込みで取り組んでいっていかなければならない事柄

ではないかと私は理解しております。 

  この赤く書かれた事柄の取り扱いについて、どういう位置づけをされているかということ

と、この将来像は、従来からの文言でいいのですが、恐らく「住んでよかった、住み続けた

いと思うまち、地域資源を有効活用したにぎわいの創出」と書いてあることが、この赤字の

ことの総体的なあらわしと理解したいのですが、ちょっとそこまではあらわしていないかと

いうことも危惧するところです。 

  とりあえず、この赤く記された項目に関して、どういう取り組みをしていこうと考えて、

ここに載せたのか、それだけをお伺いいたます。 

○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） 第２期まちづくり総合計画の中で、第１章から第６章の部

分、各章の中で赤く明示されているところがあるかと思います。 

  一つには、2015年、昨年の洞爺湖町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定させていただ
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きました。そうした中で、洞爺湖町の人口ビジョン、今後、2060年までの人口ビジョンを想

定したときに、やはり少子高齢化、また、そうした中で、雇用の関係を今後どうしていくの

かという部分が課題になっていたところで、そうした部分を実行していく中で、総合戦略の

中でもうたっているところであります。 

  その戦略を入れていく中で、今回のまちづくり総合計画も並行していく部分になっていま

す。 

  一つは、雇用環境、雇用対策の充実ですが、これは、定住を促すという部分と、住宅環境

に整備がありますが、これにつきましては、平成28年度から、移住促進住宅や子育て住宅の

整備として進んできておりまして、今後、それを促進することによって、洞爺湖町に定住し

ていく、また、移住していくという置きかえるをふやしていきたいと思います。また、その

ような形の中で明示しているところであります。 

  また、誇れる地域資源を生かしたまちづくりの部分ですが、洞爺湖有珠山ジオパーク、ま

た、大学の連携という形で、洞爺湖町が持っている財産をフルに活用し、事業を展開してい

くことになっております。 

  特に、第４章に関しましては、今お話ししした少子高齢化の中でも、子育て支援について

は、重要視をして事業展開をしているところであります。また、現在もとり行っているとこ

ろもありますけれども、そのようなところを新しく赤く入れたところです。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩） 全体的に新たに赤字で入れたところというのは、近年、非常に大きな

ウエートがある問題を入れたということで、今までの黒い字が決して大事ではないというこ

とではありません。 

  その赤字を入れた部分については、やはり全体的な実施計画の中で、当然、予算状況に合

わせて実施していかなければならないというような考え方でありすますので、ご理解をお願

いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） その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） 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37号第２期洞爺湖町まちづくり総合計画の基本構想を定めることについ

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〕 
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○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号第２期洞爺湖町まちづくり総合計画の基本構想を定めることにつ

いては、原案のとおり可決されました。 

  ここで、11時30分まで休憩をとります。 

（午前１１時２３分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時３１分） 

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

    ◎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４、議案第38号平成28年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48ページであります。 

  議案第38号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号）でございます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号）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から、歳入歳出それぞれ１億776万6,000円を増額し、歳入歳

出の予算の総額を、歳入歳出それぞれ76億5,637万4,000円とするものでございます。 

  第２条は、地方債の変更でございます。第２表、地方債補正によるものでございますが、

内容については、事項別明細書の中でご説明をさせていただきます。 

  それでは、一般会計の事項別明細書の５ページと６ページをお開き願いたいと思います。 

  まず、歳入でございます。 

  １款町税、１項町民税、１目個人につきましては、2,000万円の増額でございます。当初

予算で収納額を厳しく見込んでいたところでございますけれども、当初の予想より調定額及

び収納額が伸びていることに伴う増額でございます。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金につきましては、53万1,000円

の増額でございます。障害児施設措置費負担金で、児童発達支援施設利用者及び日数の増に

伴う障害児給付扶助の増額によるものでございます。 

  ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金につきましては、4,422万1,000円の増額でござい

