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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。 

  現在の出席議員は、12名であります。沼田議員、七戸議員から、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、１番、岡崎議員、２番、越前谷議

員を指名いたします。 

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

◎一般質問について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、一般質問を行います。 

  ２番、越前谷議員の質問を許します。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） おはようございます。２番、越前谷でございます。 

これから、通告いたしました案件について、一般質問をさせていただきます。 

毎回申し上げておりますけれども、一般質問というのは政策論争の場であるわけでありま

す。したがって、大局的に質問させていただきますので、理事者の見解を求めますが、今回

の通告内容からいくと、ソフト面のところに多く触れさせていただきますので、その点もご

理解とご了承賜りたいと思うわけであります。 

さて、今、内閣では、経済の政策の一環といたしまして、その柱の一つである、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略ということで、各自治体に働きかけをしながら、いかにこの地方を

創生するかというのを重点的に進めているわけであります。 

洞爺湖町におきましても、合併をいたしまして10年過ぎて、今年度、29年度からまちづく

り第２期の総合計画が始まっているわけであります。 

私は、今回の質問の中で、これから５年先、10年先の洞爺湖町というのは、一体どういう

航路を進むことになるのかな、その点について理事者のビジョンと政策について伺いをした

いなと思うわけであります。 

政府が今、平成12年から公表しているわけでありますけれども、年別にいろいろとこの統

計から、未来の出来事を紹介しているわけであります。そういう書物も出ているわけであり

ます。そのことにちょっと触れさせていただきたいなと思います。 

2024年には、３人に１人が65歳以上、超高齢者大国になると言われております。それから、

2026年の仕事も触れさせていただきますけれども、認知症患者が700万人規模になると言わ

れております。それから、2027年ごろには輸血用の血液が不足するということでございます。
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そして、2040年、この2040年というのは、行政側も議会側も熟知をされているだろうと思う

わけでありますけれども、自治体の半数が削減の危機に陥ると言われております。2040年に

は自治体の半数が消滅する危機になると言われております。それから、2050年、世界的な食

料の争奪戦に巻き込まれるということになっているようであります、統計からいくと。 

それで、洞爺湖町におきましても、きのうの町長の行政報告の中でも触れておりますが、

洞爺湖町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員を任期満了によって16名を委嘱されて、そ

の中におきましても、やはり地方創生のあり方を協議されているだろうと思います。 

なぜこの件について触れているかというと、まち・ひと・しごと創生総合戦略というのは、

第２期の洞爺湖町のまちづくり総合計画実践計画にも連動性があるだろうということで、触

れさせていただいているわけであります。 

私は、何といっても第２期のまちづくり、それから将来の洞爺湖町を大きく飛躍させるた

めにも、５年先、10年先のグランドデザインというものを住民にしっかりと情報提供をした

中で、行政だけがまちづくりを一生懸命進めれば、その町が活性化になる、躍動する、飛躍

するということではないだろうと思います。当然のことに、行政も議会もそして住民の方々

も一緒に賛同した中で、まちづくりを進めることが重要であるだろうと、いわゆる三輪車体

制の推進こそが私は極めて重要だろうと思います。 

そこで、町長に、伺っておきたいなと思うのは、この住民が参加するまちづくりの手法と

して、どういう理念に基づいて方策等々を考えているのか、まず伺っておきたいなと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） かねてから申し上げていることでございますけれども、私のまちづく

りの理念と申しましょうか、いわゆるまちづくり審議会、これが大きな柱になるわけでござ

います。ここには当然、一般公募の方にも入っていただく、これが原則でございます。さら

には、今後の将来の町の財政状況等々を勘案するために、行財政改革審議会、これも一つの

大きな柱になってこようかというふうにも思っております。 

それで、まちづくり審議会でご意見、答申をいただきました第２期まちづくり総合計画、

これに基づき、そこに町の財政状況を勘案しながら、今、第１期ではでき得なかった事業、

そして、第２期で新たに出てくる事業等々を踏まえ、将来的にも安定したまちづくり、そこ

には当然、ある一定の人口がなければならないということから、このままの状況では社総研

で示す人口動態になり得る可能性もありますので、そこに地方創生等々の事業を取り込みな

がら、さらには、企業誘致もこれまた一つ大きな問題かなというふうにも思っております。 

  私どもの地域の特性として、噴火する山、有珠山を抱えておりますので、精密工業、また、

それに類するような企業等々の誘致はなかなか難しいかなという部分がございますが、幸い

にして景勝地、洞爺湖、あるいは中島を抱えております。今、さきの行政報告でも報告させ

ていただきましたが、新しくこの地域に来てご商売を始めたいという方のお話を伺っている

ところでございまして、その方々と一緒になって、以前から観光業を開いている方もいらっ
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しゃいます。それらの方々との差を少しでも埋めるべく、そして地域にどのようにして貢献

していただけるか、そういうことを見きわめながら、この地域の発展を伸ばしていかなけれ

ばならないだろうなと。 

ただ、残念なことに、私ども今、住んでいらっしゃいます九千何がしの方々、高齢化率が

非常高くなってきております。正式には39.97％、約40％の高齢化率になっている状況もご

ざいます。この方々が、この地域で生まれ育ち、そして、最後までこの地域で安心して暮ら

せる、こういうふうなものをしっかり見据えたまちづくりを進めていかなければならないな

というふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、理事者が述べられておりました将来の展望、いわゆるこのビジ

ョンについては、同感であるわけであります。今、理事者も触れておりますが、しっかりと

した、時代に対応でき得るこのまちづくりをどう進めていくかということが大きな課題では

ないのかなと思います。 

少子高齢化、これから触れさせていただきますけれども、そういった方々をどうこの洞爺

湖町という社会の中において、生き生きと安心して生活でき得るかという、そういうビジョ

ンと政策というものを明確にして進める必要があるだろうと思います。今、理事者も述べら

れておりますように、多くは人口減少課題だろうと思います。この人口減少課題というのは、

洞爺湖町ばかりではございません。全国どの自治体もこの人口減少課題をどう乗り切るのか、

どう打破するのか、どう脱客するのかという、そういういろいろな政策を打ち出しながら、

方策を遂行するという努力を深めているわけであります。私は、この人口流出の傾向をいか

におさめるかという、いわゆる転出者をいかに少なくするかと、それから、転入者をどうふ

やすかということも、大きなこれからのまちづくりの根幹として、政策の一環として、取り

上げていかなければならないだろうなと思います。 

  洞爺湖町におきましても、当然なことに総合戦略に基づいた独自事業も進めているのは見

えております。その辺については、私は高く評価をしているわけでありますが、しかしなが

ら、人口減少ということになりますと、なかなか一生懸命やっていても特効薬がないという

のが現状ではないでしょうか。 

したがって、この人口減の特効薬になり得る施策として、どういうものがあるのかという

と、答弁に困るかわかりませんので、少子化対策として今、どのような施策をもって推進を

しているのか、その点、ちょっと担当課長からでも答弁お願いしたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 現在、当町で行われております独自事業の子育て支援策でご

ざいますけれども、これまでに子育て支援策につきましては、一昨年の出産祝金や中学生ま

での医療費無料化、インフルエンザ予防接種費用の無料化、また、昨年は子ども未来塾の開

設などを実施し、さらには今年度から保育所や私立幼稚園利用者負担金の一部助成、就学援

助事業の基準見直し、子育て支援ごみ袋の支給などを実施しているところでございます。 
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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、課長のほうから、医療であるとか、あるいは出産であるとか、

インフルエンザであるとか未来塾であるとか就学等々の答弁をしてくれました。それは当然

なことで、答弁された課長あたりは本当に情熱を持って、こういう施策を邁進するために努

力をされているわけであります。 

しかし、少子化対策というのは、功を奏したといっても、いわゆる妊娠をする女性の方々、

あるいはまた、出産できる年齢層の方々が少子高齢化によってどんどん少なくなってきてい

ると、これは当然洞爺湖町ばかりではないのですけれども、今答弁なさったのは、特殊出生

率をどう伸ばすかということも努力されているということになるのでしょう。しかし、総合

的に、先ほど申し上げました若い方々がこの町で生活でき得る、するという、そういう環境

にないのではないかなと思っております。 

それはどういうことかというと、雇用の問題もあるでしょう。働く場所がない、それから、

住宅事情の関係については、昨今いろいろ各地域に公営住宅を建てたり、あるいはまた、民

間のアパート等々利用された中で、住宅事情というのはある程度、自分の目からいくと解消

されてきているのかなと思うのですけれども、いかんせん、雇用の場があるようでないのが

実態であります。先ほど、理事者も企業誘致にもこれから努力をしていくということに触れ

ておりますけれども、総合的に判断をしても、若い方々がこの町で生活でき得るような、そ

ういう環境を整えなければ、私は人口増とか、あるいはまた、泣き声やらはしゃぐ声やら笑

いの、子供たちの声が聞こえない地域になるという懸念をしております。 

それで、高齢者の高齢化の問題で、18年には75歳以上が65歳から74歳を上回るという、そ

ういう推計にもなるわけであります。こういう高齢者もどんどんふえてくるわけであります

から、子供の対策、高齢者対策、これも積極的に進めていかなければならない。何はともあ

れ、今、生活をしている方々が、この洞爺湖町という地域社会の中において、安心して生活

のでき得る、そういう環境になれば、やはりこの少子化対策というものもクリアできる、高

齢者対策というものもクリアできるだろうと思っております。 

私は、昨年、洞爺湖行政がとり組んだ中学校を卒業するまでの医療費の課題、この医療費

を無料化したということで、いろいろ若いお父さん、お母さんから、中学校までにしてくれ

たのは非常に助かると、本当に、よくぞ真屋町政は中学校までにしてくれたと。ただ、もっ

と嬉しいのは、高校まで医療費の無料ということになったならば、もっと助かるしありがた

いと､本当にこの町で生活していきたいと、そういう環境になり得るのではないかなと思っ

ております。 

したがって、そういうことを考えれば、一つには医療費の中学生までの無料は去年ですか

ら、すぐ来年からということにはなりはしないのではないかなと、返ってくる答弁はおのず

とある程度わかっているのですけれども、行政として今すぐできないけれども、２年先には

やると、３年先には高校まで医療費を無料にするぞと、そういう展望とか、決断があったな
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らばお聞かせ願いたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 医療費の問題もそうですし、あるいは授業料の問題もそうでござい

ますが、今、国の動きも何かしら子育て対策の事業を増強しなければならない、いわゆる

少し後押しをしなければならない動きが出てきているように思えております。 

そんな中、いろいろなところで国のほうも協議をしているようでございますけれども、何

はともあれ財源が問題になってくるであろうと、その財源対策をどうするかと。何か聞くと

ころによると、企業の支援もいただこうなんていう話もあるようですが、なかなかそうはい

かないのが現実でございまして、しっかりしたビジョンを持たなければならないだろうと。

私どもも今回、保育料金を半額にさせていただきました。できることであれば、本当に全額

無償ということをやりたいわけでございますが、やはり財源と相談しながら進めていかなけ

れば、先行きこの町全体の問題にも波及してくるおそれがある。今現在、高校の医療費無料

化、これらにつきましても、やっぱりきちっとした財源措置を考えながら進めていかなけれ

ば、なかなか厳しいものがございます。 

思いは、本当はやっぱり小さな町で何かきらりと光る、こういうことをやっているのです

よとアピールできれば一番いいのですが、ご承知のとおり、この町は平成21年から財政の早

期健全化団体に指定された町であります。やはり、頭から財源の問題はどうしても離れない、

そんな中でも何かできる状況が整えば、それはそれでやはりこの町はこういうことをやって

いますよ、他にはこういうことをやっていないこともやっていますよということは、本当に

まだこれからいろいろ詰めていかなければならないことがありますけれども、気持ちとして

はそういうことはやって上げたいなというふうにも思っているところでございます。 

  また、企業の関係で申しますと、この間も行政報告させていただきましたが、中国永同昌

省がいよいよポロモイ付近で営業再開すると、あの場所で住宅を建てるということがなかな

か今現在は厳しい状況で聞いております。そんな中、札幌に関係する方がお住まいでござい

ますけれども、うちの副町長のほうに、公営住宅のあいているところを何とか利活用させて

くれないかという申し出もあるように聞いていました。できればそういうところを利用して

いただいて、また、若い方が入ってくることによって生産人口がふえることにより、子供の

数、それも将来的にふえていく要素があれば、見守り、あるいは支援できるところは支援し、

子供の数を何とかふやせられるような状況が出てくればなというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 理事者の基本的な人口減少対策については理解をしているわけであ

