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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11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、２番、越前谷議員、５番、千葉議

員を指名いたします。 

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

◎議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、議案第44号洞爺湖町個人情報保護条例等の一部改正につ

いてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の18ページでございます。 

議案第44号洞爺湖町個人情報保護条例等の一部改正についてでございます。 

洞爺湖町個人情報保護条例等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。 

条例改正の主旨でございますが、個人情報保護条例等につきましては、個人情報に関する

法律の内容を踏まえることとされていることから、これらの法律の改正に伴い、洞爺湖町個

人情報保護条例、それから洞爺湖町情報公開条例及び洞爺湖町特定個人情報保護条例につい

て、所要の改正を行うものでございます。 

それでは、説明資料により、ご説明をさせていただきます。 

議案説明資料８ページでございます。なお、内容について、条例付属資料という参考資料

も添付をしておりますので、あわせてごらんいただきたいと、そういうふうに思います。 

説明資料の８ページ、洞爺湖町個人情報保護条例新旧対照表でございます。 

まず、目次の改正でございます。第４章の部分の事業主が保有する個人情報の保護という

文言を、削除に改める内容でございます。 

続いて、第２条第１号の個人情報の定義でございますが、参考資料では大きな１の（１）

に該当します。これまでも、慣例的に個人情報として取り扱っておりました指紋データやパ

スポート番号などの電磁的記録等により、特定の個人を識別することができることとなる情

報を条例上に明記することを定めた内容でございます。 

次に、９ページでございます。 
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第２条第１号の２でございますが、参考資料では１の（２）でございます。人種、信条、

社会的身分など、取り扱いに配慮を要する個人情報を明確化するために、要配慮個人情報と

して定義を新たに設けるものでございます。 

第７条個人情報取扱事務の登録についてでございますが、先ほどの要配慮個人情報の有無

を個人情報取扱事務登録簿に記載することを義務づける内容となっております。 

続いて10ページになります。 

第４章の29条になりますが、29条から32条まで、参考資料では、１の（３）ということに

なりますが、自治会等の5,000人以下の団体等は、これまで個人情報の保護に関する法律の

適用外とされていたことから、条例において、第29条の指導・助言、第30条の説明または資

料提出の要請、第31条の是正の勧告、第32条の事実の公表について定めておりましたが、法

改正により、当該団体等が、法の適用団体となったことから、当該条項を削除する改正でご

ざいます。 

続いて11ページでございます。 

これは、洞爺湖町情報公開条例の新旧対照表になります。参考資料では、大きな２番に当

たります。この改正につきましては、個人情報保護条例において、個人情報の定義が明確化

されたことに伴う改正でございます。 

第６条第１項第１号個人情報の定義において、個人情報保護条例と同様に、指紋データや

パスポート番号等を含めることを明確化した内容でございます。なお、これらの条例改正に

よりまして、個人情報の定義の明確化が図られるとともに、差別や偏見、その他不利益が生

じないよう、特に配慮を要するものとして、新たに要配慮個人情報が定められることから、

より個人の権利、利益の保護の拡大につながるというものでございます。 

続いて12ページでございます。 

こちらは、洞爺湖町特定個人情報保護条例の新旧対照表でございます。参考資料では、大

きな３番になります。この改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございますが、その改正により、町の条

例で定めている独自利用事務、例えば乳幼児医療費助成事務や単独住宅の管理に関する事務

などがございますが、これらの事務に関しても、情報提供等の記録及び当該情報を提出した

場合の通知義務が定められたことから、所要の改正を行うものでございます。 

第２条第５号の定義でございますが、情報提供等記録の定義に、独自利用事務に関する部

分を追加する改正でございます。 

第29条保有特定個人情報の提供先等への通知でございますが、独自利用事務においても、

法利用事務と同様に、情報照会または提供の記録を行うこと、特定個人情報に訂正があった

場合に、記録した情報を訂正し、関係機関への通知を義務づける改正内容でございます。 

第30条、13ページになります、第30条第１号につきましては、番号法の改正に伴う委任条

項の改正でございます。この改正によりまして、独自利用事務での情報提供等の記録が義務

づけられることから、よりマイナンバーの利用状況が明確になるものでございます。 
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議案に戻っていただきまして、20ページの附則になります。附則の１で、施行期日でござ

いますが、この条例は、30年４月１日から施行することと定めておりますが、第１条の改正

規定において、要配慮個人情報の有無を、個人情報取扱事務登録簿に記載する部分について

は、平成30年10月１日から施行するものでございます。第２項については、準備行為といた

しまして、この条例の施行前においても、要配慮個人情報の有無を個人情報取扱事務登録簿

に記載する行為を行うことができることを定めた内容でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回の改正が行われたのが、昨年５月30日施行ということになってい

