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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２９年１２月１３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 議案第２８号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算(第６号） 

日程第 ３ 議案第２９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３号) 

日程第 ４ 議案第３０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３号) 

日程第 ５ 議案第３１号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町水道事業特別会計補正予算(第１号) 
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改正について 

      議案第３３号 洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 
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────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） おはようございます。 

  現在の出席議員は、13名であります。沼田議員から、欠席の届け出があります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、９番板垣議員、10番七戸議員を指

名いたします。 

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

◎議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、議案第28号平成29年度虻田郡洞爺湖町を一般会計補正予

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18ページでございます。 

  議案第28号平成29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29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１億

3,006万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億6,651万8,000円とするも

のでございます。 

  第２条で、債務負担行為の補正でございます。債務負担行為の追加は第２表債務負担行為

補正によるものでございます。 

  第３条は、地方債の補正でございまして、これについては事項別明細でご説明をいたしま

す。 

  債務負担行為でございますが、議案書の21ページをお開き願います。一番上、第２表債務

負担行為補正でございまして、追加でございます。項目については、洞爺湖町営バス運行管

理業務にかかわる指定管理料でございます。期間については、平成30年度から32年度の３年

間、限度額として930万3,000円の計上でございます。 

  それでは、事項別明細書でご説明をさせていただきます。 

  一般会計補正予算(第６号)の事項別明細書でございます。５ページからになります。５

ページ、６ページ、まず歳入でございます。10款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交

付税で１億5,715万8,000円の増額でございます。これは、普通交付税の額の確定によるもの
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でございます。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、総務費国庫補助金で350万円の増額でございます。社

会保障税番号制度システム改修整備費の補助金で、情報管理事業に充当するものでございま

す。続いて、６目教育費国庫補助金でございまして、273万5,000円の増額でございます。中

学校費補助金で、公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業補助金、洞爺中学校のモデル事業にかか

わる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、１目民生費道補助金で118万円の増額でございま

す。 

  社会福祉費補助金で、子供の居場所づくり推進事業補助金、いわゆる地域食堂運営事業の

補助金として118万円の増額でございます。 

  続いて、３目農林水産業費道補助金710万円の増額でございます。一つは農業費補助金で

130万円の増額。これは、道の地域づくり総合交付金でございまして、ジオの食材ＰＲ、マ

ルヤマクラス、あるいはジオのバスツアー、こういった事業への補助金の計上でございます。 

  それから、水産業費補助金で580万円の増額。これも同じく道の総合交付金でございまし

て。ホタテ作業用配電盤整備事業の補助金でございます。 

  続いて、７目の消防費道補助金で90万円の増額でございます。災害対策費補助金で同じく

道の総合交付金でございまして、防災啓発用避難所マップ及び回覧板作成事業にかかわる道

の補助金でございます。 

  続いて、16款財産収入でございます。２項財産売払収入、１目土地売却収入で600万円の

増額でございます。これは、花和の旧小学校のグラウンド、ヤンマーアグリジャパンに売却

をするということを主にした売却収入でございます。 

  それから、17款の寄附金でございます。一般寄附金で300万円の計上でございます。一般

寄附金300万円。なお、このうち100万円が観光事業に使用してほしいというようなことでの

寄附でございます。 

  続いて、次のページでございます。18款繰入金でございます。繰入金として6,401万2,000

円の減額補正でございます。繰入金、節でございまして、一つが町営住宅敷金の基金繰入金

で98万8,000円。それから、公共施設等整備基金繰入金で6,500万円の減額でございます。こ

れについては、水道のろ過膜工事を補助金として見ておりましたけれども、起債借入が可能

となったということで基金への繰り戻しということになります。 

  それから、20款諸収入、雑入でございまして630万円の増額補正でございます。雑入でご

ざいまして、コミュニティ助成事業補助金、これは虻田太鼓への備品購入でございますが

250万円。それから保険給付金、これは台風18号による農家のビニールハウスへの被害への

保険給付金ということで、これは全国町村会総合賠償保険からの保険でございます。あわせ

て531万2,000円の雑入計上でございます。それから、町営住宅敷金で98万8,000円の増額と

いうことでございます。 

  21款、町債でございます。１項町債、６目教育債で300万円の減額でございます。これは、
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学校教育施設等整備事業補助金、中学校のモデル事業が補助対象ということになりましたの

で、それによる起債の減額ということでございます。それから、７目臨時財政対策債919万

9,000円の増額でございます。臨時財政対策債の借入可能額の確定による増額補正でござい

ます。 

  続いて、９ページから歳出でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で155万円の増額でございます。節で共済

費賃金、年度途中で２名の職員退職者が出ましたので、これを補うための嘱託職員の賃金並

びに共済費でございます。 

  続いて、２目職員福利厚生費で20万円の増額。パート職員等の職員健康診断委託料の20万

円の増額でございます。３目公有財産管理費で１億3,660万円の増額でございます。まず需

用費で修繕料、庁舎の消防設備等の修繕で31万円の計上でございます。それから、工事請負

費で1,429万円の増額でございます。洞爺の洞青寮改修事業ということで、今の建物を継続

して使えるようにするための維持修繕ということで、項目的には建設関係、屋根の塗装、そ

れから窓などの建具の改修、足場組立等で940万円ほど。それから、電気設備で220万円ほど。

給排水設備、ボイラー等で260万円ほどになりまして、総額で1,429万円の計上でございます。 

  それから積立金、１億2,200万円の積立でございまして、一つが財政調整基金積立金で１

億2,000万円の増額。それから特定目的基金、これは先ほどお話しました300万円の寄附のう

ちのみんなの基金への200万円の増額でございます。 

  続いて、５項電子計算管理費669万円の増額でございます。委託料でございまして、一つ

はケーブル敷設委託料、北電柱の移設に伴いまして、町のケーブルの強化がえが必要になっ

たということで226万8,000円の増額。それから、社会保障番号システムの電算システム改修

委託料ということで442万2,000円、あわせて669万円の増額でございます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございまして247万2,000円の増額で

ございます。まず委託料でございますが、社会福祉管理事務事業ということで、地域食堂運

営委託料、これは室蘭のＮＰＯ法人に委託をする予定でございますが、子供、高齢者、障害

者、ひとり親など、飲食をともにしながら意見交換できる場所の創設ということでの計上で

ございます。 

  続いて、４目介護保険費でございまして45万9,000円の増額でございます。電算システム

改修委託料の増によりまして、介護保険特別会計操出金の増額でございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生管理費で6,488万3,000円の減額でございます。

需用費で、地域交流センターの修繕料として11万7,000円の増額。負担金補助及び交付金で

6,500万円の減額。これについては、水道事業会計補助金の減額でございます。 

  続いて、２目予防費で55万円の増額でございます。委託料でございまして、インフルエン

ザワクチン接種委託料の増ということでございます。 

  続いて、１１ページになります。４款衛生費、４項清掃費、１目清掃管理費で62万2,000

円の増額でございます。西いぶり広域連合負担金でございまして、新施設建設に伴う交付金
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申請のための地域計画策定費ということで、洞爺湖町の負担分62万2,000円の増額でござい