ります。確かに、言われるように自分は痛いほど身にしみるわけでありますけれども、やっ

ぱり財源が乏しいと、財源があればやってあげたいと、こういうことでございます。それは

十二分に理解できるわけでありますけれども、できるだけ若い方々がこの地域で居住できる

ような、そういう地域をつくり上げていくためには、今、何をしなければなないのかという

ことを、やはり声を出し合ってメッセージを発信できるような、そういう取り組みも私は必
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要ではないのかなと思っております。 

隣町の町長の名言を述べさせていただきますけれども、どの町もそうだと思いますけれど

も、人口減少、これは洞爺湖町としては危機意識を持って行政執行を行っていきたいという

のが、先日のマスコミ報道の中で触れているわけであります。どの町もそうだと思うのです

よね。この人口減少対策、若い方々にこの町に来ていただきたいと。やはりその自治体自治

体ごとに若い方々に来ていただきたいために、いろいろな施策、方策を持ってやっています。 

例えば、先ほど中学校まで洞爺湖町は医療費を無料にしたと。では豊浦はどうなのだ、豊

浦町は高校までと。それから、公営住宅を建設されて若い方々にぜひ入居していただきたい、

あるいは壮瞥町の例を取り上げると、若い方々が公営住宅に入居できる環境で、若い方々が

積極的にこの公営住宅の設計時にも参加するという、そういう体制の構築を図っているわけ

であります。道東あたりに行くと、やはり住宅を建てる場合には400万円の助成をしましょ

うと、あるいはまた、家を建てる場合の材木を全部提供しましょうとか、そういう努力をさ

れている町があるわけでありますが、先ほど町長が申し上げているように、我が町は我が町

として、いろいろな事情等を抱えてきた町だけにやむを得ないという判断の中から、だとす

れば、私はこれから５年先、10年先のまちづくりをどう進めていくのかということを考えて

みたときに、住民の声も吸収するという、それから、外部の声も吸収する。外部の方々の声

も聞きながら、まちづくりの方向性の戦略の中に入れてもらうということを考えれば、今、

各市町で行っている、例えば大学生の方々のシンポジウムを開いたり、あるいはまた、住民

も参加した中でのフォーラムを開催するとか、そういったことにいろいろ情熱を傾けている

という、そういう実態の例もあるわけであります。 

私の生まれた熊石、今はもう八雲町で、私が中学生のころは、毎度申し上げておりますけ

れども、１万2,000人ぐらいいた人口が、自分のいた旧熊石町は三千ちょっとまで、もう九

千近く人口減少が著しく進んでいる町であります。そこで、それから脱却をしなければなら

ない、何かいい方法がないのかなということで、八雲町、旧熊石町で取り組んでいるのは、

まちづくりに札幌大谷学園大学という大学生にいろいろなイベントに参加してもらうと、そ

れから、この熊石町にはどういう食材があってどういう郷土料理があるのかなと、それを全

国に発信をしたらどうなのだという、そういうアイデアを大学生からいただくという、そう

いうことも一生懸命やっておりますので、洞爺湖町も酪農学園等の連携で、いろいろなお力

添えをいただいている。先日のツーデーマーチにも、十六、七名が中島の散策コースをいろ

いろ説明に協力してくれたり、ああいうスタイルをもっともっと拡大はできないのかなとい

う思いを私は持っております。 

したがって、そういう大学生などの声を吸収するとか、大学生ばかりでなくてもいいと思

います。我が町の小中学生の声も聞く、高校生の声も聞くという、そういうやはり戦略も考

えてはどうなのかなと思っております。 

私は前に進みますが、最近、町長、外国人の方々と出会う機会が非常に私もふえてまいり

ました。外国人が私のところに寄ってくると、私は横文字は全く苦手な人間でありますから、
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来られたら困るなと思って、あなた何歳ですかと言ったら、セブンワンとかセブンツーと

言ったら、72歳ですかと、向こうのほうが日本語を熟知しているような状態でありまして、

法務省の統計からいっても、町長、2016年末で在住１年以上の外国人は238万人いるようで

あります。そして、日本で働く外国人の数は、技能実習生も含めて100万人を越えていると。

この洞爺湖町にもいろいろ就労されている方もいるようですし、あるいはまた、洞爺湖町内

に外国人で居住をされている方もいるようでありますから、この洞爺湖町の外国人の居住状

況の中で、洞爺湖町の実態はどのような実態になっているのか、担当課長お聞かせ願えれば

なと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 洞爺湖町における現在の在住状況でございます。 

８月31日現在でございますけれども、総数で137名となってございます。また、28年が100

名、ちょっと増加の傾向となってございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 倶知安だとかニセコ周辺の中では、いろいろ外国人の方々が居住を

しているということの中で、コミュニティーの問題であるとか、あるいはまた、文化の違い

の課題が山積しているという、そういうマスコミ報道もあったのですが、洞爺湖町内におい

て、そういう文化であるとかコミュニティー等々の関係で苦情が寄せられたという、そうい

う例はあるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 現在のところ、そういう苦情的な形のものはちょっとまだ耳には

聞いてございません。大体洞爺湖町での外国人なのですけれども、ほぼ洞爺湖温泉地区での

ホテル従業者、また本町地区においては、水産加工業ですとか漁業者における技能実習生が

多いのかなということで考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、住民課長が述べられておりますように、洞爺湖町内においても

外国人の就労者が目立っているのですね。もとは中国人が多かったのですが、最近はベトナ

ム人が多いということのようであります。なぜベトナム人が多いのかなということを就労者

を雇っている漁民の方々に聞いてみると、ベトナム人のほうが日本に来るために約100万円

をかけて、研修を受けたり教育を受けたりするということなのですよ。それで、100万円も

かけているわけでありますから、この日本に来たならば、もっと100万円の経費を賄うそれ

以上のものを稼がなければだめだということで、非常に働くそうです、ベトナム人は。そう

いうこともあって、雇うならば今のところはベトナム人だという声が随分聞こえてきます。 

今、この場で何を言いたいのかというと、そういう外国人の方々の居住もふえてきている、

就労者もふえてきている。したがって、我々洞爺湖町民と非常に融和が保てるような、そう

いう環境というものを提供しながら、日本の洞爺湖町というのはこういうすばらしい町であ

るという、そういう環境等々も提供するという努力を深めていただきたいなと思うのですが、
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ここで行政側のことことに対しての答弁はあるでしょうか。なければ、次に進めさせていた

だきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 先ほど、町長からも企業誘致の関係で、雇用者を公営住宅に入れ

てくれないかというような相談もありましたけれども、民間企業の雇用、福利厚生という

ことからすると、事業者が基本的にそれを用意するというのが基本になるとは思います。

ただ、やはり雇用対策ですとか人口増対策、そういったことを含めた中で、町が何かをお

手伝いすることができることがあれば、それは検討していきたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 先ほど外国人の居住状況であるとか就労状況を伺ったわけであり 

ますけれども、先ほど伺った中で理事者も企業誘致にも努力をしていくということでありま

す。 

それはそれとして、私は歓迎を申し上げたいなと思うのですが、今の大手資本、大手の企

業は、いわゆる人口減少になることによって、日本国内において就労する人たちが減少して

くると、そういうこともあって、大企業の方々は海外への進出を試みているようであります。

そのことも私はしっかりと捉まえた中で、どういう企業誘致を高めるべきかという、やはり

検討、議論、検証、見聞を図るべきではないのかなと思っております。そういうことでござ

いますので、ぜひ洞爺湖町においては企業誘致にも努力をしていただきたい。 

それから、外国人の方々と融和を保たれるような、そういう環境提供をするという努力を

深めていただきたいなと思います。 

次に進めさせていただきますが、生活困窮の自立支援法というのは、2015年に施行された

わけであります。これは、いわゆる学習の支援事業ということであります。この学習支援事

業の中で、生活困窮者の自立支援に基づいて、現在約２万人の子供が利用しているというこ

とでございます。これは、きのうも議論になっておりますけれども、民泊のあるところであ

るとか、あるいはまた、公共施設内であるとか、そういったところでボランティアであると

か、あるいはまた、元教員の方々が、学校に居場所のない方々、子供たちも含めて子供の相

談を受けたり、いろいろな努力をしているわけであります。 

2017年度、今年度には、そういう生活困窮者自立支援法に基づいて学習支援事業などを

行っている自治体というのは、約500自治体もあるわけであります。500自治体が学習支援に

取り組んでいるわけであります。文部科学省の統計では、高校中退者は近年減少傾向であり

ますけれども、2015年は約４万9,000人が高校中退しているということであります。こうい

うことでございますので、それから、中学卒業後進学をしない子供、これは大体１万3,000

人という、そういう統計が出ているわけであります。私は、いろいろな洞爺湖町の議会の中

でも、貧困対策というのが随分議論されているわけでありますけれども、2015年時点で子供

の貧困率は13.9％、７人に１人が貧困の子供たちであるという、非常に先進国では高い水準

になっているわけであります。 
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したがって、こういう生活困窮世帯の子供たちをどう救済していくのか、どう教育をし

ていくのかと、そういう教育支援というのが極めて重要であるという思いを持っておりま

すが、洞爺湖町内において、こういう学習支援事業という実態があると思いますけれども、

お聞かせ願えればなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

○社会教育課長（永井宗雄君） 学習支援事業は、2015年に施行された生活困窮者自立支援

法に基づきまして、生活保護受給世帯など経済的に困窮している家庭の小中学生を対象に、

教育機会の提供を行っているものでございます。 

当町の取り組みといたしましては、社会教育が実施しております地域未来塾が、小中学

生の放課後の学習機会の場の提供として27年度から取り組んでおり、塾への参加につきま

しては、経済的に困窮している家庭等も含めて、誰もが未来塾に登録でき、無料で学習機

会の提供を受けることができます。 

地域未来塾では、学習習慣を身につけ、基礎学力の向上を目指すことなどを目的に、地

域の方々の協力をいただきながら実施しており、これまでの実績については、平成27年度

は長期休みの実施で登録児童生徒数58名、延べ173人、平成28年度については、長期休みの

ほか、毎週指定曜日による開設日をふやしまして、登録児童生徒数72名、延べ1,065人の利

用をいただいております。なお、登録者の増により、平成29年度から本町地区におきまし

ては、母と子の館へ会場変更を行いまして、学習環境の充実を図ったところでございます。 

また、生活困窮者自立支援法に基づきました学習支援事業につきましては、胆振総合振

興局が実施運営を委託しておりますＮＰＯ法人が、町内公共施設におきまして実施してお

ります。この事業につきましては、町内の生徒が利用されている状況となってございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。 

学習支援事業については、洞爺湖町も一生懸命努力されていますよということでござい

ますが、生活困窮世帯の子どもをどう救済をしていくのかということも、これからそうい

う学習支援事業をやる中において、やっぱり念頭に置いた支援事業を行っていただければ

なと思っております。 

今、大変苦慮しているのは、児童の心理的虐待が随分ふえてきているということが、新

聞紙上を踊っているわけであります。2016年度に道内10カ所の児童相談所が分室も含めて

あるようであります。この児童相談所に相談に来まして対応した虐待に関する相談で、心

理的虐待が前年比からいくと約26％増、3,138件だそうであります。非常に今、子供の虐

待というのがふえていると。児童虐待の全体は、前年度対比からいくと24％増の4,825件

もあるそうです。非常にふえていると。うち心理的虐待は65％も占めているというのが、

新聞紙上で踊っているわけであります。胆振領管内を管轄する室蘭児童相談所、虐待に関

する2016年度の相談件数は、判断した中で32.7％の増、105件増で426件もあるようであり

ます。過去10年で最多だということであります。年々児童の心理的虐待、これは当然、身



－95－ 

体的虐待も性的虐待もあるようでありますけれども、いかんせん心理的虐待だけでもこれ

だけの虐待があると。4,825件の虐待のうちで、日高胆振でも426件あるようであります。 

洞爺湖町もこういう児童虐待というのはあるのでしょうか。その実態というのをお聞か

せ願いたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 当町における児童の虐待の疑いと思われる事案でございま