たかと思うのですが、これが、この３月の時期に条例改正として出てきたのがどういうこと

なのかということでちょっとお聞きしたいのですが、大分、半年くらい前の話になります。 

それがまず一つ、１件目と、それから、個人情報保護条例のほうですけれども、この中の

小規模事業者に関する規定の削除というところがあって、先ほどの説明にもありましたよう

に、5,000人以下の団体等については、該当から外れていた、適用していなかった。それが、

今度は適用になるということになりますと、いわゆる縁故団体である町内会、自治会などに

ついても、この個人情報保護条例が適用されるということで、保護条例が適用されることに

なりますと、当然、罰則も適用されるということになると思うのです。その辺でいいますと、

実際に町内会で、そういう個人情報の管理をしっかりとできるような対応になっているのか

というと、なかなか大変なことだし、逆に言うと、もう一つは、結局、今、それでなくても、

この個人情報保護法ができて以来、要支援者とかそういう、いわゆる町内会に居住している

方々の支援を地域で行おうとすると、なかなか名簿の入手ができない。独自に調査して収集

し、そして管理をしていかなければならないということになるのです。 

そうすると、確かに個人情報というものがどういうものかということが、こうやって事例

で出され、明確化されることはいいのですけれども、あるいは団体5,000人以下でも該当し

ますということはいいのですけれども、こういった小さなところでそれだけの対応ができな

いところについては、町としては助言とか、さまざまなことはできるように書いてあります

けれども、具体的にはどういうふうになるのか、ちょっとその辺もお聞きをしたいなと思っ

ております。 

  それから、今回の条例案、法の改正そのものが、こういうところではなくて、むしろいろ

いろな形で、例えばビッグデータだとかスマホ等のデータを利用して、災害時の避難者の行

動を調査したり、あるいは、例えば都会に行きますと、カードで交通機関を利用することが

できると。そうすると、それに伴って、預貯金の金融機関とか、あるいは番号などについて

も、連続して入手する可能性が出てくるというようなこともあって、むしろこういう、これ
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からの社会の電子化される対応に対して、この個人情報保護というものを、もっと強力に、

明確にしていかなければならないと。たしか、そういった主旨で、この法が改正されたよう

な気がするのですけれども、その辺、順序逆ですけれども、この法の改正の主旨というもの

もどのようになっているのか説明を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） まず、昨年５月19日付で通知が来ておりまして、５月30日から

施行という形でございますけれども、実際にこれらの情報の提供等の問題につきましては、

９月１日までいろいろなこれらの情報を開示するための機械の整備というのですか、全国一

律のデータの公表するための連携の電子媒体というのですか、今、住基等が入っております

けれども、それらを全て全国一律に調整するという形で、まだ若干一部残っておりまして、

それらの準備を要しているということでございます。それで、今回、４月からという形で、

まだ一部、先ほど副町長が説明しましたけれども、まだ10月、来年10月から施行するという

部分の不確定な部分、うちのほうの町としては全て完了しておりますけれども、まだできて

いない町村もあるという部分で、若干遅れて今回の訂正になっているものでございます。 

また、２点目の小規模事業者という形で、これは昨年の自治会等で５月に説明してござい

ますが、これの内容について説明しているということで、罰則等は確かに厳しくなってござ

います。また、自治会のほかに、ＰＴＡだとかそういうものも対象になります。 

町としては、今までどおりと同じように、条例の第３条の２項に、地方村のこういう団体、

5,000人以下の団体については、支援、相談業務を従来と同じように取り扱うということで、

一応対応しております。ただ、今後、要支援者、例えば介護関係ですとか、それらの名簿を

作成とか、これについては、保護条例が適用になりますので、御本人の同意と、あとナン

バー等の問題もありまして、なかなか厳しくなってくるのかなというふうに認識しておりま

す。 

また、今回、ビッグデータとういう形でございまして、立野議員おっしゃいますように、

今回の改正で主な部分では、今までは氏名だとか住所だったほかに、パスポートだとか、要

するに、文章とか、個人が特定できるようなものということでございまして、旅券番号とか

あるのですけれども、そのほかに第２条としまして、電子で認識できるものという形で追加

されておりまして、これには、運転免許証だとか年金基礎番号、保険者証、こういうものが

全て入ってくるという形でございます。また、ビッグデータ活用という形で、どのように活

用されるのかなということを考えたときに、民間会社的には、洞爺湖町だけのデータで照会

という形ではないというふうに担当では考えております。災害または交通の移動手段等を考

えた場合につきましては、ビッグデータを収集して活用するのであれば、北海道一円という

ような形になるのではないかという形でございます。ちなみに、この条例とか公開に基づき

まして、当町に実際に照会があるのが、年間８、９月１日以降でございますけれども約80件、

こちらから照会しているのが89件ございまして、主な用途としましては、所得、配偶者の照

会等のデータの照会がきているところでございまして、ビッグデータ、それらはわかるので
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すけれども、なかなか洞爺湖町のデータだけを改修しても、それが経済活動に結びつくかと

いうと、なかなか照会はない状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質問はございませんか。 

６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 先ほどの説明の最初のほうに、これから小規模の事業者についても対