ます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業管理費、これについては、財源補正でございま

して、ジオの食材ＰＲ事業の補助確定による財源補正でございます。３目農業振興費で191

万2,000円の増額補正でございます。畑かんの成香のポンプが老朽化による取り替えが必要

ということで、畑地かんがい用水利用組合への補助金として191万2,000円の増額でございま

す。 

  ６款農林水産業費、３項水産業費、１項水産業振興費で650万円の増額でございます。こ

れは、ホタテ作業用配電盤整備事業補助金でございまして、650万円の増額ということでご

ざいます。 

  ７款商工費、商工振興費17万1,000円の増額ということで、これについては地域おこし協

力隊員の通勤費の増額補正でございます。 

  ７款商工費、２項観光費、１目観光振興費で1,600万円の増額でございます。負担金補助

及び交付金で、源泉開発事業補助金でございまして、これは温泉利用組合で今後に向けて温

泉の安定供給を持続するために、高温の資源の分散化を目的として金比羅にもう一つ源泉を

掘削したいという事業でございまして、２分の１を補助するというものでございます。それ

から、洞爺湖温泉観光協会補助金につきましては、先ほどの寄附の関係で補助するものでご

ざいます。 

  それから需用費でございまして修繕料、イルミネーションストリートの電飾破損による修

繕で７万4,000円の計上でございます。それから、委託料40万7,000円につきましては、文化

センターの管理運営ということで、特定建築物等定期調査委託料、３年に１度の調査でござ

いますが計上でございます。 

  続いて、13ページでございます。 

  ８款土木費、５項都市計画費、１目都市計画管理費で100万円の増額でございます。操出

金でございまして、公共下水道事業特別会計への操出金ということで、温泉の中央通、眺湖

通の冬のでこぼこ対策として、マンホールに断熱蓋を取りつける、30カ所でございますけれ

ども、100万円の計上でございます。 

  ８款土木費、６項住宅建築費で２目住宅管理費593万2,000円の増額でございます。需用費

で395万6,000円、公営住宅のエレベーター、スロープの交換、あるいは消防設備等の修繕に

かかわる計上でございます。償還金利子及び割引料については、町営住宅敷金還付金として

98万8,000円の計上。積立金として98万8,000円の計上でございます。 

  ９款消防費、１項消防費、２目災害対策費、これにつきましては財源補正でございまして、

避難所用マップ作成等の補助確定による財源補正でございます。 

  10款教育費、１項教育総務費、３目諸費で51万4,000円の増額でございます。一つは虻高

未来づくり推進委員会報奨金ということで、虻田高校の未来に向け、振興策の検討などをす

る推進委員会の設置ということでございまして、委員15名、２回ほどの会議予定で12万
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5,000円の計上でございます。それから、スクールカウンセラー報奨金で、回数増というこ

とで38万9,000円の増額でございます。 

  10款教育費、２項小学校費、１目小学校管理費で114万4,000円の増額でございます。修繕

料でございまして、虻田小学校の暖房集中専用版ユニット故障による修繕料の計上でござい

ます。 

  10款教育費、３項中学校費、１目中学校管理費で19万5,000円の増額でございます。修繕

料でございまして、虻田中学校の漏水修理に伴う計上でございます。 

  続いて、15ページでございます。 

  10款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費で250万円の増額でございます。負担

金補助及び交付金で、虻田太鼓少年団備品整備事業補助金ということで250万円の計上でご

ざいます。 

  11款公債費でございます。元金利子で利率の見直しの関係から、元金で682万6,000円。こ

れについては、内訳として金利見直しで229万3,000円の増額。洞爺高校の解体による繰上償

還で453万3,000円で、あわせて682万6,000円の増額でございます。一方で、利子のほうは

153万8,000円の減額となります。 

  13款予備費でございまして416万3,000円の増額、減軽で2,262万1,000円の予備費となりま

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。 

  ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） １点だけでございますが、10ページの民生費の中で、地域食堂の運

営ということで総務常任委員会にも概要の説明がありましたが、ちょっともう少し詳しく知

りたいということで質問させていただきますが、先ほど副町長は室蘭のＮＰＯ法人に委託す

るというお話をされましたが、この導入に当たって、既にこの室蘭のＮＰＯ法人かどうかわ

かりませんが、なかよし食堂というのを４月からもう室蘭ではスタートさせていますし、札

幌などですともうこの子供食堂が30カ所にも及んでいるというようなことでございますけれ

ども、これの導入に当たってそういう先進地といいますか、しっかり運営されているところ

の参考にされて計画を立てられているのかどうかということと、これも多分説明されたと思

いますが、学校給食のない、多分土曜日にやるという、開くということを聞いていましたけ

れども、これは毎週でしたか、隔週だったのかということと、長期休暇も結局給食のない日

が続きますので、長期休暇も対象にしていたかどうか。まずこの点についてお伺いいたしま

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） 今、ご質問があった点について、その前にちょっとこの地域食

堂の概要について説明をさせていただきたいと思います。 
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  近年の社会情勢といたしまして、地域との希薄さがますます加速をし、さらには子供の貧