すけれども、年に１件から２件程度はございます。内容によっては、児童相談所で一時保

護するという場合もございます。大人より力の劣る児童への虐待、これは絶対に許される

ものではありません。子供の身の安全を守ることは、大人の大事な義務であるというふう

に考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） わかりました。 

１件から２件ということで、ゼロであってほしいなという思いを持っております。 

そこで、道は対応件数の増加を受けて、今後も学校や医療機関などと情報を共有しながら

未然防止や早期発見につなげる考え、また、児童相談職員の負担を軽減するため、市町村

と役割を分担してやっていきたいということが明確化されているようでありますけれども、

そういう検討も深めているようでありますけれども、道からそういう通達は来ているで

しょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） そのような通達は道のほうからも来ているような状況でご

ざいます。 

当町における児童虐待の未然防止、または早期発見に取り組む状況といたしましては、

学校や保育所はもちろんのこと、民生委員や地域住民の皆様から虐待と思われる話やうわ

さなど、どんなささいなことであっても、必ず町のほうへ報告をいただくようにお願いを

しているところでございます。そういったところで、市町村はあくまでもそういった事案

等が発見、もしくは耳にした場合は、必ず最寄りの児童相談所のほうへ通告をするという

ような義務を負っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 健康福祉課は、随分一生懸命こういった課題についても取り組ん

でいるようでありますけれども、次に身体障害者の救済策にちょっと触れさせていただき

たいなと思います。 

私は、やはりこの洞爺湖町内において、健常者も障害者の方々も公平・平等、共存・共

愛、友愛の理念から共存をしていく、そういう社会の創造であるとか、社会の建立が求め

られているのではないかなと思っております。 

先日も若干触れているようでありますけれども、身体障害者手帳の交付数は大体どのぐら

いなのか伺っておきたいなと思います。 
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○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 手帳の区分といたしましては、ご存じかと思いますが、三

つほどございます。まず、一つが身体障害者の手帳でございますが、この手帳をお持ちの

方が現在437名、それから療育手帳、こちらは知的障害の方がお持ちの手帳でございますが、

これが65名、それから、昨日から出ておりました精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が

52名の状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それで、こういう身体障害者に対するいろいろな助成制度という

のは随分あるのですよね。それから、第２期まちづくり計画の実施計画の中でもいろいろ

明記されておりますから、大体は把握しているのですが、障害者に対する洞爺湖町の、こ

れこそが洞爺湖町独自の政策であるよということがあったら、お聞かせ願いたいと思うの

ですが。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 障害者の受けられるサービスというのは、国や道、民間団

体等により定めた制度の中でそれぞれ実施されているところでございます。 

当町の独自の事業ということになりますと、身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方に

つきましては、洞爺いこいの家入浴助成事業、それから、身体障害者手帳をお持ちの方につ

きましては、訪問入浴サービス事業並びに本年度より事業を開始いたしました自動車改造助

成事業、さらには、手帳交付の要件に該当しない児童を対象とした軽度中等度難聴児補聴器

購入費助成事業等などがございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） そういう身体障害者の方々も先ほど申し上げたように、差別のな

い、常に公平・平等、共存・共愛、友愛の洞爺湖町というものを軸にしながら、一つ前進

するようにお願いを申し上げたいなと思います。 

昨今、いろいろ高齢者の方々の、きのうあたりも課題に出ておりますけれども、実は介

護の課題でちょっと触れさせてもらいたいなと思います。 

介護の実態として､施設入所者はどのぐらいいるのか、それと在宅介護を受けている方々

が何名いるのか、お聞かせ願いたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 施設サービスを受けられている方は162名、昨年度のデータ

でございます。平成28年度の実績でございます。在宅サービスを受けられている方は332名

の状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 今、介護の実態として入所162名と、それから在宅介護を受けてい

る方々が332名ということであります。これの洞爺湖町独自の政策はと言っても、なかなか

目玉があるとすればお聞かせ願いたいのですが、実は町の中に入っていきますと、高齢者の
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方々が非常に低年金であると、低所得であると。 

私たちが、例えば介護を受けるようになったならば、いわゆる特別養護老人ホーム等に

入る場合、いろいろ介護３、４、５という段階になると思うのですが、そういった方々で

も低所得者でも低年金でも入れるのだろうかと、こういう懸念されている高齢者の方々の

声としてあります。したがって、そういう特養老人ホーム等々に入る場合において、どの

ぐらいの経費がかかるのか、大体は理解しておりますけれども、お願いしたいなと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 施設、特別養護老人ホームへ入所した場合における費用で

ございます。それぞれの課税状況等によって変わってくるわけでございますけれども、ま

た、個室、それから多床室等によっても変わってくるわけではございますが、当町におけ

る施設におきましては、議員もご承知かと思いますけれども、個室ユニット型の施設が全

てでございまして、現在、特別養護老人ホームを有する施設が２カ所、それから地域密着

型特別養護老人ホームが１施設の計３カ所ございます。そのような中で最低で入所できる

方、これは個室等の場合でございますけれども、５万円台から入居ができる。それから、

最高という形で考えますと13万円台というような区分けになっている状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） こういう特養に入るにしても、いろいろ低所得者においても５万

円は少なからずやかるということでございますので、こういったこともしっかりと念頭に

置いて、これから財源が豊富になったという場合ということになるのかもわかりませんけ

れども、ひとつこういう救済策に力を入れていただければなという思いを持っております。 

あと、36分になりました。 

それで、最後に締めとして、高齢者の関係で、特に理事者の見解を求めたいと思うわあ

りますが、先ほど理事者も高齢者率がおおむね40％ということでございます。やはり私ど

も高齢者の方々も先ほど申し上げました、常に公平・平等の原則で、そして健常者と連携、

協同をとった中で生活できるできるような、そういう地域社会というものをしっかりと定

着させていかなければならないと。したがって、いかに高齢者を守るかということになる

と、今、地域の中で努力されているのは、特に民生委員の方々であるだろうと思っており

ます。 

この民生委員制度も創設されて100周年ということのようであります。民生委員は児童委

員も兼ねておりまして、全国では約23万人の方々が民生委員としていろいろ東奔西走の中で

努力をされているようであります。昨年12月改正されたわけでありますけれども、3.7％も

欠員を生じたと、それで道内で約１万2,000人の民生委員がいるわけであります。全自治体

の３割に当たる53の市町村で民生委員をやる方が少ないということで、欠員を生じたという

ことでございます。 

この実態を見たときに、洞爺湖町というのは一体どうなのだろうなと、民生委員の方々は
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各自治会に一人以上は努力されている方がいると思うのですけれども、その実態をまず伺っ

ておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 経済的困窮者や認知症高齢者の増加、またひとり暮らし高

齢者の増加など、常日ごろから地域の方々との身近なパイプ役として、地域福祉の推進の

中心的な役割を担っていただいている民生委員、児童委員に対する期待はますます高まっ

ているところでございます。 

一方で、年金の支給開始年齢が上がって、働く高齢者がふえたことや個人情報保護の過

剰反応などで活動が難しくなって、民生委員、児童委員のなり手がいないというような現

状になってございます。 

議員がおっしゃるとおり、現在53市町村、道内の自治体の３割に当たる53市町村で民生員

が欠員しているという状況でございますが、幸いにも当町におきましては定員38名に対し、

欠員なしの38名の皆様全てに委嘱状を交付している現状でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 洞爺湖町においても38名の民生委員の方々が努力されているとい

うことであります。この民生委員を補佐するという､そういう役割を果たしているのは、

自治会の中におります福祉委員なのですね。この福祉委員でありますけれども、当然民生

委員もそうでありますけれども、守秘義務を厳格に守ることが重要であるわけであります

けれども、我々行政に参画をしている者として、民生委員ばかりに任せっきりのそういう

高齢者対策というのは問題であって、そうであってはならないと思っております。 

いかに隣近所の住民の方々自身が助け合って生活でき得る、そういう地域を支える取り組

みが必要であるだろうと思います。いわゆる肝心であるだろうと思っております。した

がって、こういう民生委員の方々の活躍する、そういう環境等々含めて、共生社会の充実

を図らなければならないのではないかなと思っております。さまざまな問題を抱える人た

ちが多くいるわけであります。 

したがって、理事者に提案を申し上げたいのでありますけれども、いろいろな隣接の自

治体の中でも取り組んでおります、いわゆるこども食堂であるとか、あるいはまた、コ

ミュニティーカフェといいましょうか、そういうことが非常に地域の中でふえてきており

ます。 

私、後志の古平に７月に行ってまいりましたら、古平の人口は三千何がし、4,000はない

と思いますけれども、そういった町でもコミュニティーカフェがありました。それで、い

ろいろ高齢者の方々も活用しているということも伺ってきているわけであります。私は、

やはり地域で、みんなで高齢者を支えていくということを考えたならば、当然なことに高

齢者同士が交流を深めると、そういう機会を多く持たせることも重要ではないのかなと

思っております。それというのも、民生の方々も努力をされておりますけれども、清水地

区で昨年も独居の方が孤独死されておりました。それから、先日も実は孤独死が発生して、
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何と痛ましいことかという思いで胸を締めつけるわけでありますけれども、民生委員の

方々にも限度がある。福祉の方々にも限度がある。 

したがって、どう地域が連携をとりながら共生社会をつくり上げていくかということを

考えたならば、町長、真屋町長に非常にきっと期待している高齢者が多いのですよ、今。

そういう方々が一堂に集まって、カフェサロンなども利用できるような場所をつくっては

どうかという思いを持つわけであります。場所はどこなのだ、洞爺駅の地域交流センター

というすばらしい環境の整った施設があるわけでありますから、そこにコミュニティーカ

フェなどもつくり上げる、あるいはまた、こども食堂も設置をするという、これは毎日や

るといったら限界があると思いますので、月１回で結構でしょう、２カ月に一遍でも結構

でしょう。 

したがって、そういうカフェをつくる考え方というものはあるかないか、ぜひ町長には

やってもらいたい。真屋町長に何とかそういうサロン系のものをつくり上げていただきた

いという声もないわけではありませんので、その決意の一端をお聞かせ願いたいなと思い

ます。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、議員のおっしゃっていただいております、地域で地域を守って

いく、これはまさにそのとおりだなというふうにも思っております。 

前にも議会でお話しさせていただきましたが、私の住む入江一区の班も、実は75を越え

ている世帯が、また独居の方もいらっしゃいます。これはもう日常のことなのですが、夜

の８時くらい、遅く帰ったときはまた別の時間でございますけれども、あそこのお宅の電

気ついているかな、こっちのお宅の電気ついているかな、私はそれを見て、皆さんの家庭

の電気がついていることを確認して安心してまた家に入ると、そういうことを常日ごろ、

何気ない行動ですけれども、地域の方がやっぱり皆同じような思いを持っていていただけ

ればなというふうに思っておりまして、今、お話ししていました民生委員、あるいは福祉

委員、この方々、本当に一生懸命、町内で何か困った人がいないだろうか、いろいろなと

ころでいろいろなお話を聞き、そしてうちの健康福祉課のほうとご協議をしていただいて

おります。これは私ども本当に頭の下がる思いでございますけれども、やっぱりこうい輪

をもっともっと広げていく必要があるだろうなと。民生委員のいる､あるいは福祉委員のい

る自治会でもそういう取り組みを、何気ない行動なのですけれども、見回りとか、そうい

うものを自治会上げてやっていただけるように、私ども努力してまいりたいなというふう

にも思っております。 

また、町内の貧困対策、特に子供の貧困対策なんかの食育の問題もそうでございますが、

一日に三度の御飯を食べていない子供もいると聞いております。また、高齢の方になると、

栄養分のあるものを摂取していないというお話しも聞いております。そんなことから､今、

福祉課のほうでいろいろ検討していただいておりますが、私どもの町にはすばらしい農業、

そして漁業、さらには商工業者の方もいらっしゃいます。特に農業、漁業の関係者の皆様か
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らは、年に数回、私ども教育委員会の給食時に地元のホタテ、あるいは地元のワカサギ、あ

るいは地元の野菜等々を無償で提供していただいておりまして、それを子供たちの給食に提

供させていただいております。そんなことから、私ども産業団体ともこれからも協議をさせ

ていただいて、できることであればそれを賄う方もいらっしゃるわけでありまして、例えば

食堂開設するにしても、お手伝いがなければなかなかできないという部分がございまして、

こういうものを何とか行政が窓口になりながら、他の市町村ではやっているところもありま

すので、そのいいところをまた勉強させていただきながら、そういう場面をぜひつくってい

きたいなと、それには若干時間がかかるかもしれませんが、今、私ども内部で協議している

中では、大人の方についてはもしそういうものができるようになったら、定額ではあります

が、ある一定のご負担をお願いしようかと、子供については全くの無料にして、そういう回

数をできるだけ多くしていきたいと。今、議員のほうから駅前の交流センターのお話もいた

だきました。私どもも、できることであればああいう施設を利用しながら、そういうことを

ぜひ検討してまいりたい、検討というよりも、実現に向けて努力してまいりたいというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 決意を聞かせていただきました。 