象になりますという話の中に、自治会の話を私、いたしました。ＰＴＡのほうもそうでしょ

うけれども、つまり、そういう団体で実際にそういう情報をきちんと管理する体制とか、そ

れから、体制もそうだし、お金もそうだし、それから人がいないというような状況になって

いるようなところもあると思うのです。そういう場合に、町としては、どういう支援なり指

導するのか、その辺も含めて考えていることがあるなら出していただきたいということなの

です。 

実際に、対象にはなる、そして、それがきちんと守られなければ罰則もありますよと。よ

く、例えば自治会などでは、行事をやるときに参加者の名簿とります。希望する方は名前書

いて出してください、そういう名簿だって、住所から名前から、時には生年月日や、保険に

かけようと思ったら生年月日も必要だと。あるいは、家族の名前が書いたりすることもあり

ます。通常でいけば、そういう台帳をつくって、それぞれ管理しているのだと思うのですけ

れども、そういうようなことで、例えば様式をきちんと町側で示して、このようにやってく

ださいと。あるいはそのための必要な援助もしますというような形で具体的にやっていかな

いと、ただ、そういうのになりましたから、あとしっかりやってください、ではだめなのだ

と思うのです。 

そういう意味で、こういう条例そのものの改正は必要なのだとは思いますけれども、それ

にしても改正された以降の、特に町内の関係する団体とか、これは事業者にしてもそうなの

でしょうけれども、町側としては、どういうバックアップをしていくのか、その辺をもう一

度お答え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） ただいまの質問でございます。町側としましては、まず自治会、

ＰＴＡ、関係団体というか関係部署と協議してまいります。また、これについては、昨年も

言っておりますけれども、あくまで町を、私どものこの小さい町でございますので、立野議

員おっしゃるように、自治会と住民課等の窓口を通じまして、適正に扱うようなご相談、ご

支援等は積極的にご相談に応じていきたいということと、あと、帳簿類の整備でございます

けれども、これについても、マニュアル等は昨年配付しているのですけれども、もう一度確

認できるような、施工時期もございますので、住民課と協議しながら、自治会長のほうと連

絡をとり、この法律が適正に進められますようにご指導、ご相談を受けてまいりたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 
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○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 昨年でございますが、自治会のほう、総会の席で、そういう形の

中で個人情報をどうするかという形で質問がございまして、町としましては、住民課としま

して、あと自治会連合会の事務局と協働しまして、議員もご承知とは思いますけれども、個

人情報の手引というような形で各自治会、42自治会に対しまして配付をさせていただいて、

何かありましたご相談をという話ではさせていただいているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） すみません、しつこいようで。 

  今、自治会のことを中心にしゃべりましたけれども、自治会だけではなくて、さまざまな

団体が関わってくるのです。別に、営利団体ではなくても、文化団体とかスポーツ団体とか、

そういうようなグループで活動されている人たちも含めて、いろいろなところに影響がある

と思うのです。ですから、プリントを渡したというだけではなくて、例えばそういうそれぞ

れの団体の代表者なり担当者を呼んで、一緒につくるための手順を、そういう講習会なり、

あるいは出向いて行って説明するとか、何かそこまできめ細かにやらないとまずいのではな

いかなという気がするのです。それも含めて、ぜひ考えていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 特に自治会さんのほうがいろいろな体制があって、大変だ、この取

り扱いどうするのだということで、昨年からもそういった、住民課中心に手引みたいなもの

をつくってやっているところではございますけれども、議員おっしゃるように、できるだけ、

範囲が広くなると思いますので、こまめな対応をできるように、町としても取り組んでいき

たいというふうに思っています。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はございますか。 

〔「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。 

  議案第44号洞爺湖町個人情報保護条例等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44号洞爺湖町個人情報保護条例等の一部改正については、原案のとお

り可決されました。 

────────────────────────────────────────── 
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◎議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、議案第45号洞爺湖町介護保険条例等の一部改正について

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、21ページでございます。 

  議案第45号洞爺湖町介護保険条例等の一部改正についてでございます。 

洞爺湖町介護保険等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。 

  条例改正の主旨でございますが、介護保険法の改正にあわせて、町の条例それから一部改

正条例をそれぞれ改正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いたします。 

ページ数、14ページでございます。 

洞爺湖町介護保険条例の新旧対照表になります。 

第５条第１項保険料率についてでございます。平成30年度から平成32年度を計画期間とす

る第７期介護保険事業計画では、第１号被保険者の介護保険料基準額は、第６期計画で定め

る保険料基準額に据え置くこととしておりますことから、保険料率の改正はございませんが、

年度の軸について、平成27年度から29年度というのを、平成30年度から平成32年度に改める

ものでございます。 

  次に、第５条第１項第６号のアでございます。介護保険法において、第１号被保険者の保

険料段階判定に、所得をはかる指標として合計所得金額を用いておりますが、この合計所得

金額は、現行の制度において、土地を譲渡した場合に生じる税法上の特別控除、これが適用

されていないため、土地を譲渡した翌年の所得が急増し、介護保険料が高額になる場合がご

ざいます。土地の売却は、災害や本人の責めに帰さない場合もあることから、保険料段階の

判定において、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかわる特別

控除を控除した額を用いることとするための政令改正が行われ、平成30年度の保険料分より、

同様の所得指標での保険料段階判定を行うこととするために改正するものでございます。 

  合計所得金額の文言の後に、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）、第33条の４第１項

もしくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第

35条の２第１項または第36条の規定の適用がある場合には、当該所得金額から令第38条第４

項に規定する特別控除額を控除していた額とする。以下、この項において同じ。という文言

を追加するものでございます。 

  次に、国の省令の改正により、介護保険料の標準９段階のうち、市町村民税本人課税層に

当たる境目となる基準所得金額の改正に伴い、第７号のア、合計所得金額190万円を200万円

に改め、第８号のア、合計所得金額190万円以上290万円未満を、200万円以上300万円未満に

それぞれ改めるものでございます。 

  15ページになります。 
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第17条でございます。介護保険料の改正において、法第202条第１項で定める被保険者等