ます。消費税の引き上げに際し、低所得の住民に対する暫定的、臨時的な措置として、臨時

福祉給付金を支給する給付費及び事務費の補助でございます。 

  15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金につきましては、26万5,000円の増額

でございます。障害児施設措置費負担金で、児童発達支援施設利用者及び日数の増に伴う障

害児給付費扶助の増額によるものでございます。 
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  続いて、２項道補助金、３目農林水産業費道補助金につきましては、200万円の増額でご

ざいます。洞爺湖の漁業支援の安定化等を図るための内水面漁業支援事業に対する地域ずく

り総合交付金でございます。 

  次に、７ページ、８ページになります。 

  ３項委託金、１目総務費道委託金につきましては、87万7,000円の減額でございます。胆

振海区漁業調整委員会委員選挙費委託金で、経費の確定による減額でございます。 

  16款財産収入、２項財産売払収入、１目土地売払収入につきましては、514万9,000円の増

額でございます。三豊市及び洞爺湖温泉の町有地、２筆の売買・売り払い収入でございま

す。 

  17款、１項寄附金、１目一般寄附金につきましては、565万円の増額でございます。ふる

さと寄附金530万円の増、その他、給付金35万円の増によるものでございます。 

  20款諸収入、５項、３目雑入につきましては、1,087万3,000円の減額でございます。スポ

ーツ振興くじ助成金が、交付額の確定により1,360万円の減、眺湖通整備に伴う支障物件移

転補償費として、108万円の増、子育て応援住宅及び定住促進住宅の敷金収入として164万

7,000円の増によるものでございます。 

  ９ページ、10ページでございます。 

  21款、１項町債、２目民生債につきましては、出生数の増加による出産祝金支給事業の増

額に伴い100万円を増額するものでございます。 

  ４目農林水産業債につきましては、伏見橋道営事業負担金の増額に伴い580万円を増額す

るものでございます。 

  ５目商工債につきましては、多目的人工芝スポーツ施設整備におけるスポーツ振興くじ助

成金の確定、減額に伴う財源補正として1,290万円を増額するものでございます。 

  ９目災害復旧事業債につきましては、台風10号により被災した公共施設の災害復旧費に対

する起債措置として、一般単独災害復旧事業債2,200万円の計上でございます。対象経費に

対し充当率は100％で、交付税措置が47.5％となっております。 

  続いて11ページ、12ページでございます。 

  歳出でございます。 

  １款、１項、１目議会費で45万6,000円の増額でございます。議員期末手当32万6,000円の

増額、旅費13万円の増額を計上しております。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で140万円の増額でございます。郵送料の

増及び新聞広告料の増に伴う役務費の増額でございます。 

  ３目公有財産管理費で、551万4,000円の増額でございます。看板作成用機器の更新による

備品購入費21万4,000円の増額、ふるさと納税寄附金の増による特定目的基金積立金530万円

の増額を計上しております。 

  ６目諸費で423万7,000円の増額でございます。ふるさと納税寄附金の増に伴う返礼品経費

として、報償費で419万2,000円の増額、ふるさと納税クレジットカード決裁手数料として、
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役務費で４万5,000円の増額を計上しております。 

  ８目企画費で42万7,000円の増額でございます。まちづくり審議会、行革審議会の開催回

数の増による委員報酬８万円の増額、第２期まちづくり総合計画の印刷製本費として、34万

7,000円の増額を計上しております。 

  ９目広報費で、44万4,000円の増額でございます。発行ページ数が増加したため、印刷製

本費を増額するものでございます。 

  続いて、13ページ、14ページでございます。 

  ４項選挙費、３目胆振海区漁業調整委員会委員選挙費で87万7,000円の減額でございま

す。選挙事務経費の確定により減額を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300万円の減額でございます。介護保険