先ほど聞き忘れたのですが、洞爺湖町で65歳以上の独居老人っていうのは、何世帯あるの

でしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○健康福祉課長（皆見 亨君） 830世帯でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 830世帯ほど独居老人、実は自分も独居老人なのです。自分の担当

の方が決まっているようでありまして、車がなかったら元気でいるのだなという、安心し

ていますということも聞かされているわけでありますけれども、やはり何といっても、理

事者も述べておりますように、地域も、そういう民生委員の方々だけ､福祉の方々だけに任

せるのではなくて、地域全体で隣近所そのものがこういう独居老人の方々であるとか、あ

るいはまた、高齢者世帯の方々を守るという、そういう環境を整えるために各自治会サイ

ドでも努力をしていただければなと思っております。 

この高齢者対策の中で最後にさせていただきますが、実は､町長、コミュニティーバスの

関係なのですね。議会を通りまして10月１日から有料化になると、これ、有料化になると

いうことで、何で有料化になったのだと自分の耳には入ってきていません。いつも有料化

になってもいいから、きめ細かな福祉行政を行っていただければという声が非常に強いの

であります。あわせて、きょうのマスコミ報道によって、免許の取り消し、早、昨年を越

えたと、そして北海道においても自主返納者は4,430人だったと。昨年１年間で16万2,341

件を上回る勢いで返納者がふえてきているということであります。 
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ここで、私はこのことを紹介しながら、町長、今のコミュニティーバスを走らせた原点を

振り返ってみていただければなと思っているのですよ。あれは有珠山噴火災害で入江地区、

あるいは清水地区の方々も含めて、お店に買い物に行けないとか、病院に行けないとか、そ

ういった方々に対する救済策の一環として、コミュニティーバスを走らせるようにしたので

すよ。私はかねてから機会あるごとに述べさせていただいているのですが、いわゆる特区を

設けて、花和地区で走らせているような、タクシーを走らせてはどうかという､そういう強

い思いを持っているのです。なぜかというと、先ほど申し上げたように、今まで免許を持っ

ていた方々はそこそこ買い物にも病院にもいろいろ用足しもできる。ところが、免許を返納

したり年いったりすると、なかなか買い物等も行けなくなる。集落の終結されている場所に

いる方々であったら、ある程度コミュニティーバスでも十分対応していただけるという安堵

の気持ちもあるかもわからないけれども、集落が離れている地域にいる方々というのは、免

許を返納したりすると、その方々は足がなくなるという不安が各地域で生まれているのです

よ、町長。 

したがって、私は理事者の決意を伺いたいのは、すぐやってほしいなという思いはありけ

れども、来年度からでもこういう特区を設けて、花和の地区のようなタクシーを走らせると

いう、そういう取り組みをしていただきたいなと思うのです。コミュニティータクシーを走

らせるという、特区を設けて。大体そう向いて打ち合わせすると、余りいい答弁が返ってこ

ないなというのはよくわかるのだけれども、やはり、これは先ほどの少子化対策にせよ、高

齢者対策にせよ、重要な課題ですよ、これは。目に見えるところはいい。遠く離れて一軒家

にいる方々は近所も少ないということになると、どなたがどう、そういう高齢者を守るとい

う環境になるのですか。そのことを考えれば、ぜひ花和地区のようなコミュニティータク

シーを走らせていただきたい。 

これが高齢者の方々の多くの声であるということを町長、受けとめていただきたい。私は

大きく言っているわけじゃない。清水区に入ってみていただきたい。入江地区にも入ってい

ただきたい。いろいろ洞爺地区もそうでしょう。そういったことを、離れている方々という

のは、そういうタクシーを走らせてくれるということになると、コンテナ方式ですよ。戸口

から戸口までという、こういうコンテナ方式をきめ細かくやることが福祉行政の前進になる

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 洞爺湖町の地域公共交通でございますけれども、虻田地区コ

ミュニティーバス、花和地区コミュニティータクシーにつきましては、2000年の噴火を契機

に230号の分断ですとか、そういった町の事情を鑑み、運行をしているところでございます。 

また、洞爺地区のコミュニティーバスにつきましては、福祉バスとして旧洞爺村時代より

運行しているバス、地域公共交通でございます。こちらの交通につきましては、26年に再編

し、現在花和地区では議員おっしゃるとおりドア・ツー・ドア、戸口から戸口ということで、

コミュニティータクシーとして運行しているところでございます。また、洞爺地区のコミュ
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ニティーバスにつきましては、昨年度から運行方法をデマンドタクシーといたしまして、あ

る程度町道内であれば、ルートの変更が可能というデマンド方式に切りかえているところで

ございます。 

また、虻田地区につきましては、現在、定時定路線といたしまして、ご指摘のございます

清水地区ですとか入江地区、ルートから一部遠い地域もございますけれども、議員のおっ

しゃるデマンド交通、ドア・ツー・ドアの交通につきましては、今後費用対効果、また導入

に向けた検討も進めながら、実際利用者の負担が増となることも見込まれることから、十分

手法、方法も含めまして、しっかりと検討してまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 課長、返ってくる答弁はその程度だろうなと思っているのです。 

ところが、先ほどから言っているように、福祉行政を前進させるといったならば、私は常

に言う言葉の中で、こういう言葉を持っているのですよ。いいですか。行政というのは、目

の届かないところに行政がなければならないのですよ。したがって、今、コミュニティーバ

スなどが入っている路線というのは、多くの方々が行ける場所の路線じゃないですか。私が

言っているのは、過疎って言いたくないけれども、そういう集落から離れて、ぽつんぽつん

とある家の高齢者の方々の足をどう守るか。これを申し上げているのですよ。検討、検討っ

て、きのうも自分の席に中で検討と言ったら、まず無理だよな、検証してみるといったら、

もっとだめだよなって、こういう声さえ我々は話ししたことがあるのですけれども、やはり

やる方向で努力するという、そういう声がなぜ出せないのかな。福祉行政というのは、そう

いうきめ細かなことをやることこそが福祉行政の前進なんだよ。 

行政というのは目の届かないところでなければならない、常に気楽に生きる、気楽にバス

に乗れる、そういうところは皆さんが知っているように目が届くわけだから、それはそれな

りに努力していると思いますけれども、課長、本当の福祉というのは、目の届かないところ

に行政がなければならいのさ。そのことをしっかり受けとめて、検討を深めていただきたい。

これは一人、二人の方々が申し上げているのではないのですよ。多くの方々が、俺たち運転

免許を返してしまったらどうなるのだべな、俺たち買い物に行く、どこ行くったって、どう

すればいいんだべなという声が聞こえてきているんだ。そのことを強く申し上げたいと思い

ますけれども、理事者の見解を求めたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今、免許の返納、これはもう社会的に大きな問題になってくるなとい

うふうにも思っております。特に洞爺の高台、あるいは町なかにおきましても、100歳を超

える方がいまだに車の運転をせざるを得ない状況になったと、ここにつきましては、今、自

治会長が毎日のように顔を出して、そして体調の悪いときには自治会長がセイコーマート、

洞爺のほうに、そちらのほうに乗せて、買い物をして帰ってくるというふうなこともあるよ

うに聞いておりましたが、それぞれ場所にもよりますでしょうし、あるいは全く足がないだ

とかという方もいらっしゃるでしょう。そこら辺は、改めて私どもの町のほうも動態調査と
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いいましょうか、しっかりその辺を調査しながら、そして財源が伴う話になりますので、そ

こら辺をしっかり整理しながら、検討を進めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） きのうの一般質問の後半の場で、身にしみたのは行政のスピード感

がないと、私も同感でした。行政のスピード感がないって。だから、町長、これから真屋町

長もずっと続くでしょう。だとするならば、高齢者の方々が望んでいる、そういう高齢者対

策の一環としてコミュニティータクシーをぜひ走らせると、事業評価制度なども行財政改革

も実施した中で、100万円、200万円の捻出ということはできるのではないか、そういう思い

を持っておりますので、ぜひ、検討と言いましたけれども、やる方向での検討という受けと

め方をさせてもらいますので、よろしくお願い申し上げたいなと思います。 

  最後になりました。私は今回の質問で、これもいろいろ新聞をにぎわせたことがあるわけ

でありますけれども、これからの行政執行というのは、やはり広域連携というのは避けて通

れないと思っています。我が町でできないことは連携をしてやるという、そういう行政の進

む道でないのかなという思いを持っておりますけれども、最近、新聞でうたわれておりまし

たけれども、日本創成会議の提言した東京圏高齢化危機回避戦略として、生涯活躍の町構想

を西胆振３市３町による広域連携事業は全国で前例がないと、確かに高齢者を呼ぶ、移住者

を呼ぶということでありますから、その自治体は自治体独自での事業としてやっているとこ

ろが多いでしょう。この件については、西胆振の３市３町というのは前例がないと言われて

いるが、私はどういうことなのかというのは理解しておりますけれども、その中で３市３町

ということになれば、洞爺湖町というのはどういう役割を果たすのか。 

今、室蘭市あたりが政府の捉え方としても、この会議の中でも、いわゆる介護が６とか医

療が７とかということのようでありますけれども、先日のマスコミ報道によると、10年先ぐ

らいには室蘭管内においても75歳そのものも減少してくると、高齢者がどんどん減少してく

ると、そうすると、ベッド数も余るとか何とかという、そういう中で検討しなければならな

い､検討を深めていかなければならないというのが新聞紙上で踊っているわけでありますけ

れども、そういったことも踏まえて、洞爺湖町の生涯活躍の町の果たす役割というのは、一

体何なのでしょうか。お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 広域連携による西胆振生涯活躍の町構想といたしましては、

議員おっしゃるとおり、３市３町で推進協議会により進めてございます。 

構想では六つの柱からの取り組みとして、医療、介護の集積の確保、空き家等を活用した

住居の確保、コミュニティークラブ活動の環境整備、就労の場の確保、公共交通利便性の確

保、広域コンシェルジュのサービス、こういったものを広域連携として進めることとしてお

ります。 

広域連携の中での洞爺湖町の役割でございますけれども、生涯活躍の町としてＣＣＲＣの

ＣＣコンティニューケアの部分でございますけれども、平成25年10月の状況ですけれども、
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医療施設の療養病床数が10万人単位で5,292と、北海道で３位となっております。病床率数

においても同様に３位となっております。また、特別養護老人ホーム介護医療施設も含めま

すと、介護・医療の充実した地域となっているところでございます。また、ＣＣＲＣのＲＣ

といたしましては、リタイヤメントコミュニティーとしての観点として、温泉やジオパーク

を初めとする自然環境等の地域資源が豊富であり、その自然環境を生かしたウオーキング、

フットパスコースによる散策や温泉入浴による健康増進、高齢者サロン、体育協会、文教の

各種団体の活動によるスポーツ施設利用も含めまして、コミュニティーの視点においてもさ

まざまな活動ができる地域となっているところでございます。 

  町では､高齢者の地域活動への参加、温泉利用による健康増進、自然を活用した健康運動

を推進し、高齢者がいつまでも健康で住み続けられる地域の創造を目指し、生涯活躍の町を

推進しているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） それでは、３分になりましたけれども、町長、苦言を申し上げたと

思っておりますけれども、やはりこの洞爺湖町の５年先、10年先のビジョンをしっかりつく

りながら、政策を打ち出しながら、一歩でも二歩でも前進するような、特に弱い高齢者の

方々というのは、先ほど申し上げたようなことに非常に期待感を持っておりますので、その

点をしっかり受けとめて、最後に理事者の福祉行政に向けての決意をもう一度お聞かせ願え

ればありがたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町は、先ほども申しました高齢化率が40％台に到達する、し