に関する調査及び法第203条第１項で定める資料の提供等の各条文では、市町村は被保険者

の資格や保険給付及び保険料に関して必要があると認められるときは被保険者や被保険者の

配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主、その他のその世帯に属する者等についても、

質問、検査ができる、いわゆる質問検査権の対象範囲の改正に伴い、改めるものでございま

す。第１号被保険者の文言を被保険者に改めるものでございます。 

  続いて、附則でございます。附則９でございますが、前段の第５条第１項第６号のアにお

いて、既に（昭和32年法律26号）を定めていることから、括弧書きを削るものでございます。 

  第２条関係、16ページになりますが、こちらは洞爺湖町介護保険の一部を改正する条例の

一部改正の新旧対照表でございますが、洞爺湖町介護保険条例の一部を改正する条例で附則

３でございますが、平成27年度から平成28年度まで、第１号被保険者の低所得者軽減対策と

して、保険料所得階層第１段階の保険料については、保険料基準額に対する割合を0.5倍か

ら0.45に軽減する措置について定めておりますが、このたびの平成30年度から32年度までの

保険料基準額については、据え置くこととしていることから、附則第３項で定める低所得者

軽減処置の期限、年限について、平成29年度を平成32年度までと改めるものでございます。 

  議案書に戻っていただきまして、22ページでございます。 

附則でございます。附則１の施行期日でございますが、この条例は、平成30年４月１日か

ら施行するものとして、附則２では、経過措置として、この条例による改正後の洞爺湖町介

護保険条例第５条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の前年分の

保険料については、なお、従前の例によることを定めたものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回、介護保険が、どこの市町村も軒並み保険料が上がっている中で、

洞爺湖町としては前期の保険料と同額で維持するということは、大変、私はすばらしいこと

だと、本当は引き下げたらもっとすばらしいのでしょうけれども、現状維持でもかなり努力

されたと思っていますが、そこでちょっとお聞きしたいのですけれども、この所得段階の、

洞爺湖町の場合、所得段階で、今説明ありました７段階８段階については、それぞれ表現を

変えておりますが、そのほか、所得段階別の保険料率というのは、従前、第６期の場合と同

じなのかどうか、その点についてご説明いただけますか。 

○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） 洞爺湖町における介護保険料の段階でございます。 

  第６期計画では、第１段階から第９段階まで設定をしているわけでございますが、今回の

第７期計画におきましても、第６期計画と同じく、第９段階までの段階の保険料としている



- 66 - 

 

ところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） そうすると、第１段階から第９段階まで、ちょっと表現の変わってい

るところ、７、８ありますけれども、基本的には、保険料基本額との差も含めてですが、支

払う保険料額は、全く変更がないというふうに理解していいのでしょうか。 

○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） その通りでございます。 

○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。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第45号洞爺湖町介護保険条例等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45号洞爺湖町介護保険条例等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46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46号洞爺湖町長寿祝い金条例の一部改正について

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の23ページでございます。 

  議案第46号洞爺湖町長寿祝い金条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町長寿祝い金条例の一部を改正する条例を、次のように定めるものでございます。 

  改正の主旨でございますが、年度期間中に満88歳になられる方の長寿祝い金については、

これまで年１回９月の敬老の日に合わせて誕生日を迎えられた方も、また、これから誕生日

を迎える方も、一括して支給をしておりますが、支給日前に死亡または転出等によって受給

できない方も生じていることから、今後は満88歳の方も含めて、全ての対象者が誕生月ごと

に毎月支給をするということに改めたく、提案をするものでございます。 

  それでは、議案説明資料でご説明をさせていただきます。 
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  議案説明資料17ページでございます。 

長寿祝い金条例の新旧対照表でございます。 

第２条受給資格について、これまで支給時期については、毎年９月に現存しているものと

定めていたものを、当該誕生月の初日に現存しているものに改めるものであります。 

  また、第３条２項支給時期については、これまで毎年９月に支給する、ただし、支給時期

までに100歳の誕生日を迎える者にあっては、当該誕生日と定めていたものを、当該誕生月

の月末までに支給するものとするに改めるものでございます。 

  なお、満100歳祝い金については、これまで、満88歳の祝い金と同じく、毎年９月に支給

しており、また、９月の支給時期前に誕生日を迎えられた方には、当該誕生日に支給をいた

しておりましたが、今後は、満88歳と同じく、毎月当該誕生月の月末までに支給する条文と

なりますが、極力、これまで同様、当該誕生日に支給することに努力をしたいというふうに

思います。 

  議案に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は、30年４月１日から施行

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（佐々木良一君君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第46号洞爺湖町長寿祝い金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46号洞爺湖町長寿祝い金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47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47号洞爺湖町国民健康保険給付費支払準備基金条