特別会計における職員給与改定及び会計間異動による給与等の減に伴いまして、繰出金を減

額するものでございます。 

  ５目社会福祉費で20万円の増額で、町内各集会所における修繕経費の増によるものでござ

います。 

  ６目後期高齢者医療で377万3,000円の増額でございます。後期高齢者医療特別会計におけ

る職員給与改定及び会計間異動による給与等の減額に伴いまして、繰出金を減額するもので

ございます。 

  15ページ、16ページになります。 

  ７目臨時福祉給付金給付費で4,422万1,000円の増額でございます。臨時福祉給付金給付事

業の事務費及び給付金の計上でございます。給付金は、平成26年４月の消費税引き上げに伴

う低所得者世帯の食料品支出額の増額分を参考とし、支給対象者１人につき１万5,000円を

支給するもので、予定対象者は2,700人を見込んでおります。 

  ４項児童福祉費、２目児童特別対策費で106万2,000円の増額でございます。放課後児童デ

イサービス利用者の増に伴う障害児給付費扶助の増額でございます。 

  ５項保育所費、２目常設保育所費で120万円の増額でございます。桜ケ丘保育所における

ゼロ歳児、１歳児保育の利用増加に伴う保育パート賃金の増額でございます。 

  17ページ、18ページでございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生管理費で110万8,000円の増額でございます。

定住自立圏連携事業による周産期医療確保支援事業負担金として40万8,000円の増額、健康

福祉センターさわやかにおける特定建築物定期調査報告業務委託料16万2,000円の増額、洞

爺ふれ愛センター暖房給湯ボイラー制御盤の修繕料53万8,000円の増額を計上しておりま

す。 

  ２目予防費で280万3,000円の増額でございます。出生数の増加に伴うワクチン接種が増と

なったことによる医薬材料費及び予防接種委託料の増額でございます。 

  ２項環境衛生費、１目環境衛生費で188万3,000円の減額でございます。平成27年度伊達し

尿等処理事務委託負担金の決算確定に伴う精算差額分の減額でございます。 



－188－ 

  19ページ、20ページでございます。 

  ４項清掃費、１目清掃管理費で61万円の増額でございます。指定ごみ袋の不足による購入

経費の増額でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費で589万5,000円の増額でございます。道

営農道整備事業費、伏見橋の関係でございますが、こちらの増に伴う負担金の増額でござい

ます。 

  ３項水産業費、１目水産業振興費で200万円の増額でございます。洞爺湖漁業協同組合に

よる内水面漁業支援事業への地域づくり総合交付金の交付決定に伴う補助金の増額でござい

ます。 

  ７款商工費、１項商工費、１目商工振興費で134万5,000円の増額でございます。地域おこ

し協力隊２名の追加経費、１月から３月の３カ月分として、共済費16万円、賃金108万3,000

円、使用料及び賃借料10万2,000円の増額でございます。 

  21ページ、22ページでございます。 

  観光費、１目観光振興費で272万7,000円の増額でございます。タイ語のパンフレット

5,000部の印刷製本費として62万7,000円の増額、海外の旅客誘致活動負担金として130万円

の増額、洞爺湖周辺地域冬季魅力発見周遊バス運行事業負担金50万円の増額を計上しており

ます。また、指定寄附による財田太鼓台改修事業補助金として30万円の増額を計上しており

ます。 

  ２目観光施設管理費で1,003万1,000円の増額でございます。多目的人工芝スポーツ施設に

かかわる消耗品として47万7,000円、チラシの印刷製本費として７万5,000円、プレハブ施設

の移設業務委託料20万6,000円、ウエブページ作成業務委託料14万4,000円、施設の案内誘導

看板作成設置工事費として452万6,000円、サッカーゴールなどの備品購入費として420万

6,000円の増額、いこいの家ふるさと交流センターにおける特定建築物定期調査報告業務委

託料として39万7,000円の増額を計上しております。 

  ８款土木費、１項、１目土木管理費で110万7,000円の増額でございます。洞爺10号線の用

地処理に伴う測量調査業務委託料48万6,000円、用地購入費62万1,000円の計上でございま

す。 

  23ページ、24ページでございます。 

  ２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費で139万2,000円の増額でございます。洞爺地区の街

路灯６カ所の修繕料として31万2,000円の増額、眺湖通整備に伴う支障物件の移設工事費と

して108万円の増額でございます。 

  ６項住宅・建築費、２目住宅管理費で、225万円の増額でございます。臨時職員１名分の

社会保険料７万7,000円、賃金52万6,000円を計上、定住促進住宅、子育て応援住宅の敷金積

立金として164万7,000円の増額でございます。 

  ９款消防費、１項消防費、２目災害対策費で14万6,000円の増額でございます。防災行政

無線の回線使用料の増額分を計上しております。 
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  25ページ、26ページでございます。 