かも、その中で65歳以上の独居の方が830世帯ほどもあるということもございます。やはり、

日ごろ民生委員、あるいは福祉委員だけではなくて、地域の見守り、これも必要だというふ

うに思っております。ただ、地域の見守りと言いましても、なかなかそう簡単にいくもので

はありません。地域の方がやはり一体となって見守れるようなまちづくりを、少しでも実現

できるように目指してまいりたいというふうにも思っております。 

また、その中で、特に貧困対策、私どもの町の個人一人当たりの所得というのは、本当に

低いものがございます。全道、全国から見て本当に低いところがありまして、そういう方々

が年をとっていくにつれてどうやって暮らして行くのかなと、本当に心配なところがありま

すが、そういう方々が安心して暮らせるようなまちづくりをこれからみんなで知恵を出し合

いながら努力していかなければならないな、その先頭に立って頑張ってまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（佐々木良一君） これで、２番、越前谷議員の質問を終わります。 

  一般質問は、これで終了いたします。 

  ここで、11時40分まで休憩をいたします。 

                               （午前１１時３０分） 

────────────────────────────────────────── 
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○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

                                （午前１１時４０分） 

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

◎同意第２号の上程、報告、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、同意第２号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを議

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１ページでございます。 

  同意第２号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてでございます。 

  洞爺湖町表彰条例第３条の規定により、下記の者を表彰することにつき、議会の同意を求

めるものでございます。 

  公益功労で２名いらっしゃいます。 

  １名が洞爺湖町洞爺湖温泉144番地34、畠山三男氏でございます。もう一方、残念ながら

ことしお亡くなりになりましたけれども、洞爺湖町青葉町111番地21、故大西晴雄氏でござ

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。 

  議案説明資料１ページでございます。 

  まず、畠山三男氏でございます。85歳でございます。 

平成10年から平成29年までの19年の長きにわたり自治会連合会役員として、組織強化はも

とより、親睦交流など自治会活動の推進・活性化に尽力され、地域自治の振興・発展に貢献

されました。また、社会福祉協議会役員として、安心して暮らせるまちづくりの推進を目指

し、ふれあい交流事業やボランティアセンターの機能充実を図るなど、地域の社会福祉の向

上に貢献されたということでございます。 

自治会連合会役員の基準は、14年以上ということになりますので、基準をクリアしている

ということでございます。 

  続いて、故大西晴雄氏でございます。70歳ということでございました。 

昭和56年から平成29年までの31年の長きにわたり、虻田町商工会及び洞爺湖町商工会役員

として地域経済の振興発展に尽力され、特に、商工会工業部会長として会員の意見集約を図

り、各会の連携や調整役として奔走されるとともに、地域活性化事業に積極的に取り組まれ

るなど、地域経済の向上と発展に多大なる貢献をされたということでございます。 

ここの商工会役員の基準は、20年以上というのが基準でございます。該当しているという

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） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行いますが、確認程度の質疑といたしたいと思います。 
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質疑ありますか。 

〔「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、お諮りをいたします。 

  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、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、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、同意第２号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを採決いたします。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、同意第２号洞爺湖町表彰条例に基づく同意については、同意することに決定

いたしました。 

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

◎報告第５号、報告第６号、一括上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第５号健全化判断比率の報告について及び報告第６

号資金不足比率の報告についてを一括して議題といたします。 

一括して報告を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、２ページからでございますが、報告第５号、報告第６号、

一括してご報告をさせていただきます。 

  まず、２ページの報告第５号でございます。 

  健全化判断費立の報告についてでございます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成28年度決算に

基づく財政の健全化判断比率を別紙のとおり監査委員の意見を付して報告するものでござい

ます。 

  ３ページでございます。 

  健全化判断比率の状況でございます。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率については発生しておりません。次に､実質公債費比率

については14.5％、過去３年間平均で３年間14％台で推移をしているという状況でございま

す。将来負担比率につきましては、62.6％ということになっております。 

  次のページ四、五ページで、監査委員の意見書を添付しております。 

  続いて、６ページでございます。 
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  資金不足比率の報告についてでございます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成28年度決算に

基づく公営企業会計に係る資金不足比率を別紙のとおり監査員の意見を付して報告するもの

でございます。 

  ７ページになります。 

  資金不足比率の状況でございます。 

水道事業会計、公共下水道事業特別会計、簡易水道事特別会計とも発生していないという状

況でございます。なお、８ページ、９ページに監査員の意見を付しているものでございます。 

 以上、一括してご報告を申し上げます。 

○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。 

  質疑はありますか。 

〔「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。 

  以上で、報告第５号健全化判断比率の報告について及び報告第６号資金不足比率の報告に

ついての報告を終わります。 

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

◎報告第７号の上程、報告、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、報告第７号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の

報告についてを議題といたします。 

  報告を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の10ページでございます。 

報告第７号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告についてでございます。 

  株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況を別紙のとおり報告するものでございます。 

  それでは、11ページからが営業報告ということになります。 

  次のページ、会社の概要等については省略をさせていただきますが、13ページの後段にな

ります。事業の概要でございます。 

  キャンプ場事業につきましては、例年どおり４月25日に開場し、190日間営業し利用人員

は１万3,973人で、対前年費5.88％の増ということでございますが、今後の施設更新等を目

的として、流動資産の増額と減価償却費を限度額まで算入したということでございまして、

経常利益については61万3,000円の黒字ということになっております。 

今後とも、より魅力あるキャンプ場として、発展し続けるよう努めるということとしてお

ります。 

  次のページ、財務関係でございます。 

  27期の営業利益は53万2,000円、経常利益、当期利益とも61万3,000円で、当期末処理損失
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は1,992万3,000円となっておりまして、一株当たりの当期損失は6,664円でございます。ま

た、総資産は１億3,008万4,000円、純資産は1億2,957万6,000円で、一株当たりの純資産は

４万3,336円となっております。 

  次に、飛びまして17ページ、貸借対照表でございます。 

  まず、資産の部でございます。 

流動資産につきましては、現金及び預金5,535万6,772円、商品が28万2,720円となってお

りまして、合計で5,563万9,492円となっております。また、固定資産につきましては有形固

定資産4,087万6,904円、無形固定資産3,351万8,500円、投資その他の資産５万円、固定資産

の合計で7,444万5,404円となっておりまして、資産の部合計で１億3,008万4,896円となって

おります。 

  次に､負債の部でございます。 

流動負債としてありまして、負債の部の合計は50万8,500円となっております。 

純資産の部でございます。 

資本金１億4,950万円、利益剰余金マイナス1,992万3,604円、純資産の合計で１億2,957万

6,396円となっております。 

また、負債及び純資産の合計でございますが、１億3,008万4,896円となっております。 

次のページ、１８ページでございます。 

損益計算書でございます。 

純売上高2,810万7,000円、売上原価158万7,388円、売上総利益2,651万9,612円でございま

して、それに係る経費として、販売費及び一般管理費が2,598万7,591円でございまして、こ

れを控除した営業利益は53万2,021円となっております。また、この営業利益に営業外収益

を加えた経常利益は61万3,608円となっております。 

なお、次ページ以降は省略をさせていただきます。 

  以上、ご報告をさせていただきます。 

○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。 

質疑ありますか。 

○６番（立野広志君） それでは、ちょっと何点かお聞きしたいのですが、まず、このグリー

ンステイ洞爺湖ですけれども、町が所有している株の比率について、まず説明をいただきた

いと思います。全体に対する比率ですね。 

それからもう一つ、毎回年に一度だけこういう形でグリーンステイ洞爺湖の事業報告がさ

れるわけですが、例えば、この中に従業員の関係で男子３名、女子３名ということで平均年

齢が60歳、あるいは65歳というふうに書いてあります。この従業員の処遇については、この

年度、前年度から比べて処遇の改善等は行われているのでしょうか。あるいは賃金単価の引

き上げなどが実際に行われているのかどうか、このことを伺いたいと思います。 

  それから、ページ数でいいますと18ページに委託運営収入というのがあります。委託運営
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収入の内容について、もう少しわかる説明をしていただければと。できれば、それぞれ委託

されている事業について収入と支出、かかった費用と、それからそれに伴う収入分、これが

どういう金額になっているのか、本当は示していただければと思うのですが、その点もよろ

しくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） まず、最初の株の町の保有率です。2,990株、株がございます。

その中で町が保有している部分に関しましては、後ほどご報告させていただきたいと思いま

す。 

  また、処遇改善につきましては、男性３名、また女性３名、年齢的には六十、六十五歳と

いう形になっておりますけれども、この部分も大変申しわけありません。ちょっと後で報告

をさせていただきたいと思います。 

  委託運営収入でありますけれども、この部分で573万1,850円ございます。この部分に関し

ましては、パークゴルフ場の委託業務等の委託が対象となっているところであります。これ

の収入・収支、大変申しわけありませんけれども、これも後ほどご報告させていただきたい

と思います。申しわけありません。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 後ほど報告するということでよろしいですか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野清隆君） 済みません、突然の質問だったので用意していないのかもしれません

けれども、要は、町の所有がこういう形で議会で報告する、そしてその内容を承認の対象に

なってくるわけで、当然株数も一定の数になるのですが、最近どのぐらいの株になっている

のかちょっと確認したかったものですから、後ほどでもいいので示してください。 

  それから、従業員についても、これは長年ちょっと私グリーンステイの関係で余り調べて

いなかったのですが、以前の状況を見ますと、町の臨時職員の給与にそぐうした形で決めて

いるという話を伺ったことがあるのですけれども、実際に第三セクターということで、全く

そういう点でいうと別会社なわけでありますから、独自の企業体系を持ってやっているのだ

ろうなと思っているのです。実際に働いている方のなかなか給与が上がらないという話も聞

いていますので、その辺で現在ではどうなっているのかということを、もう一回洗い出して

おきたいなと思ったものですから、これもきちんと資料を出していただきたいと思います。 

  あと、委託運営費、夕日ヶ丘のパークゴルフ場、そのほかには月浦の公園もたしかグリー

ンステイが管理委託を受けていたのではないかと思うのですが、実際に委託されている費用

で、その範囲の中で管理するということになってくるのだと思うのですけれども、夕日ヶ丘

パークゴルフ場の場合も、大分パークゴルフ場としてはもう年数もたって、いろいろ改善は

なければならない箇所も出てきて、芝がはげてしまったり、いろいろ利用している方たちか

らもちょっと疑問の声が出ている部分もあるので、それが適切な形で、町側からも委託費用

として支出されているのかどうかというようなこともちょっと見なければならないと思った
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ものですから、ぜひこの辺も詳細な資料を後ほど出していただきたいというふうに思います。 

  そのほか、何か答えられることあれば、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） ちょっと資料がそろっていなくて、本当に申しわけないと思います。

後ほどいろいろ資料を出したいと思いますが、比率については、たしか私の記憶ですけれど

も、46.何％というようなことだったと思います。 

  それから、夕日ヶ丘のパークゴルフ場の関係も、これは設置当初２万人以上のお客さんが

おりましたが、今は１万5,000人切っているかと思いますけれども、そういった中で、いろ

いろな要望も聞きながら直すところは直しているのですが、そういった状況も後ほど資料と

して出させていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） パークゴルフ場の大規模な改修という形で、これとは別に、町

のほうではことしパークゴルフ協会からの要望とご意見をいただきまして、柵、そのほかに

草刈り機の芝を刈る大型機械、また水飲み場の水道等の移設と、パークゴルフ協会等につき

ましては、年に数度意見交換、終わった後、新年度に向けての交換をしておりまして、この

委託料とは別に、町で対応できる部分については対応している状況でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） この株式会社グリーンステイ洞爺湖がキャンプ場だけではなくて､

今、夕日ヶ丘の委託とかをやられているということですが、六、七割方がこのキャンプ場の

売り上げになっているわけであります。 

ちょっと個人的なお話で恐縮なのですが、私の知り合いでアウトドアの会社を経営してい

ますスノーピークの山井さんという方が、当町の、彼は帯広のほうでアウトドアのアドバイ

ザーもやっていますし北海道にもちょくちょく来られるので、そのついでにうちの町に寄っ

ていただいて、財田のキャンプ場とこのグリーンステイとどういう感じを受けるか見ていた

だきました。それでグリーンステイにつきまして、彼自身もキャンプをした経験があって、

懐かしく話ししていましたけれども、広さはさほどではないけれども、北海道のオートキャ

ンプ場の中ではやはり管理が行き届いた、いいキャンプ場の一つであるという評価を実はい

ただいておりましたので、このキャンプ場がますます利用されることを望んでいるわけなの

ですが、この決算書を見て、まず累積赤字が1,900万円ほどある、このことはいろいろな   

試算とか何かの計算をすれば大丈夫なのかどうか、どういうふうに評価をしたらいいのかと

いうことが第１点と、ことしも８月のにぎやかなシーズンを終えてもう最終段階になってい

る、つまり、もうことしがどうだったかという評価をする段階で去年の評価をしているとい

う、ちょっとタイミング的におそいのではないか、これは会社ですから総会が開かれた後で

ないとこういう報告ができないのかもしれませんが、ある程度シーズンが終わって、区切り

のいいところでもうちょっと早くこの決算処理と報告ができないものか、先ほど何回も言っ
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て恐縮ですが、ことしがどうだったかというのを話題にはなければいけないのに、去年のこ