例等の一部改正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の24ページでございます。 

議案第47号洞爺湖町国民健康保険給付費支払準備基金条例等の一部改正についてでござい

ます。 

洞爺湖町国民健康保険給付費支払準備基金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。 

条例改正の主旨でございますが、国民健康保険の都道府県単位化に伴い、市町村の保険給

付に要する費用は、北海道からの普通交付金により全額が賄われることとなり、市町村での

保険給付費の増加に備えた支払準備基金の積み立てが不要となりますことから、条例に所要

の改正を行い、国民健康保険事業の安定を資するための基金に改正するものでございます。

議案説明資料により、ご説明をいたします。 

議案説明資料18ページでございます。 

洞爺湖町国民健康保険給付費支払準備基金条例の新旧対照表でございます。 

まず、題名の改正でございます。洞爺湖町国民健康保険給付費支払準備基金条例の文言を、

国民健康保険事業運営基金条例に改めるものでございます。 

第１条設置でございます。第１条中、給付費の支払準備基金に充てるため、国民健康保険

支払準備基金という文言を、事業の安定に資するため、国民健康保険事業運営基金と改める

ものでございます。 

第２条積み立てでございます。第２条中、予算で定めるを洞爺湖町国民健康保険特別会計

以下特別会計という、を歳入歳出予算で定める額とするに改めるものでございます。 

第４条運用益金の処理でございます。第４条中、国民健康保険を削除するものでございま

す。 

第６条処分でございますが、第６条中、次の各語のいずれかに該当する場合に限り、の文

言を、町長は第１条に規定する基金の設置の目的のため、必要があると認めるときは、とい

う文言に改め、同条の各語を削除するものでございます。 

議案書に戻っていただきまして、附則でございます。施行期日でございますが、この条例

は平成30年４月１日から施行するものでございます。 

第２項経過措置でございますが、この条例の施行の日の前日までに、洞爺湖町国民健康保

険給付費支払準備基金の規定により、積み立てられた現金、債権、有価証券はこの条例によ

り積み立てられた基金と見なすことを定める内容でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 第１条の設置の部分ですが、この第１条の中には、給付費の支払準備

金に充てるため、国民健康保険給付費支払準備基金というのを、事業の安定に資するため、
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国民健康保険事業運営基金というふうに改めると、こういうことになっておりますが、具体

的には、この事業の安定に資するためという意味合いのものはどういう内容なのか、これま

でのような形で、例えば北海道に対しては求められる給付費といいますか、支払いをしなけ

ればならないということになるのでしょうけれども、実際には、うちの場合は、一般会計か

らの繰り入れ等を含めて、保険者、被保険者の負担を軽減するという対応をしてきているわ

けで、例えばそういうようなものに財源として今後も充てていくということなのか、それと

も全く別の面でこれが利用されるのか、この辺について、ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

○住民課長（山本 隆君） 基金の用途でございますが、用途をどうするのかというような質

問でございますけれども、現行の支払準備基金につきましては、保険給付費の不足、あと、

災害等特別な事情による保険税の減免、また保険給付費との増嵩による保険税の増税が発生

した場合は処分ができるというような規定になってございます。このたびの国民健康保険の

都道府県化によりまして、先ほど副町長の説明にもありましたけれども、保険給付費は全額

を北海道からの交付金で賄われることになります。町が保険給付費の支払い準備のための基

金を持つ必要性がなくなることになってございます。また、国民健康保険の都道府県化につ

きましては、本年30年度から本格的に始動する制度でございまして、制度の不安定な部分は、

改善が必要な部分も出てくることが予想され、突発的な財源の不足などに対応するための基

金として、新制度での国民健康保険事業の安定運営を、雑駁でございますけれども、その他

の一助として基金を存続させるというような考え方でございます。 

  なお、現在の金額につきましては、大変少額な部分でございまして、突発的な財源不足な

どへの対応はちょっと厳しい状況もございますので、今後、決算剰余金等の状況を見ながら、

財政担当等の調整をし、基金の増額を今後検討させていただき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） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） いまいち、何かこの用途についてよくわからないのがあるのですが、

今回の都道府県化で、市町村に被保険者への負担増や、あるいは徴収強化というのが求めら

れる恐れがあるというのは、たびたび私も議会の場で質問などもさせていただいて、話をし

ていることなのですが、厚生労働省は、2018年度は制度改正による激減緩和措置をとる一方

で、１月の末に厚生省通知で、市町村が行う法定外繰り入れや繰り上げ充用などの赤字の削

減、解消する方向を原則６年の計画期間で策定するように示していると。これはご存じだと

思います。 

つまり、６年過ぎたら、市町村が独自で行う激減緩和措置はなくしてくださいというよう

な中身なのです。18年度からは、そういう意味で、保険者努力支援制度の評価対象にこの計

画の策定が入っていて、町としてもこの３月末に北海道にその計画を策定して報告しなくて

はならないというふうになっているはずです。それで、こういうことを考えますと、以前の

議会での質問でも答えておりましたが、30年度については一般会計からの法定外繰り入れを
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行って、保険料の引き上がる分を抑えると。しかし、31年以降については町の財政状況を見

て判断したいと。たしかこのような答弁だったと思います。国のほうも、原則６年の計画期

間でこれを策定しろ、みたいな話なのです。いずれにしても、独自に町村が軽減対策やある

いは保険料の引き下げのための一般財源、会計からの繰り入れ等については、この後、して

はならないような、そういう話になってきているようですから、例えばここに設置されるこ

の支払準備基金条例の改正に伴って起こる運営基金、これが、例えばそれにかわるものとし

て今後も活用されていくのか、あるいはそうではなくて、それこそ災害とか本当に特別な場

合のみにしか活用できないようなものにしてしまうのか、またそのほかに一般会計からの繰

り入れを含めて計画的に進めていくという方向なのか、ちょっとその辺が、今後の取り扱い

も含めて、どのように今の段階でお考えなのかということをもう一回説明いただけないで

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） 基金の用途についての、詳細な形でのという形になろうかと思い