  10款教育費、１項教育総務費、３目諸費で15万円の増額でございます。指定寄附による図

書の購入費用として５万円の増額、スクールカウンセラーの報償金として10万円の増額を計

上しております。 

  ３項中学校費、１目中学校管理費で124万9,000円の増額でございます。洞爺中学校体育館

暖房制御盤の修繕料の計上でございます。 

  ４項社会教育費、５目文化財費で60万7,000円の増額でございます。高砂貝塚保存整備に

伴う高砂川改修にかかわる実施設計業務委託料の計上でございます。 

  11款公債費、１項公債費、１目元金で６万3,000円の増額、２目利子で14万1,000円の減額

は借入金利の見直しに伴う償還額の変更でございます。 

  27ページ、27ページでございます。 

  12款給与費で2,617万円の増額でございます。給与では、職員給与改定及び会計間異動に

よる464万円の増額、職員手当では、昇格に伴う管理職手当400万円の増額、扶養手当70万円

の増額、通勤手当30万円の増額、災害等に伴う時間外手当400万円の増額、職員給与改定及

び会計間異動による期末手当270万円、勤勉手当500万円の増額、共済費では給与改定及び会

計間異動による483万円の増額を計上しております。 

  13款諸支出金、１項、１目地域住民生活等緊急支援費で108万円の増額でございます。出

産祝い金の支給件数増加に伴う扶助費の増額でございます。 

  29ページ、30ページでございます。 

  14款予備費でございます。1,123万7,000円を減額しております。 

  15款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、それか

ら、31ページ、32ページの、３項文教施設災害復旧費につきましては、起債措置による財源

補正でございます。 

  ４項、１目、その他公共施設費・公共施設災害復旧費につきましては、878万3,000円の増

額でございます。 

  海岸漂着物の収集・運搬処理委託料として200万円の増額、生ごみ堆肥化施設花美館の屋

根改修工事費として678万3,000円の増額でございます。 

  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。 
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  これから、議案第38号平成28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38号平成28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39号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、議案第39号平成28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。 

  提案利用の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案第39号でございます。 

  議案書53ページでございます。 

  議案第39号平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。 

  平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

  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。 

  事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

  事項別明細書の３ページ、４ページ、歳入でございます。 

  ８款、１項繰入金、２目職員給与費等繰入金で39万4,000円の増額、４目財政安定化支援

事業繰入金で111万円の減額、５目その他一般会計繰入金で71万6,000円の増額でございま

す。 

  ５ページ、６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39万4,000円の増額でございます。職員

給与改定等に伴いまして、給与で7,000円、職員手当で９万9,000円、共済費で28万8,000円

の増額でございます。 

  12款予備費で39万4,000円を減額しております。 

  以上、御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39号平成28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。 

 したがって、議案第39号平成28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40号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第40号平成28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） それでは、議案第40号、議案書の55ページでございます。 

  議案第40号、平成28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３号）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、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,471万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８億297万円とするものでございます。 

  第２条、地方債の変更は、第２表、地方債補正によるものでございますが、内容について

は、事項別明細書の中でご説明をさせていただきます。 

  それでは、事項別明細書の４ページ、５ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入でございますが、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に

つきましては、終末処理場設備工事経費の減に伴い724万円の減額でございます。 

  ７款諸収入、１項、１目雑入につきましては、眺湖通線整備に伴う下水道管渠移設工事に

かかわる補償費123万円の増額でございます。 

  ８款、１項町債、１目下水道債につきましては、終末処理場設備工事経費の減に伴い870

万円の減額でございます。 
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  ６ページ、７ページの歳出でございます。 