とを話題にしなければだめだったらちょっと残念かなという気がいたしますので、早い決算

ができないか、報告ができないかということと、この1,900万円の累積赤字について大丈夫

なのかどうかというその２点について、質問をさせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 平成28年度の累積剰余金の部分で三角として、1,992万3,604円

出ております。この部分に関しましては、毎年やはり周期を上げてこの赤字を減らして、利

益に持ち込んでいかないといけないという部分になっています。そうした部分で、平成27年

度の分においては､逆に赤字になった部分でありますけれども、やはり経費を節減して、少

しでも剰余金をプラスにもっていく形に進めています。そちらの中では、まずは経常経費、

この部分を抑えながら節約をしていきながら、収益を上げていくということの方向性で、今、

1,900万円という部分では徐々に減っている傾向でありますので、この部分を引き続き周期

を上げていきながら、プラスに持っていきたいという考えを持っております。 

ただ、   金額につきましては、今の状態では大丈夫かと思っております。 

また、総会等の関係で、この報告が９月のこの時期にという部分でのご指摘であります。

今回の部分につきましては、５月31日に役員会を開きまして６月27日に株主総会を開催した

ところであります。そうした部分では、もう議会の開催の中でもっと早く報告ができる時期

がありましたら、今後できるだけ早く、逆に今シーズン終わる前に報告できるような部分で

のことを、事務局等としても進めてまいりたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  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） 以上で、報告第７号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報

告を終わります。 

  ここで、休憩をいたします。再開を１時15分からといたします。 

                               （午後 ０時０３分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午後 １時１５分） 

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

◎議案第14号、議案第15号、議案第16号の一括上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第14号北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

てから、議案第16号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてまで、一括して議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 
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○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書21ページからでございます。 

議案第14号、第15号、第16号、一括してご提案を申し上げます。 

改正理由については、３件とも西胆振消防組合が処理する事務が追加されて、西胆振行政

組合と名称変更になったこと、それからもう１点、江差町ほか２町学校給食組合から１町が

脱退したことにより、組合を組織する地方公共団体の名称変更が必要になったことから、改

正をするものでございます。 

それでは、21ページ、まず議案第14号でございます。 

北海道市町村総合事務組合規約の変更についてでございます。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変

更するものでございます。 

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

北海道市町村事務組合規約の一部を次のように変更する。 

続いて、次の22ページでございます。 

議案第15号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてでございます。 

地方自治法第286条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を

次のとおり変更するものでございます。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。 

続いて、23ページ、議案第16号でございます。北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についてでございます。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとお

り変更するものでございます。 

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように変更する。 

議案説明資料でご説明をさせていただきます。 

議案説明資料の２ページからでございます。 

北海道市町村総合事務組合規約の別表第１については、檜山振興局（11）の項中「江差町

ほか２町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に変更し、胆振総合振興局

（12）の項中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に変更し、別表第２については、

１から７の項中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に変更し、９の項中「江差町

ほか２町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に変更するものでございます。 

次、４ページでございます。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の別表第１中「西胆振消防組合」を「西胆振

行政事務組合」に「江差町ほか２町学校給食」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に変更

するものでございます。 

最後に、５ページでございますが、北海道市町村職員退職手当組合規約の別表（２）一部
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事務組合及び広域連合の表、檜山管内の項中「江差町ほか２町学校給食組合」を「江差町・

上ノ国町学校給食組合」に変更し、胆振管内の項中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務

組合」に変更するものでございます。 

議案に戻りまして、附則でございますが、３件ともに総務大臣の許可の日から施行するも

のでございます。 

以上、３議案について一括提案をさせていただきます。 

○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、一括して質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論と採決をそれぞれ行います。 

  まず、議案第14号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、討論を行います。 

  討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第14号北海道市町村総合事務組合規約の変更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14号北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案のとおり

可決されました。 

  次に、議案第15号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、討論を行

います。 

  討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第15号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを採決

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15号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更については、

原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第16号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、討論を行います。 

  討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第16号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更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16号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、議案第17号平成29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24ページでございます。 

  議案第17号平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号）でございます。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  歳入歳出の補正、第１条でございます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ369万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ70億2,048万5,000円とするものでございます。 

  以下、事項別明細書によりご説明をさせていただきます。 

  一般会計補正予算の事項別明細書でございます。５ページからでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、４目農林水産業費国庫補助金でございまして、93万円

の増額補正でございます。林業費補助金で、森林環境保全整備事業補助金、これについては

清水地区の町有林で強風による倒木被害がございまして、その森林整備をするための補助金

の計上でございます。 

  続いて、15款道支出金、２項道補助金、７目商工費道補助金でございまして21万7,000円

の増額補正でございます。北海道消費者行政推進事業補助金でございまして、訪問販売おこ

とわりステッカーの全戸配付に伴う補助金でございます。 

  それから、16款財産収入でございまして、財産売払収入、３目流木売払収入11万1,000円

の計上でございまして、清水地区の倒木の売払収入ということで11万1,000円の増額でござ
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います。 

  18款繰入金でございます。170万円の増額補正でございまして、みんなの基金から繰入を

するものでございまして、防災関係の指定寄附をいただきましたので、これを繰り入れて防

災関係の備品等、整備するものでございます。 

  それから、20款諸収入、雑入でございます。74万円の増額補正でございまして、一つが森

林保険給付金、清水地区の倒木に対する保険金でございます。これが40万円、それから、イ

ベント事業参加負担金34万円でございまして、これは洞爺湖町の食の関係の取り組みをした

いということの中で、カルデラバスツアーあるいはフードスクール等、参加者の負担金とし

て34万円の収入を見ているところでございます。 

  続いて、７ページ、８ページでございます。 

  歳出になります。 

  総務費の総務管理費、７目財政会計管理費でございまして、153万3,000円の増額でござい

ます。償還金利子及び割引料ということで、償還金でございますが、これにつきましては、

とうやこ幼稚園に国からの運営補助金が入っておりますが、これの28年度の過年度分の精算

金ということでの返還金でございます。 

続いて、８目の企画費11万9,000円の増額でございます。地域公共交通対策事業というこ

とで、コミュニティーバス運行の変更に伴うチラシの印刷製本費でございます。 

  続いて、３款民生費、社会福祉費、社会福祉施設費で57万9,000円の増額補正でございま

す。洞爺地区の大原ふるさと会館の外壁が傷んでおりまして、この修繕に57万9,000円を計

上するものでございます。 

  続いて、６款農林水産業費、１項農業費、２目農業管理費でございまして294万円の増額

補正でございます。先ほど申し上げました町の食材のＰＲということで、これは昨年も取り

組みをしておりますが、札幌の西区にありますマルヤマクラスで物産イベントを行う、それ

から､カルデラバスツアー、フードスクールなどの開催という経費でございまして、普通旅

費で30万円、消耗品で10万2,000円、手数料で20万円、行催事委託料で224万円、自動車借上

料で９万8,000円を計上しているものでございます。 

続いて、５目農業研修センター費で46万6,000円の増額補正でございます。農業研修セン

ター運営事業ということで、賃金24万3,000円については、産休の職員の代がえ職員の賃金

の計上でございます。 

続いて、修繕料につきましては、とれたの外回りにございます電気設備のマンホールが３

カ所ほど破損しておりまして、この修繕に係る修繕料の計上でございます。 

続いて６款農林水産業費、林業費、林業振興費でございまして、137万円の増額補正でご

ざいます。先ほど来、お話ししております清水地区町有林整備事業の費用の計上でございま

す。 

続いて、９ページ、10ページでございます。 

商工費、商工振興費でございます。121万7,000円の増額補正でございます。一つは訪問販
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売おことわりステッカーの印刷製本費ということで21万7,000円の計上でございます。それ

から、地域振興事業、地域おこし協力隊起業支援補助金ということで、ことし３年目になり

ます地域おこし協力隊の一人が、来年から起業したいということでございまして、これは総

務省の地域おこし協力隊の制度上、その起業支援として100万円が計上できるということで、

これは特別交付税で措置されますけれども、その100万円の計上でございます。 

  続いて、７款商工費、観光振興費、350万円の増額補正でございます。観光振興対策事業

として、洞爺湖温泉の案内表示板作成業務委託料ということで、350万円を計上しておりま

す。これは補正予算の参考資料というのがついていると思いますが、その中に位置が明示さ

れておりますので、ご参考にごらんいただきたいと思います。 

  続いて、２目の観光施設管理費48万6,000円の増額補正でございます。洞爺・水の駅管理

事業ということで、修繕料でございますが、水の駅の事務所が冬場、非常に寒いというよう

なことの中で、事務所の間仕切り等の修繕をするための48万6,000円の計上でございます。 

  続いて、８款土木費、都市計画費、都市計画管理費で2,200万円の増額補正でございます。

繰出金でございまして、入江地区の下水道管の破損が発生して、その仮復旧あるいは実施設

計等に係る費用の繰り出しとして計上しているものでございます。 

  続いて、８款土木費、住宅管理費で144万1,000円の増額補正でございます。町営住宅管理

事業ということで、洞爺地区の単身者住宅のボイラー等３カ所の修繕料144万1,000円の計上

でございます。 

  ９款消防費、災害対策費で179万2,000円の増額補正でございます。指定寄附を受けまして、

防災備品、それから避難訓練の自動車借り上げ料ということで消耗品で103万円、自動車借上

料9万2,000円、防災用備品購入費で67万円の計上でございます。 

  続いて、11ページでございます。 

10款教育費、教育総務費、３目諸費でございまして22万8,000円の増額補正でございます。

報償費でございまして、虻田中学校吹奏楽が道大会に出場するということで、参加助成とし

て22万8,000円の計上でございます。 

  13款予備費でございます。3,397万3,000円の減額でございまして、現計2,151万6,000円と

な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。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 款で商工費で項でいきますが、観光振興費で350万円という補正を

組んでいるわけであります。これは説明資料は配付されておりますから、十分その点につい

ては理解を深めているわけでありますけれども、現在の眺湖通とか、あるいはまた、大通り、

あれにも洞爺湖温泉の繁華街といいますか、ここですよという、そういう案内の常設でなく
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ても仮設程度でも、やはりそういったものもすることによって、洞爺湖温泉全体の活性化に

結びつくのではないのかなという思いを持っておりますけれども、その辺はどのような取り

扱いをするのか。 

そして、その看板の設置場所もこの補正で組んでいる設置予定箇所も理解しているわけで

ありますけれども、将来的に北海ホテル側の道路をやっぱり改良する余地があるのではない

かなって。急に90度のカーブということになるわけでありますから、あれをできるだけ角を

とるような、そういう道路構造にしてはどうかなと思うのですけれども、これは道路構造上

無理なことなのか、それとも将来的には可能であるということならば、設置する段階でその

工事にも道路構造上にも支障のないような、そういうところに設置をするというのが妥当で

はないのかなという気がしますけれども、その辺いかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 道道洞爺湖登別線、いわゆる中央通、眺湖通であります。この