ますけれども、現在のところ、基金の用途につきましては、現在の納付金制度も固まって

いない状況もございます。納付金につきましては、前年度の被保険者人数ですとか、そう

いった方の形の中での算定が、道によって進められる形にもなります。そういったとき、

人数の増減による国保税の減少とか、そういった部分についての活用もできるのかなとい

う形も考えてございます。また、先日の一般会計でも国保事業の保険事業等の利用、そう

いったものを推進するための利用ですね、そういったものを使えるような形にいければと

いう形では考えてございますけれども、また、先ほど議員おっしゃいました災害の発生で

すとか、そういったものも備える形が必要になってくる部分もあると考えてございます。 

ただ、今の時点では、少額なものですから、先ほども言いましたけれども、決算剰余金

等、見計らいながら、そういった形の中でちょっと一般会計の協力も得た中で積み立てが

できるような形で検討できれば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） そのほか、質疑はございますか。 

〔「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。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第47号洞爺湖町国民健康保険給付費支払準備基金条例等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〕 
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○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第47号洞爺湖町国民健康保険給付費支払準備基金条例等の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、議案第48号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の26ページでございます。 

議案第48号洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正についてでございます。洞爺湖町国民健

康保険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。 

条例改正の主旨でございますが、国民健康保険法の法律改正及び国民健康保険の都道府県

単位化に伴い、洞爺湖町国民健康保険条例について、所要の改正を行うものでございます。 

議案説明資料でご説明をいたします。 

説明資料の19ページでございます。 

国民健康保険条例新旧対照表で、まず目次の改正でございます。第１章の洞爺湖町が行う

国民健康保険の文言の次に、の事務を追加し、第２章の国民健康保険運営協議会を、市町村

の国民健康保険事業の運営に関する協議会に改めるものでございます。 

第１章洞爺湖町が行う国民健康保険を、第１章洞爺湖町が行う国民健康保険の事務に改め、

第１条の見出し（主旨）を（洞爺湖町が行う国民健康保険の事務）に改め、第１条中、国民

健康保険の次に、の事務を加えるものでございます。 

第２章でございます。第２章国民健康保険運営協議会を第２章市町村の国民健康保険事業

の運営に関する協議会に改め、第２条の見出し（国民健康保険運営協議会の委員の定数）を

市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数に改め、第２条にお

いて国民健康保険法が規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を、

洞爺湖町国民健康保険運営協議会と定め、第２項においては、協議会の組織及び委員の定数

を規定する内容でございます。 

20ページでございます。 

第４条の出産育児一時金でございます。第２項中、上から４行目くらいになりますが、例

による場合を含む、の文言の次に、次条第２項について同じ、を加え、第２条第２項におい

て引用するための規定の整理を行うものでございます。 

第５条葬祭費でございますが、葬祭費支給額２万円を３万円に改めるものでございます。

国民健康保険の都道府県単位化に伴い、葬祭費の全道均一化に伴う改正でございます。第２

項につきましては、他の健康保険等で葬祭費の給付を受ける場合は給付を行わない旨の規定

を加えるものでございます。 
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第６条で保険事業でございますが、第６条中、第72条の４の文言を、第72条の５に改め、

同条第４号中保持増進の次に、または保険給付を加えるもので、法律改正に伴う引用条項の

改正でございます。 

議案書27ページに戻っていただきまして、附則でございます。第１項施行期日でございま

すが、この条例は、平成30年４月１日から施行するものでございます。第２項経過措置でご

ざいますが、施工日前に行った被保険者に関わる国民健康保険条例第５条の規定による葬祭

費の額は従前の例によることを定めた内容でございます。 

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（佐々木良一君君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第48号洞爺湖町国民健康保険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48号洞爺湖町国民健康保険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。 

ここで、休憩をいたします。再開を11時15分といたします。 

（午前１０時５７分） 

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

○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１５分） 

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

◎議案第49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49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、議案書の28ページでございます。 
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  議案第49号平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号）でございます。 

平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条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から歳入歳出それぞれ１

億9,621万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億7,117万6,000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。地方債の変更は、第２表地方債補正によるところで