  １款公共下水道費、２項下水道建設費、１目下水道建設費で1,273万円の減額でございま

す。処理場設備工事委託料の契約執行残として744万円の減額、終末処理場建設工事で400万

円の減額、眺湖通線整備事業に伴う下水道管移設工事等の契約執行残として129万円の減額

でございます。 

  ２款、１項公債費、２目利子につきましては、借り入れ金利の見直しに伴い162万円の減

額でございます。 

  ３款予備費で36万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） 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号平成28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40号平成28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41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41号平成28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） それでは、議案第41号でございます。 

  議案書の59ページでございます。 

  議案第41号平成28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。 
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  平成28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、次に定めるところに

よるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ284万円8,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,729万1,000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させていただきます。 

  事項別明細書の４ページ、５ページでございます。 

  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につきましては、３万4,000円の

増額でございます。 

  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につきましては３万円8,000

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につきましては１万円9,000円の

増額でございます。 

  ４款、１項支払基金交付金、２目地域支援事業交付金につきましては４万円2,000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につきましては１万9,000円

の増額でございます。４目、その他一般会計繰入金につきましては、300万円の減額でござ

います。 

  ６ページ、７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300万円の減額でございます。 

  給与で186万9,000円の減額、職員手当で57万6,000円の減額、共済費で55万5,000円の減額

でございます。 

  ３款地域支援事業費、１項、１目介護保険事業費で15万2,000円の増額でございます。給

与で5,000円の増額、職員手当で３万8,000円の増額、共済費で10万9,000円の増額でござい

ます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（塩尻伸司） 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41号平成28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
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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号平成28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42号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、議案第42号平成28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。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案第42号でございます。 

  議案書の62ページでございます。 

  議案第42号平成28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28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

ろによるものでございます。 

  第１条で歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ750万円を増額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億679万9,000円とするものでございます。 

  第２条、地方債の変更は、第２表、地方債補正によるものでございますが、事項別明細書

の中でご説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の４ページ、５ページでございます。 

  歳入でございます。 

  ６款、１項町債、１目簡易水道債につきましては750万円の増額でございます。大原送水

ポンプ場テレメータ更新工事に伴うものでございます。 

  続いて、６ページ、７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26万円の増額でございます。職員給与改

定に伴う増額でございまして、給与で１万円の増額、職員手当で９万7,000円の増額、共済

費で15万3,000円の増額でございます。 

  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につきましては、量

水器取りかえ工事の契約執行残による13万円の減額でございます。 

  ２款簡易水道施設費、２項、１目簡易水道建設費につきましては817万円の増額でござい

ます。 

  大原送水ポンプ場テレメータ更新工事で1,030万円の増額、財田地区排水管布設工事の契
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約執行残による213万円の減額でございます。 

  8ページ、9ページでございます。 

  ３款、１項公債費、２目利子につきましては、交際費支払い利子の確定による30万円の減

額でございます。 

  ４款予備費で50万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） 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42号平成28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42号平成28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43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43号平成28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） それでは、議案第43号でございます。 

  議案書66ページでございます。 

  議案第43号平成28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28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

ころによるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ377万円を減額し、歳入歳出予算の
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総額を歳入歳出それぞれ１億5,841万7,000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させていただきます。 

  事項別明細書の４ページ、５ページでございます。 

  歳入でございます。 

  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につきましては377万3,000円

の減額でございます。 

  ６ページ、７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377万3,000円の減額でございます。 

  給与で183万3,000円の減額、職員手当で110万7,000円の減額、共済費で83万3,000円の減

額でございます。 

  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43号平成28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43号平成28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。 

  暫時、休憩いたします。 

  ここで、説明員の方は、退席されても結構です。 

（午前１２時０７分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１２時０８分） 

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

    ◎意見書案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（佐々木良一君） これから、意見書案第５号子ども医療費無料化を国の制度として創