部分につきましては、３月16日に全線開通したところでございます。ただ、町道洞爺湖温泉

大通線のちょうど交点の部分につきましては、その後工事等を行いまして５月21日に交差点

の改良、横断歩道、また信号機の整備を終えて、開通しているところであります。 

そうした中、大型車両につきましては、この道道洞爺湖登別線を通るように、トラック等

に関しましては上を通るようになったのですけれども、なかなか観光客が札幌方面から来ら

れるとき、新しい道路で壮瞥側に抜けていくという部分も現象としてはあるところで、温泉

街のほうに車が流れていけないというところもございました。 

今回新しく整備する部分に関しましては、一つは今お話ししている北海ホテルの横のちょ

うどこの三角地のところに道の用地でありますので、こちらの方に歓迎看板、また洞爺湖温

泉街左折という形の中での大きな看板を整備していきたいと思っております。と同時に、壮

瞥側でありますけれども、ホテル華美のところに今も歓迎看板はございますけれども、しっ

かりと目立つようにその誘導をしていくために、右折という形での看板を整備するために今

回予算をいただいているところであります。 

それで、議員がおっしゃる部分の中で、やはり道路の今回整備によってなかなか温泉街に

入ってこないという現象があります。今までやっているところにおいては、一つはホテル、

旅館への誘導という形の中で、あそこの交点から100メートル、200メートル、300メートル

に関しましては、洞爺湖温泉街300メートル先、左折という看板を立てているところでござ

います。また、将来的な部分としてでありますけれども、室蘭建設管理部洞爺出張所とも話

をして、今、上についている青い塔の看板、こちらに関しましても札幌側の交点から300

メートル手前に平成29年度中に新しい洞爺湖温泉街という、左折という部分での看板を整備

説明することとなっております。また、洞爺湖温泉内には、道が整備したその看板が14件ほ

ど立っております。これも洞爺湖畔とか、洞爺湖温泉街という名称の中でばらつきがある部

分で、先月でありますけれども、観光協会とか飲食店組合、また旅館組合の方々とも北海道

の建設管理部の方に来ていただいて、統一してご意見を伺いたいということで、ご意見をい
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ただいたところであります。そうした部分では、今後改正していく部分に関しては、洞爺湖

温泉街という形での統一をしていくことと、決めているところであります。当然、新設に関

しましては温泉街になりますけれども、現在洞爺湖畔と書いている部分に関しましては、順

次温泉街に名前を切りかえていくこととなっております。 

また、議員がおっしゃる交点の部分、十字路の90度の部分で今回整備をしているところで

ありますけれども、今後改良という部分に関しましては、できたばかりの状況の中で、

ちょっと今の時点で改良というのは難しいのかなと、ただ、温泉の方々もお話しするのは、

やはり左折する部分でのカーブがかなりきついというお話はしておりますので、そこら辺、

今後どのような対応をしていくか、検討はしていかなければいけないと思っております。 

  あと、市街地の看板でありますけれども、連休中に洞爺湖温泉街の部分でホテル名を書い

た部分を仮設として５月21日まで整備をさせていただいております。この部分を永久的につ

けていくか、また、固定の部分もありますので、今後またその部分に関しましては、温泉の

関係者ともお話を伺いながら、整備はしていきたいと考えております。ただ、やはり今、議

員がおっしゃったとおり、温泉街に車がなかなか立ち寄らないという、そうした部分では、

お店屋さん、また飲食店とお話を聞いているところでもありますので、できるだけ温泉街、

洞爺湖温泉大通り線のほうに、車が、観光客が流れていくような手段を、方策を考えていき

たいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ２件ほどお聞きしますが、事項別明細の10ページ、まず、商工振興費

の中の地域振興事業ということで、説明にもありましたが、地域おこし協力隊の３年を経た

方が町で起業するということから、それに対する補助ということで提案されているのですが、

もともと地域おこし協力隊は、採用条件に将来的にはその地域内での起業を含めて、そうい

う意欲を持った方々だったと思うのですね。そういった点では、起業しようという意欲を

持って取り組んでいただくことは大変いいことだと思うのですが、ただ、せっかく協力隊に

なっても、結局この地を離れていくという方もいるわけけですよね。そういう点からいうと、

実際の採用のときの、何か地域おこし協力隊の採用の際の誓約というほどではないのかもし

れませんが、条件というのがどの程度有効なものなのかなという、ちょっと疑問が残るので

すけれども、そういう人も地元で起業するということは大変いいことだと思うのですが、そ

こでちょっとお聞きします。 

まず、今回、建物、設備などの費用の関係としての100万円、これは国の特交によって補

助するということですが、実際にその計画ではどのくらいの設備を必要としている事業なの

か、それに対してこの100万円ということなのでしょうから、多分これでは間に合わない金

額なのだろうなと思うのです。それで、実際の起業するために必要な費用をどのくらい見込

まれているものなのかということが一つと、それから、こうやって地元で協力隊として頑

張っていただいた方が起業するわけで、これはあくまでも国の補助制度といいますか、起業
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支援補助金交付要綱によって、その限度額が100万円と定められているから100万円出すので

すが、そうすると、町としては、または追加で幾らか出すという考えは全くないのかどうか。

そういうことについては検討されなかったのかどうかということと、それから、これは

ちょっとこれからのことであれですけれども、起業はしたけれどもなかなか事業が上手くい

かなくて、１年ないし２年ぐらいでやめざるを得ないと、こういうような場合ももしかする

と出てくるかもしれない。例えば、今回の起業支援というものは、起業後の最低何年以上と

いうような条件がついているものなのかどうか。この辺、ひとつ地域振興事業の関係でお聞

きします。 

それから、12ページですが、これは教育費の教育振興事業、今回中学校の吹奏楽が全道大

会に出場するという大変名誉なことでありまして、なかなか毎年あることではありませんか

ら、こうやって町としても推進事業として予算を立てたわけでしょうけれども、実際に遠征

にかかる費用に対して、町が支出を予定している額というのはどのぐらいのものなのか。 

それから､私も子供が中学校にいたときには、いろいろなスポーツ系の部活なんかで大会

に参加する際には、ＰＴＡなどからも予算が捻出されるわけですが、例えば、今回の場合は、

学校ＰＴＡや部活父母の負担というのはどのくらい見込まれているのか、この辺もちょっと

説明いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） 地域おこし協力隊の関係で３点ほどご質問がございましたが、

まずどの程度の設備かということでございまして、これにつきましては本人のほうに見積書

を提出していただきました。それで本人が何をやりたいかということなのですけれども、雑

貨屋をやりたいということで、もう既に本人はやる気満々で、土地、それから住宅も既に購

入をされたと。商売をやるために、今回はまず先にプレハブを購入して雑貨をやりたいとい

うようなお話でございます。それで、金額的には100万円を少し越えるぐらいのような、そ

のぐらいの金額だということで、見積書の提出がございました。 

それで今回、そういう形で申請を受け付けたところでございまして、これは２点目にも絡

むのですけれども、今回特交の100万円対象にはなりますけれども、町の上乗せということ

での検討はされたのかというようなことでございまして、本来そのとききちっと検討するべ

きだったとは思うのですが、たまたま今回出てきた金額が100万円ということで、予算には

町の上乗せ部分ということでは提出はしておりません。あと町の要綱自体はもう100万円と

いうことで、国の特交の関係の金額そのまま100万円の補助ということでの整備はしており

ますけれども、それプラスの予算でどれだけ町の単費を上乗せすることが可能かどうかとい

うことの検討は、今回の件に関しては乗せておりませんでした。 

３点目でございますけれども、例えば、商売を始めてもしやめるようなことがあった場合、

当然町としては地域おこし協力隊として募集して、いろいろ３年間活躍していただきたと、

もともとお願いしているのも町に住んでいただいて起業してください、もし起業が無理なら

地元のそういった事業所で何とか働くことも検討してくださいというようなお話で採用して
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いるのですけれども、ですからそういった観点から、町としてはやはり起業を始めた段階で

ＰＲをきちっとして、こういった方が地域おこし協力隊を３年やられて、こういう活動をこ

ういう形で町に残ってやられていますというようなことも、町のほうできちっとそういった

ＰＲもしながら、何とか続けていただきたいという考えで応援はしていきたいのですが、た

だ、要綱の中には３年間という形で、３年以内にもしやめるようなことがあれば、補助金は

返還してくださいというようなことになっていますけれども、そのような形にならないよう

に、やはり町としては応援をしていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 吹奏楽部の補助の関係でございます。 

まず、この吹奏楽部でございますけれども、新聞等に載ってございますので議員もご承知

のことと思いますけれども、19年ぶりの全道大会出場ということで、胆振の日胆の吹奏楽コ

ンクール、Ｃ編成ということで25人以下の部で出場したものでございます。20校のうちの３

校に選ばれて、全道大会出場ということでございます。 

  ９月１日に札幌のＫｉｔａｒａ大ホールで演奏ということでございまして、結果は銅賞と

いうことでございます。それで、ご質問のどれだけの経費だということでございますが、全

体で補助対象経費が約46万4,000円ということで、３分の２を補助ということで、30万8,000

円ほど補助ということで、現計予算で足りないということでこの22万8,000円を補正をさせ

ていただいたということで、部員が29人、先生二人ということで全体で31名で行ってござい

ますので、これでいきますと補助は一人１万円と、それで自己負担約6,000円弱というよう

なイメージです。ただし、町からのほかに、学校にお聞きしたところによりますと、虻田神

社のお祭りで寄附をいただいたとか、ほかのこともあるということで、それなりのものもあ

るということでお聞きをしているところでございます。 

  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） 地域おこし協力隊への支援補助の関係で改めてお聞きしますが、今、

説明いただきますと、当人の見積書でいけば100万円ちょっとという金額だったということ

なのですが、せっかくこうやって地元で何らかの事業をしたいと、意欲を持っておられる方

もいるわけで、従来でいけば、例えば空き家・空き店舗を改装して何か事業をおこす場合に

は、それはそれでまた資金援助がありましたよね。そういったものと兼ね合わせながら、こ

ういう協力隊起業支援補助金交付要綱のほかに、町のほうとしてこういった町独自の支援を

プラスして、また考えていくということもできるのではないかなというふうに思います。 

この要綱でいけば、３年以上ということになっているようですが、いずれにしても当然支

援体制、応援も行政側としては取り組んでいくということですから、大いにそれはやってい

かなければいけないのだろうなというふうに思っております。そういう体制も含めて充実さ

せていくべきだと思いますし、いずれにしても町は独自に空き家・空き店舗等の､例えばそ
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ういうことで活用のときに利用できる資金援助といいますか、融資等、こういったものもこ

ういうものに該当させて、追加で支援するということがあってもいいのではないのかなとい

うふうに思うのですけれども、その辺は今回、当然予算が出ていませんけれども、検討の余

地があるのではないのかと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○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） 関連する事業でチャレンジショップというのが、同じような

商売をやる上でのそういったものは町の補助ということでございます。チャレンジショップ

のほうは国のそういった特別交付税の対象となって全額補助の対象になるのですけれども、

このあたりも町の補助金ということで要綱に定めておりまして、同じ町の中の補助金を二つ

使うということは、今回の要綱の中ではチャレンジショップ補助金は対象外というような中

身にしております。ただ、今後、補助金の重複ではなくて、何らかの形でもし応援できるも

のが考えられれば、それは検討していかなければならないというふうに考えておりますが、

今現在そういった重複はしない中で何らかの形で検討できるものがあれば検討していきたい

というふうに考えております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  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17号平成29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17号平成29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18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18号平成29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。 

  森副町長。 
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○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の27ページでございます。 

  議案第18号平成29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29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。 

第１条、歳出予算の補正でございます。 

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補整後の歳出予算の金額は、

「第１表 歳出予算補正」による、ということでございます。 

事項別明細書でご説明をさせていただきます。 

国民健康保険特別会計の事項別明細書、３ページでございます。 

歳出でございまして、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。247万円の増額補正でございます。退職者医療交付金過年度の精算金でございまして247

万円を計上するものでございます。 

12款予備費でございます。247万円の減額補正ということで、現計で1,172万7,000円とす

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18号平成29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18号平成29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19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19号平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特
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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、議案書29ページでございます。 

  議案第19号平成29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２号）でござ

います。 

平成29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、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,315万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億9,632万6,000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させていただきます。 

公共下水道特会の事項別明細書でございます。 

歳入でございます。 

国庫支出金、国庫補助金、２目浄化槽設置整備事業費国庫補助金でございまして、14万

7,000円の増額補正でございます。合併浄化槽設置整備事業補助金としての14万7,000円の増

額でございます。 

繰入金でございます。2,200万円の増額補正でございまして、一般会計からの繰入金でご

ざいます。 

７款諸収入、雑入でございます。100万5,000円の増額補正でございまして、工事等の際に

出ます鉄くず等の売却収入ということでの計上でございます。 

続いて、７ページ、８ページでございます。 

歳出でございます。 

１款公共下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費でございまして、700万4,000円の

増額補正でございます。一般管理事務事業として償還金、社会資本整備交付金の精算による

返還金で55万4,000円でございます。それから消費税確定見込みにより645万円の増額でござ

います。 

続いて、２目の公共下水道施設維持管理費で260万円の増額補正でございます。公共下水

道施設維持管理事業ということで、入江の下水道管の破損事故の緊急的な修繕に使用する修

繕料ということで260万円の計上でございます。 

続いて、３目特定環境保全下水道施設維持管理費183万円の増額補正でございます。特定

環境保全下水道施設維持管理事業ということで、とうやクリーナップセンターの高圧設備の

開閉器が壊れたということでの修繕費183万円の計上でございます。 

続いて、１款公共下水道費の２項下水道建設費、１目下水道建設費1,714万円の増額補正

でございます。下水道管長寿命化変更計画策定業務に190万円、それから入江の破損しまし

た下水道施設工事の復旧設計委託料として124万円、それから今回の仮復旧の費用として
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1,400万円の計上でございます。 