困が社会問題として大きく取り上げられていることから、子供や若者、子育て世代、高齢者

などが自由に来てお茶を飲んだり、話をしたり、子供とお年寄りが一緒に遊びを教えたり教

わったり、おいしい食事を皆で食べたりと、人と人とがつながる居場所づくりの一環として

地域食堂の開設を提案するものでございます。 

  この地域食堂は、特に子供をかすがいに地域づくりを行う拠点、いわゆる子供の支援に必

要な役割分担を地域住民が担い、担う役割を楽しみとして支え合う場所とも考えております。

例えば、お年寄りがお世話係や見守りボランティアとなることで、これまで支援を受けてい

た側から、支援をする側となり、高齢者の生きがいづくりや健康づくりの一環にもなり得る

ものと考えております。実施主体は町で、先ほどからご提案しております運営をＮＰＯ法人

に委託をすることとしております。このＮＰＯ法人は、生活困窮者自立支援制度に基づきま

して、北海道から就労生活サポート事業の委託を受けているＮＰＯ法人でございます。この

法人は、日ごろの生活困窮者や生活相談を受ける中で、きょうの食べるものもなく、緊急に

支援を要する人や、親と一緒に食事ができない子供たちなどの実態に触れており、このたび

の地域の人や子供の居場所づくりについて積極的に協力いただけるとの確約により、町とし

ては事業を委託する予定としているところでございます。 

  なお、このＮＰＯ法人につきましては、先ほどからお話をいただいております先進地での

なかよし食堂等について、積極的に情報の収集を行い、参考としているところでございます。 

  なお、本来であれば地元の団体や法人等に委託するものであると考えておりますが、立ち

上げ時の運営は当ＮＰＯ法人にお願いをいたしますが、運営のノウハウを伝授いただき、い

ずれは町内の団体などに引き継ぎたく考えているところでございます。 

  実施主体は町で運営をＮＰＯ法人に委託いたします。年明けから準備を行い、２月または

３月から開設予定で、開設日及び開設時間は毎週土曜日の正午から午後４時30分までサロン

を運用し、その中でも正午から午後２時までは食堂を運用し、昼食を提供いたします。場所

は洞爺湖町地域交流センター、旧さわやか別館でございます。昼食は18歳以下の子供は無料、

大人は１人300円程度をいただき、食材費に充当する予定としているところでございます。 

  また、サロンや昼食提供以外での事業内容といたしましては、子供の状況に応じ学習支援、

宿題の支援、生活習慣の取得支援、日常の遊びの場、社会体験や共同作業体験に資する行事

やイベント、子供や高齢者が抱えるさまざまな問題、相談を受け止める場と関係機関への橋

渡し、インターネット利用環境を提供し、さまざまな情報にあふれる機会の提供、施設を利

用される方の特技や経歴、希望に応じて食堂内でのさまざまな活動に参加することを可能と

し、施設利用者の相互支援による施設運営及び世代間交流を図るなど予定をしているところ

でございます。 

  以上、趣旨ご理解の上、何卒ご承認くださいますようお願いいたします。 

  それで、長期休暇につきましては、長期休暇中もこの地域食堂は運営をする、年間運営を

することとしているところでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ３番、五十嵐議員。 

○３番（五十嵐篤雄君） この考え方、導入を私は積極的にやるべきだというつもりで質問し

ておりましたので、早く導入するという、この近隣の町に比べても早く導入できるというこ

とは大変いいことだなというふうに思っています。 

  これからスタートするので、今から余り課題をとやかく言ってもしょうがないのかもしれ

ませんが、まず長期休暇にも対応するということが確認できましたのでよかったのですが、

例えばすすきのなどに開設されているところは、やはり都市型のところはこういった集まり

に子供たちが行っても余り気づかれないと言ったらいいのでしょうか。あの子がここを利用

しているというなどということにはならないと思うのですが、ちょっと懸念するのがこう

いった施設を利用する、使うことが、とてもいい試みなのですが、そのことが引け目を感じ

るようなことがあってはならないと思いますし、むしろそれがいじめの温床になりはしない

かと私が心配しているだけかもしれませんが、そういう観点から所管は健康福祉課のほうで

進めていただいておりますけれども、ぜひこれは管理課のほうでも学校などと協力しながら、

実態をちゃんと把握したり、状況を見ながら直接のかかわり合いはできないかもしれません

が、いろいろな催し物なども考えているようでございますので、管理課としても何らかの形

でかかわって、子供たちの様子をウオッチしていってほしいなというふうに思いますがいか

がでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） この子供食堂に関しましては、当然、この貧困対策ということで

我々もメンバーに入ってございますので、その中で立ち上げていくということになってござ

いますので、当然管理課もかかわって、子供の状況を見てまいりたいと考えているところで

ございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに。２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） 質問に入る前に、ちょっと議長にお伺いしたいのですけれども、自

分ちょっと耳も遠くなってきたものですから聞こえなかったのかわからないのですが、これ

は歳入歳出一括で質問ということでよろしいのですか。 

○議長（佐々木良一君） はい。 

○２番（越前谷邦夫君） そういうことでよろしいのですね。本来であれば、歳入をやって歳

出という順番でいったかと思うのですけれども、きょうの場合はどうなのですか。 

○議長（佐々木良一君） 補正予算ですから一括で。 

○２番（越前谷邦夫君） はい、済みません。申しわけございません。 

  歳入のところで、財産収入のところでちょっと確認をさせていただきたいと思うのですが、

実は花和小学校グラウンドをヤンマーに売却いたしまして600万円ほどの収入があるという

ことでございます。 

  したがって私は、いろいろな機会を通しまして担当のほうからも伺っていたのは、申し入
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れしておったのは、一体こういうヤンマーという会社が来ることによって、居住者が何名く

らいふえるのかと。やはり、条件居住者がこの町に住んでいただきたいということも述べた

経緯があるのと、雇用者を採用する場合には地元の方々を採用していただきたいという、そ

ういうお願いをしておったのですが、現状としてはどういう状態になっているのか、その辺

を伺っておきたいなと思います。 

  それから、12ページの商工費の中で、実は源泉開発事業補助金ということで1,500万円計

上されて、これは２分の１の補助であるということなのですが、私は洞爺湖町にまいりまし

て２回ほど噴火を経験しております。その噴火を経験した中で、噴火口が金比羅山というこ

となのですね、52年の噴火も。それから、2000年の噴火も最終的には金比羅山ということに

もなったわけであります。したがって、町で大幅な補助をするわけでありますから、その金

比羅ということなら金比羅火口内にという、自分は懸念をしているわけであります。した

がって、この補助金には反対するものでありませんけれども、金比羅火口等々とか金比羅山

周辺を外した中でこういう開発行為ができなかったものかどうなのかということを伺ってお

きたいなと思います。 

  それから、申しわけございません。土木費の住宅建築費の中で、先ほどエレベーター等の

修繕料ということで390何某ほど計上されておりますけれども、これは定期的な検診の中で

修繕ということが発生したのか。それとも、別途いろいろな修繕をしなければならない状況

になってきたので、390万円ほど予算計上しながら修繕をしていくということなのか、この

３点ですね、伺っておきたい。 

  最後になりました。先ほどは大変失礼いたしました。補正ですものね。申しわけございま

せん。 

○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） 土地の売却のヤンマーの関係でございますけれども、ここにつ

きましては現在工事が進んでおりまして、年度内開設を目指しまして、従業員といたしまし

て当初、懇談会、地域懇談会も含めまして６名体制で運営するということで会社から町のほ

うに来ております。 

  また、これにつきましては現在、本社のほうが倶知安町にございます。それで、洞爺湖町

に来ますと従業員の方で、今後は従業員の量というのですか。こういうものについても相談

させていただきたいということです。 

  また、先般ですけれども総合支所のほうに独身用の住宅があるのですけれども、その辺の

ところにも申し込みはしているということの情報はいただい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） 総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 当面は機械の整備でございますので、雇用につきましては６名

体制で、今いる倶知安の従業員をこちらのほうに通勤、または移動させる。もちろん、整備

士の免許等のこともありますけれども、将来的には企業としましては地域、地元洞爺湖町の
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募集も展開していきたいという企業からのお話はいただいております。 

○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） 今回、泉源開発事業として金比羅山付近で掘削事業をすること

になっています。議員がおっしゃるところであります2000年噴火においては金比羅、また西

山火口において噴火したところでありますけれども、洞爺湖温泉利用協同組合が持っており

ました源泉につきましては四十三山周辺で、12源泉をもって2000年噴火前からお湯を用途し

ていたところですけれども、噴火直後においては高温のお湯が四十三山でも出ていたところ

ですけれども、年々温度低下が著しくなってきたところであります。そうした部分で、北海

道地質研究所のご協力も得て、周辺においてやはり光熱のある地域はないかという中で探査

をしてきたところであります。そうした中で、一つはＫＨ１という平成２５年に用途されま

した場所、ここはやはり高温があるということで、実際に今98度のお湯が出ているところで

あります。 

  今、議員がおっしゃられるほかになかったのかという部分ですけれども、やはり今、例え

ば四十三山周辺で掘削をしても、なかなか高温のお湯が出ることができない。また、それを

掘ることによって、ほかの源泉への温度の影響も出てくるという中では、今やはりベストな

ところでは金比羅周辺がいいところというふうに調査でも出ているところです。確かに、噴

火という部分でのリスクはあるところですけれども、洞爺湖温泉のやはりさらなる安定供給

を温泉をしていく部分においては、今回のＫＨ２の掘削事業をして、やはり用途量を確保し

てくというのは重要になっておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 今、エレベーターの関係でございます。ロープ等の交換でござい

ますが、これにつきましてはご承知のとおり噴火災害があったあと、うちの町の町内の団地

も高層化してございまして、４階以上の建物については別途設置しているところなのですけ

れども、その中で毎月エレベーターの保守管理業者、ジャパンエレベーターという会社なの

ですが、そこに毎月全部の団地のエレベーターを点検させていただいているところでござい

まして、その中の報告においてロープの劣化が発見できたので、それで今回更新させていた

だくという提案でございます。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ヤンマーのほうは理解しました。何とか期待しておりますので、行