ございまして、事項別明細の中でご説明をさせていただきます。 

  それでは、事項別明細書、５ページ、６ページからでございます。 

  まず、歳入でございます。13款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料で、７万

6,000円の増額でございます。総務使用料、町営バス使用料の決算見込みによる７万6,000円

の増額でございます。 

  続いて、２目の民生使用料、79万2,000円の減額でございます。公衆浴場等使用料でござ

いまして、一般入浴利用者の減により、79万2,000円の減額でございます。 

  続いて、14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でございます。247万

1,000円の減額でございます。児童福祉費負担金で児童手当負担金、これが決算見込みに

よって、300万3,000円の減額。それから、子供のための教育保育給付費負担金で、公定価格

の変更により、20万2,000円の増額。合わせて280万1,000円の減額となります。 

４節の国民健康保険基盤安定負担金、33万円の増額で、額の確定によるものでございます。 

  続いて、14款国庫支出金の２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金でございまして、60万

4,000円の増額でございます。心身障害者福祉費補助金で地域生活支援事業補助金、電算シ

ステム改修費の増ということで、60万4,000円の増額でございます。 

  ４目農林水産業費国庫補助金で、１億2,255万円の減額でございます。農業費補助金、強

い農業づくり交付金で、馬鈴薯選別機、それから倉庫の建設等の補助事業でございますが、

額の確定により、１億2,255万円の減額でございます。 

  続いて５目土木費国庫補助金でございまして、1,150万5,000円の減額でございます。道路

橋梁費補助金で、社会資本整備総合交付金、道路ストック総合点検事業と雪寒機械整備費で、

額の確定によりまして、合わせて1,210万8,000円の減額でございます。それから、住宅費補

助金で、公営住宅の家賃減免事業で、額の確定により、248万8,000円の増額。それから４節

の建築指導費補助金で、188万5,000円。これは、民間大規模建築補強設計事業費、額の確定

により、188万5,000円の減額でございます。 

  続いて、６目の教育費国庫補助金で、９万5,000円の減額。教育総務費補助金、幼稚園就

園奨励費補助金で、決算見込みにより、９万5,000円の減額でございます。 

  ７目の商工費国庫補助金で、39万6,000円の増額でございます。訪日外国人旅行者受入環

境整備緊急対策補助金ということで、これは駅交流センターのトイレの改修を、運輸局、国

の補助金を入れましたので、その分の増額でございます。 
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  続いて、７ページ、８ページになります。 

３項の委託金、１目総務費国庫委託金で、44万円の減額。選挙費委託金で、衆議院議員総

選挙委託金額の確定により、44万円の減額でございます。 

  15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金で、16万1,000円の増額でございます。

児童福祉費負担金で、児童手当負担金決算見込みにより、49万8,000円の減額。子供のため

の教育保育給付費負担金、これは17万6,000円の増額。合わせて32万2,000円の減額でござい

ます。 

  それから、５節国民健康保険基盤安定負担金については、額の確定により、89万2,000円

の増額でございます。 

７節の後期高齢者医療保険基盤安定負担金、これについては、40万9,000円の減額でござ

います。 

  15款道支出金、２項道補助金、１目民生費道補助金でございまして、39万1,000円の減額

でございます。高齢者福祉費補助金で、介護保険サービス利用者負担額減免措置事業費補助

金決算見込みにより、35万9,000円の増額でございます。 

４節の医療助成費補助金、重度心身障害者医療補助金、同じく決算見込みにより、75万円

の減額でございます。 

  ３目の農林水産業費道補助金で、143万8,000円の減額でございます。農業費補助金で、北

海道青年首脳給付金給付事業補助金で計画変更により、143万8,000円の減額でございます。 

  ４目の土木費道補助金で、377万2,000円の減額でございます。建設指導費補助金で、民間

大規模建築物補強設計事業補助金、額の確定により、377万2,000円の減額でございます。 

  15款道支出金、３項委託金、１目総務費道委託金で、116万9,000円の減額でございます。

総務費委託金で、北海道権限委譲事務委託金額の確定により、29万2,000円の減額。それか

ら、選挙費委託金で胆振海区漁業調整委員会委員選挙費委託金、無投票になったために改減

でございますが、87万7,000円の減額でございます。 

  続いて９ページ、10ページでございます。 

  16款財産収入、２項財産売払収入、３目立木売払収入で、44万1,000円の増額でございま

す。町有林の風倒木整理による収入でございまして、44万1,000円の増額。 

  17款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金で、592万6,000円の増額でございます。ふるさ

と納税、それから一般寄附によりましての増額でございます。 

  20款諸収入、５項雑入、３目雑入で、50万円の減額。工学療養費附加金で決算見込みによ

り50万の減額でございます。 

  21款町債でございます。１項町債、２目農林水産業債で、5,180万円の減額でございます。

馬鈴薯選別機貯蔵施設整備事業の額の確定により、5,180万円の減額でございます。消防債

40万円の減額で、防災施設等整備事業債、被災者システム導入事業で、額の確定により減額

でございます。 

  ６目の教育債で、650万円の減額。文化財等保存整備事業債、史跡入江・高砂貝塚保存整
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備事業の額の確定により、650万円の減額でございます。 

  続いて、11、12ページ、歳出に移ります。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で、80万円の増額でございます。燃料費、