設することを求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、読み上げて提案させていただきます。 

  「意見書案第５号、平成28年度12月12日、洞爺湖町議会議長佐々木良一様。提出議員立野

広志、賛成議員小松 晃。 

  子ども医療費無料化を国の制度として創設することを求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大

臣」。 

  裏面を読み上げます。 

  「子ども医療費無料化を国の制度として創設することを求める意見書（案）。 

  病気にかかりやすい乳幼児がいる家庭、ぜんそくやアトピーなど、通院の回数が多い病気

の子どものいる家庭にとっては、医療費が大きな負担です。いま日本は、子どもの貧困率が

過去最悪を更新し、６人に１人の子どもが貧困状態に置かれています。経済的理由で必要な

治療を受けられず、健康をむしばまれている子どもの深刻な問題が各地で生まれています。 

  子ども医療費の無料化・軽減は父母や医療関係者らの声にこたえ、全国で多くの自治体が

実施するところまで広がりました。しかし、自治体ごとで対象年齢が異なったり、所得制限

が設けられたりしています。窓口で支払わなくてもすむ自治体もあれば、いったん窓口負担

し、申請して後日払い戻される自治体もあります。どこに住んでいても、安心して医療を受

けられる子育ての仕組みをつくることは、日本の少子化の打開にとっても大きな力になるこ

とは明らかです。また、医療費の無料化によって、子どもの早期受診・診断が進んだことで

重症化を防ぎ、むしろ、医療費抑制効果が出ている自治体の調査も明らかにされています。 

  よって、国においては、子どもたちの健やかな成長を保障するため、子ども医療費無料化

の独自の努力をしている自治体に対する国庫負担減額調整を廃止し、中学校卒業時までを目

途とし、当面、小学校卒業までの医療費無料化を、全国一律の仕組みとして創設することを

強く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成28年12月12日。 

  北海道虻田郡洞爺湖町議会議長佐々木良一」。 

  以上です。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 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。 

  ご苦労さまでした。 

  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、意見書案子ども医療費無料化を国の制度として創設することを求める意見書

（案）についてを採決いたします。 

  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、意見書案第５号子ども医療費無料化を国の制度として創設することを求める

意見書（案）については、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、意見書案第６号介護障害福祉従事者の人材確保と賃金引

き上げを求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、読み上げて提案させていただきます。 

  「意見書案第６号、平成28年12月12日、洞爺湖町議会議長佐々木良一様。提出議員立野広

志、賛成議員下道英明。 

  介護障害福祉従事者の人材確保と賃金引き上げを求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、参議院議長、衆議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣」。 

  裏面を読み上げます。 

  「介護障害福祉従事者の人材確保と賃金引き上げを求める意見書（案）。 

  政府は、昨年４月から介護報酬を2.27％も引き下げました。物価高を勘案すれば、過去最

大の引き下げです。介護事業所には深刻な影響が出ており、既に休止や廃止に追い込まれた

事業所が出てきています。 

  平成27年度補正予算や28年度本予算では、一番求められている介護職員の賃金引き上げは

盛り込まれず、介護離職ゼロの看板を掲げたものの、このままでは人手不足で介護サービス

が崩壊し、逆に介護離職がふえるおそれがあります。 
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  本当に介護離職を削減するには、介護職員の賃金を引き上げて、すぐれた人材を確保し、

介護サービスの基盤を立て直すことが不可欠です。 

  いま、介護１・２の生活援助や福祉用具の原則自己負担化が進められています。これで

は、ますます介護サービスが受けられなくなり、家族に負担がのしかかり、介護離職ゼロ政

策にも逆行します。 

  介護は誰の身にも降りかかる問題であり、介護する人、される人を支える介護職員等の処

遇改善は、党派を超えて政治が一丸となって取り組まなければならない課題です。 

  国においては、介護職および障害福祉職員の待遇改善・賃上げを行い、真に介護離職ゼロ

をめざすよう求めるものです。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成28年12月12日。 

  北海道虻田郡洞爺湖町議会議長佐々木良一」。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 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。 

  ご苦労さまでした。 

○議長（佐々木良一君） 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、意見書案第６号介護障害福祉従事者の人材確保と賃金引き上げを求める意見書

（案）についてを採決いたします。 

  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、意見書案第６号介護障害福祉従事者の人材確保と賃金引き上げを求める意見

書（案）については、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎意見書第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、意見書案第７号地方議会議員の厚生年金制度加入を求め

る意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 
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  ７番、小松議員。 