政当局と打ち合わせになった場合は積極的な取り組みをお願いしたいなと思います。 

  今の源泉開発の件ですが、全く今、参与が言っていることには異論はないのですよ。ただ、

やはり行政として支援を組む場合、援助する場合においては、やはり少なからずとも災害と

いうのはあってほしくない。しかしながら、洞爺湖町は有珠山噴火災害というのは、やはり

噴火と共存している町としては避けて通れないと。したがって、こういう予算に入る前に

しっかりと別な箇所等々がないのかどうなのか。そういったことも再認識した上で参与が言

われるような方向で協議をしていただきたいなと思います。これは、反対するものではあり
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ませんけれども、そういう基本的な理念に基づいて編成をお願いしたいということでござい

ますので、理事者はどのような見解をお持ちなのか伺っておきたいなと思います。 

  エレベーターの件はご理解いたしました。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森寿浩君） 25年に1,400数メートルのボーリングをやって、熱いお湯が出たとい

うことで、今までの源泉がかなり温度低下が激しいという中で、今それをミックスして温度

調整をしてやっているということだと思います。この前も、ポンプの故障があったというふ

うに聞いておりますけれども、やはり１本ではなくてその高温の温泉をもう一つ確保したい

ということでの安定供給を目指す、というような事業でございます。その深さも地質研究所

などの調査によって、今最初に掘った井戸の近くではございますけれども、地下200メート

ルくらいのところに湯だまりがあるというようなことで、そこ以外はそういう浅いところは

ないというようなことでございます。場所的にも、確かに2000年の噴火でも金比羅西山、西

山は道路の上から噴火するという予測は恐らく誰もしていなかったのではないかというふう

に思いますが、どこで噴火するかわからないという状況は確かにあると思います。 

  ただ、そういった噴火がある地域で、明日を目指して生きるためには今をやはり生きてい

かなければならない。ですから、今の状況の中で、そういったとり得るベストの状態の中で

源泉を探したいということで我々も認識をしておりますので、ぜひご理解をお願いしたいと

いうふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  ほかに質問はありますか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） ３点ほどありますので、まず順番にお聞きしたいと思うのですが、一

つは事項別明細の６ページで、先ほども質問がありましたけれども、子供食堂についてなの

です。それで、実は先ほどの五十嵐議員と同じように私もちょっと懸念があるのですよね。

懸念はあるのだけれども、ここは対象にしているのは全ての子供たちが対象だということで

すので。ただ心配なのは、どれだけの子供たちが来てくれるのかなということだと思うので

すよね。これは子供だけで来るわけではなくて、やはり保護者、父母の協力や理解もないと、

なかなかこの場に子供たちが来るということができないのではないかなという点がありまし

て、先ほど課長の答弁にもありましたが、本来なら地域のボランティア団体などが中心と

なってそういう親御さんを含めて協力しあってといいますか、声をかけあってそういう場を

提供するというのが一番いいのでしょうけれども、なかなかそういう素地がまだ十分できて

いないという中で、こういうＮＰＯ法人のノウハウを学びながら、地域でそれを広げていこ

うという考え方なのだと思うのです。それにしても、やはりそういう子供さんを持っている

保護者や親御さんの理解、そして協力というものがないと、なかなかこれはうまくいかない

のではないかなと思うのですが、その辺の準備期間の中で対応をどうされていくのか。施設

の整備とか運営方法とかというのは書いてありますけれども、肝心な子供たち、あるいは親
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御さんとの関係について、どんな風に取り組んでいく予定にしているのかということを改め

て確認したいなと思っております。 

  それから、今回は１カ所ということで、それも道の支出金が約半分、運営費の半分ほど

入ってくるというようなこともあって、こういう金額になっているのかもしれませんけれど

も、以前から言われているようにこの洞爺湖町は三つの地域に分かれていて、それぞれにや

はり子供たちがいて、本町だけではなくて温泉や洞爺地区にもあるわけですから、例えばそ

ういうところについても、１カ所やって、そしてそのノウハウを活用して２カ所、３カ所と

いうふうに多分やるのだろうと思うのですが、これはやはりできるだけ迅速に対応していく

ことも大事なのではないかというふうに思うのですが、その辺の計画などもお持ちなのかど

うかということを伺っておきたいと思います。 

  それから、同じ６ページです。災害対策なのですが、ここには避難マップ、あるいは回覧

板を新しくするということで90万円の予算計上がされています。実は私、中学校や小学校で

も防災学習の手伝いをさせていただいているのですが、子供たちに火山防災マップというの

を知っていますかということをお聞きしたら、ほとんどの子供が実は知らないのです。担任

の先生にも伺ったら見たことがないと。たまたま、その担任の先生は室蘭から通われている

先生で、この町がどういうものを住民の人たちに配付しているかというのは実は存じていな

い状況です。先ほど来、その噴火の話がありました。火山防災マップ、これは非常に大切な

ものです。噴火時において、どこに避難をしたらいいのか。自分の住んでいる地域がどうい

う場所なのかということをしっかりと普段から頭に入れて、そしてその範囲の外にまず逃げ

るということ。それぞれが避難場所も地域ごとに決めてありますから、そういう指定の避難

場所に逃げることもそうですけれども、やはり防災マップで示されたいわゆる白地部分とい

いますか、色の塗られていない地域に逃げるということが大事なのですね。そのためには、

やはり普段から家庭でも学校でも、そういう防災マップについての理解、そして避難に備え

た日常的な準備というものもあれに書いてあるのですね。それを数年に１回でも、毎年は難

しいのかもしれませんが各家庭に配付して、中身をしっかり理解していただくような場を設

ける必要があるのではないかと。 

  今回、避難マップ、そして回覧板の作成ということに書いてあるのですけれども、それと

あわせて火山防災マップもしっかりと出す必要があると思うのです。実は、火山防災マップ

ありますかということで担当のところに行っていただいて、学校で配ったことがあります。

よく見ると虻田町と書いてあるのですね。まだまだ合併してもうこれだけになるのに、一度

も刷り直したことがないということでもあるようです。ですから、今在庫分を処分して、在

庫一掃して、もうないそうですけれども、いるようですから、これはぜひ最新版、これをつ

くって配付することも大事なのではないかと、そんなことを今回の予算には入っていないの

ではないかなと思うのですがいかがなものでしょうか。 

  三つ目、虻田高校未来づくり推進報奨金というのがあります、14ページですが。12万

5,000円です。それで、私は虻田高校の今後のあり方について全町挙げて考えていこう、こ
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れは大事なことだと思っています。なかなか民間団体だけでは継続的にそれを取り組んでい