３款予備費でございます。622万2,000円の減額補正ということで、現計で272万5,000円と

なります。 

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） ちょっと確認なのですけれども、８ページの下水道建設単独事業なの

ですが、今回緊急の応急措置、今、行われた箇所というのは説明をいただいたときには、こ

の長寿命化変更計画、要は下水道管の長寿命化計画の中の計画管路から外れたところだとい

うふうに伺っていたのですが、ちょっと扱い方がよくわからないのですが、例えば長寿命化

計画の中に入っている場合の破損とか修繕等のときと、それから違う管路が破損した場合の

国の補助の対象というのは変わってくるのかどうか、ちょっとその辺確認させていただきた

いと思うのですが。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 今回発生しました下水道管の破損事故におきましては、付近

住民の皆様や各関係機関にご心配やご迷惑をおかけして、大変もうしわけなく思っておりま

す。 

  議員質問の管路長寿命化計画の中に入っている部分と入っていない部分で、国の交付金が

違うのかということのご質問ですが、基本的に管路の復旧に関しましては、今は制度では管

路長寿命化計画に入っていないと、国の交付金がもらえないという形になっております。今、

管路長寿命化計画といっておりますが、今後ストックマネジメント計画に制度としては移行

いたします。 

洞爺湖町としましては、洞爺湖温泉から虻田終末処理場を結ぶ汚水１号幹線の760メー

ターにつきまして計画を持っておりまして、今回の破損事故におきましては、そこから近接

している部分ではあるのですが、外れている部分になります。１号幹線で今回のような事故

が起きた場合、本復旧工事はもちろん計画を持っていますので補助の対象になるのですけれ

ども、緊急対応の修繕費とかは対象にはなりません。今回は計画から外れているところで、

緊急的に修繕工事やバイパス工事を行ったということで、補助の対象とはなりません。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 議会の冒頭、当初、行政報告の中にも、温泉水を排水することもあっ

て、硫化水素の影響を受けて腐食して陥没すると、こういうことになったという話だったの

ですが、そうすると、例えば、これどういう基準で長寿命化計画の管路に入れるのか、ある

いは入れないのかということで判断するのか。町自身は、この町の利用特性といいますか、

こういったものを考えて、それにこれまでの管路につながる、隣接する管路も含めて計画に

入れるとか、あるいはあそこは外すとかというふうに町自身が判断できるのか、それとも、
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あくまでも国がメーンとなっている管路しか認めませんよみたいな、そういう基準に基づい

てやらざるを得ないのか、ちょっとその辺の事情もよくわからないので､本来なら全ての下

水道管路が私は入るのだと思っていたのですよ。ところが、対象になるものと対象にならな

いものがあるということ自体が、何かちょっと矛盾した話だなという気もするのですが、そ

の辺の見解というのはどうなのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 下水道管路長寿命化計画の対象範囲におきましては、その町

が道、国に申請して、独自で決められる範囲となります。長寿命化計画を立てる場合には、

その管路を調査して、その管路が今どういう状態にあるからこういった計画を持って更新し

たいということでの申請になりますので、対象としては全管路が対象になるのですが、全て

の管渠を短期間で調査するということはちょっと難しいものですから、今回は洞爺湖町の特

性として、温泉水が汚水に混ざることによって、硫化水素の濃度が高くなって腐食している

という部分があったものですから、温泉から虻田終末処理場までの区間を重点的に調査して、

腐食していることがわかったものですから、優先的に重点的にそこを計画したものでござい

ます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ３回目になりますが、そうすると今回のような事故をきっかけとして、

特に温泉からの温泉水が混じって下水道管路を通ってくる部分の、例えば接続部分、あるい

は合流部分、そういったことも含めて、変更計画を策定するということのための補正なので

しょうか。それをもう１回確認させてください。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 今回、補正予算で上げさせていただきました下水道建設単独

事業は、応急工事や修繕費、仮復旧工事に関しては補助の対象にはならないのですが、破損

してこれから本復旧を目指していく部分につきましては、管路長寿命化計画を変更して、そ

の中に入れることで補助対象になるといことで、北海道のほうと協議を進めております。計

画を変更した上で、補助対象として事業をこれから実施していきたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 今、課長が答えたとおりなのですけれども、長寿命化の関係で、や

はり温泉水が中心に来るところというのは硫化水素がたまりやすいということで、破損も多

いということで先行して長寿命化でやったのですけれども、そのメイン管とちょっとつなが

った近いところで今回崩落しているということで、そういった影響もあるのかどうかわかり

ませんけれども、ですからその長寿命化に入っていない部分を変更して、入れさせてもらっ

て補助金を受けたいというようなことでございますので、ご了解お願いします。 

○議長（佐々木良一君） そのほか。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） とても単純な質問で恐縮なのですが、６ページの雑入の100万
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5,000円ですが、副町長の説明では、何か工事に伴う鉄くずの売却でということでございま

したけれども、工事をすればこのような雑入が入るのかな、いい工事だななんて思って聞い

ていたのですが、どう考えても具体的にどういう場面でこういう鉄くずの売却が生ずるのか、

もちろん洞爺湖町のものですから、売却できるのでしょうけれども、どんな状況の中でこう

いう雑入が生じたのか、本当に単純な質問で恐縮ですが、説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 平成27年度、平成28年度におきまして、日本下水道事業団

に委託しまして、処理場の機器の更新工事を実施しております。機器を更新いたしますと、

古い機器を撤去いたします。その撤去した機器を、国の制度におきましては、鉄くずなので

すけれども、価値があるということで、それを売却いたします。売却したお金が100万5,000

円になるのですけれども、そのうち今回撤去した施設は補助金を受けて設置しているもので

すから、その補助率をかけて国のほうにまた償還金として戻すという制度になります。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、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19号平成29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19号平成29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10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20号平成29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、議案書の32ページでございます。 

 議案第20号平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号）でございま

す。 
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平成29年度虻田郡洞爺湖町介護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。 

第１条で、歳入歳出予算の補正でございます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ45万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ10億9,805万7,000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させていただきます。 

介護保険の事項別明細書、５ページでございます。 

歳入でございます。 

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でございまして、45

万1,000円の増額補正でございます。支払基金交付金精算に伴う追加交付過年度分の増額補

正でございます。 

続いて、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険給付費支払準備基金積立金で、1,043万

4,000円の増額補正でございます。介護保険給付費支払準備基金積立金でございまして、決

算剰余金の積み立てでございます。 

それから、５款諸支出金、償還金及び還付加算金、２目償還金で1,405万2,000円の増額補

正でございます。過年度分の精算ということで、介護給付費負担金の返還金ということでの

計上でございます。 

６款予備費、2,403万5,000円の減額補正でございまして、現計で138万9,000円となります。 

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20号平成29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。 

  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20号平成29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、
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原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第11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21号平成29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、議案書35ページでございます。 

  議案第21号でございます。平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）でございます。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（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、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

290万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,002万円とするものでござ

います。 

２として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出

予算の金額は、「第１表 歳出予算補正」によ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。 

５ページ、６ページでございます。 

まず、歳入でございまして６款町債、１項町債、１目簡易水道債、290万円の増額補正で

ございまして、配水管布設工事に係る起債の増額ということで、290万円の増額でございま

す。 

続いて、７ページ、８ページになります。 

歳出でございます。 

総務費、総務監理費、一般管理費、92万5,000円の増額補正でございまして、消費税の確

定見込みによる増額補正92万5,000円でございます。 

２款簡易水道施設費でございまして、簡易水道建設費266万円の増額補正でございます。

委託料として実施設計委託料の執行残がございまして、マイナスの24万円、それから配水管

布設工事、これは洞爺地区の法昭寺から山側に向かう町道がございますが、そこの町の本管

が非常に深い位置にあって、民間の方の給水がとれないという状況のところがございます。

そこの配水管を布設がえするものでございまして、290万円の増額でございます。 

４款予備費でございまして、68万5,000円の減額補正でございまして､現計で88万3,000円

と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。 
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  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21号平成29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21号平成29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。 

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

◎認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号、 

認定第７号の一括上程、説明、付託 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、認定第１号平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算

の認定から、認定第７号平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて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。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書39ページからになります。 

  認定案件について、一括してご提案をさせていただきます。 

まず、39ページ、認定第１号平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について

でございます。 

地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成28年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算

を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

次のページでございます。 

40ページ、認定第２号平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定についてでございま

す。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算を別冊

のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

次のページ、41ページでございます。 

認定第３号平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定についてでござい
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ます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会

計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

次の42ページでございます。 

認定第４号平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別

会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

43ページでございます。 

認定第５号平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定についてでございます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決

算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

続いて、44ページでございます。 

認定第６号平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定についてでござい

ます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会

計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

最後に、45ページでございます。 

認定第７号平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定についてでござ

います。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別

会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

それでは、水道事業会計の決算書をちょっとごらんいただきたいと思います。冊子になっ

ているやつでございます。 

水道事業会計決算書の12ページでございます。 

中段に財政の状況ということで表記をさせていただいております。 

収益的収支については、３億1,000万9,000円、支出で３億189万4,000円で、当年度純利益

は811万5,000円となっております。 

それから、資本的収支につきましては、収入7,943万5,000円、支出で１億2,743万6,000円

で、不足額4,800万1,000円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び金度分損益

勘定留保資金で補塡をしているというものでございます。 

続いて、一般会計のほうでございますが、各会計決算書という、これも冊子になっている

やつでございますけれども、実質収支に関する調書、財産に関する調書と三段書きになって

おります。この調書の45ページからでございます。 

まず、一般会計の実質収支に関するものでございます。 

歳入総額で77億8,163万2,000円、歳出総額75億3,605万円で歳入歳出差引額は２億4,558万

2,000円でございます。翌年度へ繰り越すべき財源1,249万1,000円を除く実質収支は２億
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3,309万1,000円となっております。 

次のページでございます。 

国民健康保険特別会計でございます。 

歳入総額15億5,899万4,000円、歳出総額15億4,815万7,000円で歳入歳出差引額は1,083万

7,000円となり、翌年度へ繰り越しております。 

続いて、次のページ、47ページ、共下水道事業特別会計でございます。 

歳入総額で７億9,621万1,000円、歳出総額７億8,876万4,000円で歳入歳出差引額は744万

7,000円となり、翌年度へ繰り越しております。 

次のページでございます。 

介護保険の特別会計でございます。 

歳入総額、10億5,374万円で、歳出総額が10億2,970万4,000円でございまして、歳入歳出

差引額2,403万6,000円となり、翌年度へ繰り越しております。 

続いて、次のページ4、9ページ、簡易水道事業特別会計でございます。 

歳入総額１億537万円、歳出総額１億504万1,000円で歳入歳出差引額は32万9,000円となり、

翌年度へ繰り越しております。 

次のページ、最後になりますが、後期高齢者医療特別会計でございます。 

歳入総額１億5,565万2,000円、歳出総額１億4,938万7,000円で歳入歳出差引額は626万

5,000円となり、翌年度へ繰り越しております。 

本当の概略をご説明させていただきましたが、この後、決算委員会が設置される予定とい

うことでございますので、詳細については委員会のほうでご説明をさせていただきます。 

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、お諮りします。 

  本件については、決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、本件の各会計決算の認定につきましては、決算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。 

ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任について、お諮りします。 

委員の選任につきましては、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名すること

になりますが、議長並びに監査委員を除く全議員12名による特別委員会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、議長並びに監査委員を除く12名による決算特別委員会とすることに決定いた
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しました。 

ここで、暫時休憩いたします。 

早速決算特別委員会を開催していただき、正副委員長の互選をお願いいたします。 

                               （午後 ２時２９分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午後 ２時３９分） 

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

◎正副委員長の決定 

○議長（佐々木良一君） ただいま、決算特別委員会が開催され、正副委員長が決定しました

のでご報告いたします。 

  決算特別委員会委員長には五十嵐委員、副委員長は立野委員が選出されました。 

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

◎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。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ２時４０分） 
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