  読み上げて提案します。 

  「意見書案第７号、平成28年12月12日、洞爺湖町議会議長佐々木良一様。提出議員小松

晃、同じく岡崎訓、同じく越前谷邦夫、同じく五十嵐篤雄、同じく七戸輝彦、同じく大西

智。 

  地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、総務大臣、

厚生労働大臣」。 

  裏面を読み上げます。 

  「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案）。 

  地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡充し、自主性及び自立性の高まり

が求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が各段に重くなっ

ている。 

  また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められて

いる。 

  しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減少

し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問

題となっている。 

  こうした中、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることが、議員を志す

新たな人材確保につながっていくと考える。 

  よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の

厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成28年12月12日。 

  北海道虻田郡洞爺湖町議会議長佐々木良一」。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 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。 

  ご苦労さまです。 

  これから、討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第７号地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案）に

ついてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり採決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、意見書案第７号地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案）

については、原案のとおり可決されました。 

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

    ◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、意見書案第８号大雨災害に関する意見書（案）について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） 提出者を代表しまして、読み上げて提案をいたします。 

  「意見書案第８号、平成28年12月12日、洞爺湖町議会議長佐々木良一様。提出議員五十嵐

篤雄、同じく七戸輝彦、同じく岡崎訓、同じく越前谷邦夫、同じく髙臣陽太、同じく立野広

志」。 

  大雨災害に関する意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、

厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官、内

閣府特命担当大臣（防災）」。 

  裏面をごらんください。 

  大雨災害に関する意見書（案）。 

  北海道では、本年８月、台風７、11、９号が相次いで上陸し、さらに台風10号の影響によ

る集中豪雨に伴う河川の氾濫などにより、住宅や農地への浸水被害及び道路・鉄道の決壊や

土砂災害が発生したところである。また、定置網・養殖施設被害など水産被害も大きなもの

がある。 

  このように、全道各地で甚大な被害が発生し、住民の暮らしや経済活動に多大な影響が生

じている。 

  こうしたことから、住民が一日も早く、安心してもとの生活を取り戻すことができるよう

早急な災害対策と今後の防災対策が必要とされている。 
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  ついては、このたびの災害からの迅速な復旧と今後の防災対策に向け、下記の事項につい

て特段の配慮を強く要望する。 

  記。 

  １、自治体の応急対応や復旧復興に要する経費について特別交付税による財政支援や災害

復旧事業債の資金確保など十分な地方財政措置を講ずること。 

  ２、被災した道路・河川・鉄道等の公共土木施設、水道施設、農地・治山・林道・漁港等

の農林水産業施設、社会福祉施設、医療機関、学校等文教施設及び文化財等の災害復旧に対

して支援を行うこと。 

  ３、復旧だけではない、水害に強い河川の改修への財政措置を講ずること。 

  一級河川のみならず、北海道管理河川においても浸水被害解消のため、抜本的な河川改修

が可能となるよう特段の財政措置を講ずること。 

  ４、住宅被害を受けた被災者が、もとの生活を取り戻すための、必要な各種支援制度につ

いて、十分な財政措置を講ずるとともに、迅速かつ柔軟な運用を行うこと。 

  ５、農林水産業への被害について、農林漁家の経営意欲を後退させないよう、災害に強い

農村漁村づくりへの措置を講ずること。 

  ６、大量の流木等が農地の復旧や漁業の操業等の支障とならないよう、流木等の災害廃棄

物の迅速な回収や処理に必要な経費に対し、特段の財政措置を講ずること。 

  ７、被災中小企業に対し、資金繰り支援を行うこと。 

  ８、異常気象等を起因とする災害発生状況を踏まえ、より強靭な道路・河川を初めとする

公共施設の整備を推進するため、老朽化施設の補修・更新や施設の日ごろ維持管理に対して

特段の財政措置を講ずること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成28年12月12日。 

  北海道虻田郡洞爺湖町議会議長佐々木良一」。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 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。 

  ご苦労さまです。 

  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、意見書案第８号大雨災害に関する意見書（案）についてを採決いたします。 
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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、意見書案第８号大雨災害に関する意見書（案）については、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。 

  あすから明年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。 

（午前１２時２５分） 
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