くのは本当に大変です。人材の問題、お金の問題、そして時間の問題、いろいろあって町が

旗を振って、こういう会をつくって取り組んでいこうというのは非常にいいことだと思って

いるのですが、道教委の方針というのは、説明は教育長が以前、総務の委員会でもされまし

たけれども、とりあえず今、１学級になって、そしてキャンパス校になって、今までは生徒

募集の40名に対して20名を下回るような年が数年続くと道教委としては高校を閉校すると、

こういう方針に立っていたけれども、20名以下であったとしても地域挙げてその高校の存続

について協議をして、取り組んでいるところについては特例校として、10名程度の範囲で認

めましょうという話でしょう。だけどこれは、何年も先まで検討していられる時期の問題で

はないと思うのです。規約を見ますと、教育長が委嘱する15名の方で構成する。そして、今

回予算計上された報償費は年に２回開催するということなのですね。私は年に２回でいいの

でしょうかと。それから、この虻田高校のあり方について検討する会議に、意識をもって、

自覚をもって参加する人たちに、今までは民間では報償費も払ったことがないし、日当も

払ったことはありません。それで、本当にやる気がある人たち、本当に取り組みに意識の高

い人たちに来ていただいて、今高校のあり方として検討していく。例えば１年なら１年のう

ちに検討結果を町に提言して、町に提言すれば何とかなる話ではないですから、町が今度は

道教委や道議会に陳情しなければ、これは実現しない話ですから、ですから数年かけてこれ

は検討するような話ではないと。だから、この１年間でやるとすれば、２回では絶対足りな

い。３回でも４回でも、やはり必要に応じてやらなければいけないし、やる気のある人たち

に集まっていただかなければいけない。そうすると、報償費をもらえるとか、そういうこと

ではないと思うのですよ。本当にやる気のある人たちをどう確保するのか。どういう協議を

するのかということをどの程度まで真剣に考えているのかということを伺いたいと思います。 

○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） まず地域食堂のことでございます。父母の理解、協力等につき

ましてでございますが、この地域食堂、子供食堂を開設する計画に当たりまして、町内の子

育てサークルの代表の方ともいろいろとお話をさせていただきました。現実問題として、や

はりこういった人が集まれる場所、居場所づくりというのはうちの町にはやはり少ないとい

うようなことから、この必要性については十分理解をしていただいており、また開設に至っ

た場合につきましては、積極的にこういったところを子供連れで利用したいというような大

変前向きなご意見等もいただいております。 

  また、この施設の中には子育てサロンも併設されております。そういったような中から、

親御さんにこういったところをまずは理解をしていただく、こういったところがなぜ必要な

のかというところから私どもは周知活動を図っていって協力をいただくような形を取りたい

なというふうに考えております。 

  また、委託先のＮＰＯ法人等々も、この準備期間中においてさまざまな協議を行いながら

周知活動等を行っていくつもりで考えてございますけれども、その一つとしては教育委員会
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等を介しまして、小中高校とか高校へのポスターの掲載、それからちらしの配付等も検討を

現在しているようなところでございます。 

  また、洞爺地区、温泉地区、いわゆる３地区にも必要ではないのかというようなお話でご

ざいます。まさにおっしゃるとおり、当該食堂につきましては運営のノウハウ、これをマ

ニュアル化したものを策定いたしまして、将来的には温泉地区、洞爺地区にも居場所づくり

の拠点を図りたいというふうに考えております。そのためにも一定の運営状況、これを見な

がら、確認をしながら、なるべく早い時期にはそういった形で開設ができればなというふう

に担当としては考えております。あくまでも車だとか、それから迎えだとかということでは

なく、自分の足でこういった拠点づくりの場所にお越しいただくというのが基本ではないか

というふうに私も考えてございますので、一つ、二つ、三つ、四つというような形で町内の

ボランティア団体等々にも協力を呼びかけをしていきながら、少しずつでもふえていければ

いいのかなと。それが、まちづくりのためになるのかなというふうに私も考えておりますの

で、ご理解のほうよろしくお願いしたいと思います。 

○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） 予算に計上しております防災掲載用避難所マップ及び回覧板

作成事業でございますけれども、今年度作成いたしますのは防災啓発用避難所マップといた

しまして、こちらの各戸配付を予定しております。ハザードマップの危険区域から避難ルー

ト、避難所まで、これは各戸配付して周知する内容となっております。 

  一方、回覧板作成事業につきましては、そういった危険区域ハザードマップによる避難所

を回覧板の板、板のほうに記載をして、毎月住民が回覧板が回ってきた際に確認いただく内

容となっております。こういったものを通じまして、防災の普及啓発、こういったものを

しっかり努めてまいりたいと考えているところでございます。 

  また、現在の有珠山噴火のハザードマップにつきましては、平成12年の噴火後に有珠火山

防災連絡協議会において作成されたもので、現在も同様のハザードマップを使用しておりま

す。ハザードマップとしての危険区域、こちらにつきましては現在も変わっていないところ

ではございますけれども、当初作成の虻田町のまま使用しているということで、新たな作成

も含めまして洞爺湖町の町名の変更については至急対応させていただきたいと思います。 

  学校に関する防災教育の点につきましては、先日防災担当と私と虻田中学校で防災教育講

演をさせていただいた際に、同様の質問をした際に、中学生自体が防災マップは知っている

という方もいらっしゃったので、その内容について理解されていないという現実が浮き彫り

になりました。校長先生ともそのあとお話をさせていただいて、教室に張っているクラスも

あるというところなのですけれども、実際にはそういった認識がなかったというところもご

ざいました。そういった防災教育、特にそのハザードマップの危険区域については、防災教

育上非常に重要な位置づけをしているところから、今後学校としっかり連携を取りながら、

そのハザードマップ、町で発行しているものをしっかり小中学生も含めて周知を徹底できる

ような周知体制を取らせていただきたいと考えております。 
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○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 一つ目の火山防災マップの関係でございますけれども、先生が知

らないという話もちょっとお聞きしまして、校長会である残は少なかったのですが、企画か

らいただいて校長会で職員に先生方に周知をしてほしいということで、観覧をしてほしいと

いうことでお願いをしたことと、一部データでお配りして、一部の学校では廊下等に張って

いるという状況になっているところでございます。 

  それから、虻田高校の未来づくりの関係でございますけれども、この推進委員会の設置に

至るまで、実は支援する会、それから存続させる会等、主だった団体等と協議をさせていた

だきました。それで、なかなか本来であれば地域の町民の方々の盛り上がりの中でこういう

会を設置すべきが本来であろうというところでございますけれども、なかなかそこまでいか

ないことと、それからやはりこの問題については日を要するということで、町のほうが委員

会が音頭をとって、こういう形にしたほうがいいだろうという結論のもとにこの推進委員会

を設置するという形をとらせていただいたというところでございます。 

  それで、今回補正では２回ということでございますが、あくまでも３月までということで

ございますので、３月までの２回と、それから来年度は10月までのまた新年度の予算を計上

させていただく予定でございますが、10月までに数回開催して計上をまとめたいということ

で、しっかりこの虻田高校の存続、それから学校の魅力アップづくりに向けた提言、それか

ら実施に向けて取り組んでいきたいということで考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

○６番（立野広志君） 子供食堂については、今課長から答弁いただいて、私の認識とも共有

できるのだろうなと思うのですが、やはり私も何世帯かいろいろな貧困を抱えているという

か、貧困状況にある世帯のことを思うと、子供が例えばなかなか学校に行かないという子も

中にはいまして、そういう子が食事も難しい、つくってもらえないというような家庭もあり

ます。ですから、本当ならそういうところにこそ、やはりどうやって支援をするのかという

ことが大事だと思うのですね。ですから、どうしても子供の貧困対策ということで、ボラン

ティアの方たちも、どこの地域もそうですが一生懸命やっていて、いつも課題は本当に来て

ほしい子供が来てくれないということをどこでも語られるのですよ。そこの本当に来てほし

い子供たちを、行政も含めてどうやって支援をしていくのか、その辺はこれをやったから、

これで子供の食事の問題は解決したということには決してならないし、夕食をお菓子で済ま

せてしまっているという状況も、アンケートの結果にもありましたけれども、そういう状況

ですから、やはり家庭の食事、食育というのですか。それは、福祉の分野からも、そして教

育の分野からもそれぞれその家庭にアプローチをしていかないと解決していかない問題だと

思うのですね。ですから、ぜひそういう意味で、このこと自身は非常にいいことだと思って

います。ですから、１カ所ではなくて、やはり三つの地域があるわけですから三つの地域で

できるだけ早く開設できるように、そして地域のボランティアもその中で大いに手を借りな

がら取り組んでいけるようにぜひしていただきたいなと。答弁いただいたことで大体そうい
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うことを網羅しているのではないかというふうに思いますので、理解しました。 

  災害対策ですけれども、実は私、随分前に虻田中学校で火口見学含めてやらせていただい

たときに、30分ほどレクチャーする時間がありまして、それで１年生と２年生の教室に入っ

たのですよ。その１年生と２年生の学年の生徒にハザードマップの話をしましたら、たまた

ま虻田小学校でお話をしたことのある子供たちもいて、何人かは手を挙げたけれども、ほと

んどが、８割、９割ハザードマップというのを知らなかった。そこにいる、横にいる担任の

先生も知らなかったということで、そのことをお話した、それですぐに手を打っていただい

たのだと思うのだけれども、ハザードマップを見るだけでは、あれはどういうものなのかと

実はよく理解ができない。あのサイズにしたのは元々、冷蔵庫にでも張ってもらって、そし

て常に見てもらうためにああいう小さな大きさにしたのですけれども、それすら家庭にはど

こにいったかわからないという状況になっているわけですね。ましてや、名前が虻田町です

よね。これは、もう噴火というものが、この町にとってみると過去の遺物のようになってし

まっているのではないかと、そんなふうに思ってしまうような状況なものだから非常に私は

心配していたのです。 

  それで、ぜひ刷り直して、中身は変わっていません、当然。変わっていないわけですから、

ただそれを定期的に各家庭に、全戸に配付するというのが大事だと思うのです。それは毎年

はやる必要はないかもしれません。３年に１度とか、５年に１度くらいのペースで、忘れた

ころに忘れないように、やはり住民に知っていただくということが大事だし、それを伝える

ことが必要だと、そういうのを今回はやるのかやらないのか。やらないのですね、結局。避

難所マップですから。違うことをやるのでしょうけれども、それはそれでいいことだと思い

ますが、ぜひそれを今度の予算の中に盛り込んでいただきたいと思っています。 

  虻田高校の未来づくり推進なのですが、わかりました。急を要する問題という意識がある

ということは理解できました。ですから、３月まで２回なのだというための補正だというこ

とですね。わかりました。 

  ただ、私が気になるのは、何か町がやると必ず報償費などを出すのですよね。そういうの

は、町がやるから出さざるを得ないのでしょうか。私は無償でも、ボランティアでもいいよ

うな気がするのだけれども、そういう本当にやる気のある人たちに集まっていただきたいと

思うのです。いろいろな会、審議会などありますけれども、こんなことを言ってはあれです

けれども、その団体から推薦されて出てくる方などがいますよね。そうすると、本人自身が

本当にやる気があるのかどうかと疑ってしまうような場合もあるので、委員会をやってもほ

とんど発言しないとかいうことで、私は何回かいろいろな委員会を傍聴させてもらっていま

すけれども、やはりこれではだめだと。本当に意識をもって、積極的に発言し、何とか考え

を変えていこうという努力をされる方をぜひ委員として委嘱していただきたいというふうに

思うのですが、その辺、も伺っておきたいと思います。 

○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） 有珠山噴火のハザードマップですけれども、今回の事業につ
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きましては、その予算としては見込んでございません。今後の定期発行につきましては、新

年度も含めてしっかり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） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 虻高の未来づくりの推進委員会の委員さんのやる気のある方とい

うことで、当然、今もう虻高の入学者数ということで本年度については19名ということで、

その前年度が22名、その前が32名ということで、73名。そのうち、今２年生が途中で進路変

更ということで22名から17名に減ってございますので、在校生は実際68名となってございま

す。洞爺高校がなくなって、町内唯一の高校でございますので、いろいろなところに当然な

くなる影響があるということは、これは誰が考えても必然的なことでございますので、今回

お願いする委員の方々は当然虻高の関係者、同窓会だとか、それからＰＴＡ。それから当然、

町内中学校の先生方にも入ってもらいますし、それから町内の産業関係団体、当然地域に就

職したりいろいろなことがございますので、当然こういう状況を踏まえて真剣な意見をいた

だけるものということでお願いをしてございますので、その辺は問題ないのかなということ

で考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「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28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28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。 

  ここで、11時15分まで休憩いたします。 

（午前 11時02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15分） 

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

◎議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、議案第29号平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特

別会計補正予算を議題といたします。 



－136－ 

  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22ページになります。 

  議案第29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３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

4,349万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億3,981万7,000円とす

るものでございます。第２条で地方債の補正でございます。地方債の補正については事項別

明細でご説明をさせていただきます。 

  それでは、公共下水道事業の事項別明細書補正予算(第３号)をお開き願います。 

  ５ページでございます。まず歳入ございます。３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目公

共下水道事業国庫補助金でございまして、2,033万2,000円の増額補正でございます。公共下

水道事業費補助金でございまして、入江地区で事故が発生しました管路の関係、汚水４号管

線でございますが、これにかかわる補助金の計上でございます。 

  ２目浄化槽設置整備事業費国庫補助金で５万9,000円の増額でございます。浄化槽設置整

備事業費の補助金で、合併浄化槽設置補助で５万9,000円の計上でございます。 

  ５款繰入金でございます。１項繰入金、１目繰入金で100万円の増額でございます。一般

会計からの繰入金でございまして、眺湖通、中央通のマンホール蓋の関係の繰入金でござい

ます。 

  ８款町債でございまして、１項町債、１目下水道債2,210万円の増額でございます。汚水

４号管線にかかわる事業の起債の計上でございます。 

  次のページ、７ページ、８ページ、今度は歳出でございます。 

  １款公共下水道費、１項下水道管理費、４目浄化槽設置整備事業費でございまして240万

円の増額でございます。浄化槽設置整備事業、合併処理浄化槽設置補助金で７人槽３基の分

の補助でございます。 

  続いて、１款公共下水道費、２項下水道建設費、１目下水道建設費でございまして、

4,203万円の増額でございます。一つ委託料として、処理場設備工事委託料の執行残として

37万円、それから工事請負費で4,104万円の増額補正でございまして、汚水４号管線の工事

費の計上でございます。それから単独事業といたしまして、委託料の執行残で293万円、そ

れから工事請負費で429万円の増額でございます。 

  ３款予備費でございまして、93万9,000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。質疑はありますか。 
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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29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29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は、

原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第30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30号平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計

補正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森寿浩君） それでは、議案書の26ページになります。 

  議案第30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３号)でございます。 

  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。 

  歳入歳出予算の補正でございまして、第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

91万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億9,897万5,000円とする

ものでございます。事項別明細でご説明をさせていただきます。 

  介護保険特別会計補正予算(第３号)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。まず歳入ございます。２款国庫支出金、１項国庫負担金、１

目介護給付費負担金で18万2,000円の増額補正でございます。これは、給付費の国庫負担金

の増による増額補正でございます。 

  ２款国庫支出金、２項国庫補助金、４目介護保険事業費補助金でございまして45万9,000

円の増額でございます。介護保険事業費補助金ということで、電算システム改修経費にかか

わる補助金の計上でございます。 

  ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金で18万2,000円の減額補正でござい

ます。給付費の道負担金の減額によりましての減額補正でございます。 

  ６款繰入金で１項一般会計繰入金、その他一般会計繰入金で45万9,000円の増額でござい
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ます。電算システム改修委託料の増に伴う事務費の繰入金でございます。 

  次のページ、７ページ、８ページでございます。 

  歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございまして91万

8,000円の増額補正でございます。電算システム改修委託料、法改正に伴うものでございま

すが、委託料の増額補正でございます。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目介護サービス等諸費で800万円の減額補

正でございまして、施設介護サービス給付費の減による減額補正でございます。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス等諸費で800万円

の増額補正でございます。介護予防サービス給付費の増に伴います増額補正でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） １点だけ伺います。 

  この事項別明細で、保険給付で介護サービスの諸費用の減額が同額で介護予防サービスの

ほうに増額になっているのですけれども、これはこういう介護サービスとしては受け入れられ

なかった方が、例えば予防のほうに回ったというような話ではなくて、たまたま金額が一致し

たのかどうか、その辺の関連について伺いたいと思います。なぜ減ったかということも含めて。 

○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） 介護予防サービス等諸費が800万円ほど増となっておりますが、

要支援１、２の介護認定者のうち、デイサービス及びホームヘルプサービスについて順次、

総合事業のほうに移行しておるわけでございますが、総合事業の移行が初年度のため、有効

期限によって移行の時期にばらつきがあり、予防給付費の支払金額についても変動があるた

め、12月で一旦増額するというようなものでございます。 

  なお、介護サービス等諸費の800万円減でございますが、これは先ほど説明いたしました

とおり施設サービスの利用者が予算見込みよりも少なかったために、たまたま同額となった

数字でございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありますか。 

〔「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30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。 
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  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第30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、

原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第31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31号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正

予算を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森寿浩君） それでは、議案書の一番最後になりますが、29ページでございます。 

  議案第31号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算(第１号)でございます。 

  第１条で、平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算(第１号)は次に定めるところ

によるものでございます。 

  第２条でございますが、予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する

ものでございます。 

  収入で第２項、営業外収益で6,500万円の減額。支出で、第１項営業費用で7,584万円を減

額。第４項、予備費で1,084万円を増額し、総額を３億2,420万1,000円とするものでござい

ます。 

  第３条でございますが、予算第４条科目でございますが、資本的収入額が資本的支出額に

対して不足する額を5,127万9,000円に改め、資本的収入及び支出額を次のとおり補正するも

のでございます。 

  収入で第１項、企業債で7,810万円を増額し、9,890万円とするものでございます。 

  次のページでございます。支出で第２項、建設改良費で7,818万2,000円を増額し、１億

5,017万9,000円とするものでございます。第４条でございますが、予算第５条に定めた企業

債の限度額を9,890万円に変更するものでございます。 

  今回の補正予算につきましては、月浦浄水場のろ過膜装置更新事業が起債の対象となった

ことから、一般会計からの補助金が不用となったことなどにより予算の組み換えをするもの

でございます。 

  それでは、事項別明細をごらんいただきたいと思います。水道事業会計第１号の補正予算

に関する説明書でございます。 

  １ページで、収益的収入及び支出でございます。１款水道事業収益、２項営業外収益、５

目他会計補助金につきましては、一般会計からの補助金6,500万円の減額でございます。 

  ２ページになりますが、支出でございまして１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水

及び浄水費につきまして、7,584万円の減額でございます。浄水場のろ過膜装置修繕経費の
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減額でございます。４項１目予備費につきましては、1,084万円の増額でございます。 

  ３ページでございます。資本的収入及び支出でございます。収入で１款資本的収入、１項

１目企業債7,810万円の増額で、月浦浄水場のろ過膜装置更新工事による起債の増額でござ

います。支出で１款資本的支出、２項建設改良費、１目浄水場施設増補改良工事費7,818万

2,000円の増額で、青葉地区配水管敷設替え実施設計の執行残、38万6,000円を減額。月浦浄

水場のろ過膜装置更新工事で7,856万8,000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31号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業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31号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算については、原

案のとおり可決されました。 

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

◎議案第32号及び議案第33号の一括上程、一括説明、一括質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第32号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について及び議案第33号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条

例の一部改正についてを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、追加議案の１ページでございます。１ページ、２ページ、

議案第32号、33号を一括してご提案をさせていただきます。 

  まず、議案第32号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついてでございます。洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例を、次のように定めるものでございます。 

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

基づき、職員の給与水準が増額改定されることから、これに順規をし、議会議員、特別職の

期末手当の支給割合を0.1カ月増額する改定でございます。 
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  なお、改定に当たっては第１条において、本年12月支給分のみを0.1カ月分増加させ、平

成30年度以降については、第２条において６月と12月の支給割合をそれぞれ0.05月増加させ

る改正をするものでございます。 

  それでは、議案説明資料によりご説明をさせていただきます。追加議案の説明資料をごら

んいただきたいと思います。 

  資料の１ページでございます。新旧対照表でございます。第１条関係で、第６条の期末手

当でございます。平成29年12月の支給割合を「100分の232.5」に改めるものでございます。 

  第２条の関係でございますが、平成30年以降の支給割合を、６月支給につきましては

「100分の212.5」に、12月支給につきましては「100分の227.5」に改めるものでございます。 

  議案に戻っていただきまして附則でございますが、議案の１ページでございます。この条

例は、交付の日から施行するものですが、第２条に関する規定につきましては、平成30年４

月１日から施行するものでございます。 

  附則第２項でございますが、平成29年12月に支給する期末手当の支給割合の改正について

は、平成29年12月１日から適用するものでございます。 

  なお、附則第３項につきましては、期末手当の内払いについてのみなし規定となります。 

  続いて、議案書の次のページ、２ページになりますが、議案第33号でございます。洞爺湖

町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正についてでございます。洞爺湖町特別職の

職員の給与等に条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

  この一部改正でございますが、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正をする条例、前段の議案でございますが、内容が全く同じでございますので説明は省略を

させていただきます。 

  以上、32号、33号一括して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） これで質疑を終わります。 

  これから、討論と採決をそれぞれ行います。 

  まず、議案第32号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて行います。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32号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 



－142－ 

○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32号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第33号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について討論を

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33号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第33号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第34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34号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森寿浩君） それでは、追加議案書の３ページでございます。議案第34号でござい

ます。洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定めるものでござ

います。この条例改正でございますが、本年度の国家公務員の給与改定による官民格差に基

づき、給与水準の改定を行うものでございまして、給与につきましては平均0.2％の引き上

げ、勤勉手当については0.1カ月分の引き上げとなる内容でございます。 

  議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例と同様に、適用時期が異なることから第

１条においては平成29年度に適用する給与の改正を、第２条においては平成30年度以降に適

用する給与の改正を行うものでございます。 

  また、附則第26項において、55歳以上で課長職６級以上の職員の給与の1.5％の減額を規

定しておりますが、平成29年度をもって適用期限が満了することから本則中の文言の整理を

行うものでございます。 

  それでは、議案説明資料でご説明をさせていただきます。 

  議案説明資料の３ページでございます。新旧対照表でございますが、第１条関係で、第24

条第２項の勤勉手当の総額でございますが、再任用職員以外の職員にあっては「100分の
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95」に、再任用職員にあっては「100分の45」にそれぞれ改めるものでございます。 

  それから、その下のほうの附則第29項の特定職員の勤勉手当の額の総額でございますが、

55歳以上で課長職６級以上の職員の勤勉手当の支給の総額を1.5％減じる規定でございまし

て、勤勉手当の0.1カ月分の引き上げに伴い、勤勉手当減額対象に乗じる率を「100分の

1.425」に、最低合法に達しない場合にあっては勤勉手当減額基礎額に乗じる率を「100分の

95」にそれぞれ改めるものでございます。 

  次に、４ページでございます。第２条の関係になります。第21条及び第24条の条文中にお

いて、附則第26項にかかわる文言を削除するものでございます。第24条第２項の勤勉手当の

総額でございますが、再任用職員以外の職員にあっては「100分の90」に、再任用職員に

あっては「100分の42.5」にそれぞれ改めるものでございます。 

  議案に戻っていただきまして３ページでございますが、別表第１における行政職給料表の

前部改正でございますが、平均で0.2％を引き上げるものでございます。それから附則、３

ページの一番下になりますが、附則３ページ、４ページにわたりますが、施行期日でござい

ますが、第１条関係は交付の日から、第２条関係及び附則第４項の規定は平成30年４月１日

から施行するものでございます。行政職給料表の改正は、平成29年４月１日から、勤勉手当

の支給割合の改正は平成29年12月１日から遡及適用するものでございます。 

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

れから、附則第４項から６項まででございますが、平成26年度の人事院勧告により、平成27

年１月１日の定期昇給において、１号俸を抑制しておりますが、その抑制した合法を37歳未

満の職員に限り、平成30年４月１日に回復させる規定と、その職員の中で育児短時間勤務を

している職員の給与月額算出する方法を定めた規定でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「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、西胆振介護認定審査会共同設置規約の一部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34号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正については、原案の
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とおり可決されました。 

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

◎議案第35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35号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。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森寿浩君） それでは、追加議案書の８ページでございます。議案第35号平成29年

度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算(第７号)でございます。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算(第７号)は次に定めるところによるものでご

ざいます。 

  歳入歳出予算の補正で、第１条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ87万7,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ71億6,739万5,000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。一般会計補正予算の第７号

の事項別明細書でございます。 

  ページは５ページからでございます。 

  まず歳入でございます。15款道支出金、３項委託金、１目総務費道委託金で87万7,000円

の増額補正でございます。これにつきましては、選挙費委託金でございまして、胆振海区漁

業調整委員会委員選挙費委託金ということで、欠員による補欠選挙の実施ということでの歳

入でございます。 

  続いて７ページ、８ページ、歳出でございます。 

  まず１款議会費、１項議会費、１目議会費で32万8,000円の増額でございます。先ほどの

議案にありました人勧に伴います給与の改定、それから手当の改正にあわせて、報酬3,000

円、それから職員手当、議員期末手当でございますが32万5,000円を増額補正するものでご

ざいます。 

  ２款総務費で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円の増額

でございます。報酬で34万1,000円、職員手当で34万7,000円、旅費で１万4,000円、需用費

15万1,000円、役務費２万4,000円の増額計上でございます。 

  12款給与費でございます。１項給与費、１目給与費で190万円の増額でございます。給与

につきましては、380万円の減額となりますけれども、中途退職者２名の分で445万円の減、

給与改定で65万円の増ということでのプラスマイナス380万円の減額ということでございま

す。職員手当については、管理職手当、４月昇給の関係で310万円。それから勤勉手当、給

与改定に伴います330万円、あわせて640万円でございます。共済費については70万円の減額

ということでございます。予備費につきましては、222万8,000円の減額でございまして、現

在2,039万3,000円の減計となります。 
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  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35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35号平成29年度虻田郡洞爺湖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36号から議案第40号まで一括上程、一括説明、一括質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第９、議案第36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から、議案第40号平成29年度虻田郡洞爺湖後期高齢者医療特別会計補

正予算について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、追加議案書の11ページからでございます。議案第36号から

40号まで５議案について、一括して提出をさせていただきます。 

  まず、議案第36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３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は、次に定めるところ

にうよるものでございます。今回は、歳入は予算の組み換え、それから歳出も予備費による

予算額調整のための補正で、補正額としてはゼロでございます。事項別明細書、国保会計の

補正予算の第３号でご説明をさせていただきます。 

  ５ページからでございます。まず歳入でございます。８款繰入金、１項繰入金、２目職員

給与費等繰入金で46万8,000円の増額でございます。職員給与費の繰入金でございます。５

目その他一般会計繰入金46万8,000円の減額でございます。 

  次のページ、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46万

8,000円の増額でございます。給与改定に伴うものでございまして、給与15万円、職員手当

で22万2,000円、共済費で９万6,000円の増額でございます。12款予備費でございまして46万

8,000円の減額となっております。 
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  続いて、議案書次のページの13ページでございます。議案第37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４号)は、次に定めるところによるものでございます。 

  この会計についても、歳出のみの補正ですが、予備費での調整によりまして増減額はござ

いません。事項別明細書でご説明をさせていただきます。公共下水道事業特別会計の補正予

算第４号事項別明細でございます。３ページ、４ページでございます。歳出でございまして、

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５万円の増額補正で

ございます。給与改定等に伴いまして、給与費でこれは人事異動等もあっての調整で12万円

の減額でございます。それから職員手当では17万円の増額ということでございます。予備費

につきましては５万円の減額というものでございます。 

  続いて、15ページでございます。議案第38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４号)でございます。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

４号)は、次に定めるところによるものでございます。これについても歳出のみの補正でご

ざいますが、予備費での調整により増減額はございません。事項別明細書でご説明をさせて

いただきます。事項別明細書の３ページ、４ページでございます。歳出、１款総務費、１項

総務管理費、１目一般管理費でございまして２万円の増額補正、給与費で２万円の増額でご

ざいます。３款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サービス事業費、１目一般介護予防

事業費で２万1,000円の増額でございまして、給与費で3,000円、共済費で１万8,000円の増

額でございます。６款予備費でございまして、４万1,000円の減額でございます。 

  続いて、議案書の17ページ、議案第39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(第３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３号)は、次に定めるところによるものでございます。これも歳出のみの補正ですが、予

備費の調整により増減額はございません。事項別明細書をごらんいただきたいと思います。

簡易水道事業特別会計補正予算(第３号)の事項別明細書でございまして、ページ数３ページ

でございます。歳出で１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費６万7,000円の増額で

ございます。給与で１万円、職員手当で５万7,000円の増額でございます。４款予備費でご

ざいまして６万7,000円の減額でございます。 

  最後になりますけれども、議案書19ページでございます。議案第40号平成29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29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。

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。事項別明細書でご説明をさせていただきますが、５ページでございます。歳入でござ

いまして、２款繰入金、１項一般会計繰入金、２目職員給与費等繰入金で４万7,000円の増

額。職員給与費等の繰入金４万7,000円の増額でございます。３目のその他一般会計繰入金

が４万7,000円の減額ということで、事務費繰入金の減額ということでございます。 

  次のページ、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４万7,000円の増額、給与１万2,000円、職員手当２万1,000円、共済費１万4,000円の増額
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でございます。４款予備費で４万7,000円の減額となります。 

  以上、議案第36号から40号まで一括して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。 

  これから一括して質疑を行います。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、討論と採決をそれぞれ行います。 

  まず議案第36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36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35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。 

  次に、議案第37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37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37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。 

  次に、議案第38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38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
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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38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、

原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第39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39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39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。 

  次に、議案第40号平成29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40号平成29年度虻田郡洞爺湖町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40号平成29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。 

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

◎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。 

  明日から明年３月の定例日の前日まで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。ご苦労様でございました。 
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（午前１２時００分） 
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