それから通信運搬費について、単価改定、それから決算見込みにより、それぞれ30万円と50

万円の増額でございます。 

  ２目職員福利厚生費で50万円の減額でございます。旅費、研修費、赴任旅費それぞれ執行

算により50万円の減額となります。 

  ３目公有財産管理費で18万8,000円の増額でございます。積立金でございまして、基金管

理事業みんなの基金で52万円の増。ふるさと納税返礼品の財源振り替えで、33万2,000円の

減となりまして、プラスマイナスで18万8,000円の増額ということでございます。 

  ４目物品集中管理費で93万9,000円の増額でございます。消耗品費、印刷製本費、それか

ら事務機器等の借上料、決算見込みで、それぞれ56万円と37万9,000円の増額。合わせて93

万9,000円の増額でございます。 

  ６目諸費で573万8,000円の増額でございまして、委託料で、功労者等表彰事業でございま

すが、ふるさと納税管理業務委託料、返礼品の増によりまして、573万円の増額となってお

ります。 

  ７目財政会計管理費で270万5,000円の増額でございます。委託料で、公会計システム導入

委託料で、21万6,000円の減。それから償還金、これは臨時福祉給付金の額の確定によりま

す、292万1,000円の増額でございます。 

   ８目企画費で27万6,000円の減額でございます。報償費で35万6,000円、それぞれの報奨金

について額の確定により減額となっております。役務費についても、通信運搬費で執行残で

ございます。13節の委託料でも20万1,000円、これも地域振興券発行委託料の執行残でござ

います。それから、負担金補助及び交付金で40万3,000円の増額でございますが、地域公共

交通運行補助金、料金変更による67万1,000円の減額。それから、生活路線維持補助金、決

算見込みにより107万4,000円の増額でございます。 

   ９目の広報費30万2,000円の増額でございます。印刷製本費の増額でございます。 

   続いて、13ページ、14ページでございます。 

   ２目衆議院議員選挙費で40万4,000円の減額でございます。いずれの節も、額の確定に

よっての合計での44万円の減額でございます。それから、３目の胆振海区漁業委員会委員選

挙費でございまして、補正額で87万7,000円の減額でございますが、無投票による皆減でご

ざいます。 

   続いて、３款民生費、１項社会福祉費でございます。社会福祉費総務費で、354万円の増

額でございます。委託料で、ホテル入浴料委託料が、利用者の減によりまして、126万円の

減額。負担金及び交付金で社会福祉協議会交付金、デイサービス事業等の決算見込みにより、

480万円の増額、トータルで354万円の増額でございます。 

   ２目高齢者福祉費で、466万7,000円の増額でございます。負担金補助及び交付金、介護保
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険サービス利用者等助成金で、減免対象者の増加等によりまして、47万8,000円の増額、そ

れから扶助費で、老人福祉施設入居者費用措置費で措置人数の増加により418万9,000円の増

額となっております。 

   ３目の心身障害者特別対策費、99万4,000円の増額でございまして、委託料で、障害者福

祉システム改修委託料、法改正によるシステム改修費で99万4,00円の増額でございます。 

   ４目介護保険費で735万円の減額でございます。これは、介護保険特別会計繰り出し金で

決算見込みによる減額でございます。 

   続いて15ページでございます。 

   ３款民生費の１項社会福祉費、５目社会福祉施設費で、13万9,000円の増額でございます。

集会所管理の光熱水費の決算見込みによる増額でございます。 

   ６目後期高齢者医療費で、1,782万8,000円の減額でございます。負担金及び交付金で療養

給付費の負担金、額の確定により、1,671万1,000円の減額。それから繰り出し金で後期高齢

者医療特別会計繰出金、後期連合納付金の減などによって、111万7,000円の減額となってお

ります。 

   ３款民生費、３項医療助成費でございまして、１目医療対策費については、財源補正でご

ざいます。２目の重度心身障害者医療助成費で、200万円の減額でございます。重度心身障

害者医療費扶助、対象医療費の減によりまして、200万円の減額でございます。 

   ３款民生費、４項児童福祉費、１目児童福祉総務費で334万円の減額でございます。負担

金補助及び交付金で、66万円の減額でございますが、私立幼稚園施設型給付費負担金、それ

から私立幼稚園利用者負担金軽減助成金、これについては、公定価格の変更、そして対象人

数の増によるそれぞれの増額でございます。20節の扶助費でございます。児童手当決算見込

みにより400万円の減額でございます。 

   ３款民生費の５項保育所費、２幕常設保育所費119万9,000円の増額でございます。賃金で

68万5,000円、これは、嘱託職員等パート賃金の増による増額でございます。それから、消

耗品、燃料費、食料費、賄い材料、それぞれ利用人数の増、あるいは単価改定による増額で

ございまして、171万4,000円の増額でございます。委託料で、洞爺保育所実施設計委託料で、

これは執行残で120万円の減額でございます。 

   続いて、17ページでございます。４款衛生費、２項環境衛生費、１目環境衛生費で、50万

6,000円の減額でございます。需用費で燃料費単価改定により、18万9,000円の増額。それか

ら負担金補助及び交付金で伊達市し尿処理事務委託負担金、過年度の生産に伴う減額で、69

万5,000円の減額でございます。 

   ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業管理費で、１億7,8522万2,000円の減額でござ

いまして、負担金補助及び交付金で、馬鈴薯の選別機それから貯蔵施設の入札減等によりま

しての１億7,708万4,000円の減額でございます。青年収納給付金については、対象者の所得

額の確定に伴う減額で143万8,000円の減額となります。 

   続いて、３目の農業振興費で152万6,000円の増額でございます。負担金及び交付金で、国
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営大原地区畑地かんがい維持管理事業で、かんがい用水利用組合への補助金でございまして、

確定により、15万7,000円の減額。それから、農道整備事業で、道営農道整備事業負担金額

の確定により、168万3,000円の増額でございます。 

   ６款農林水産業費の２項林業費でございます。１目林業振興費で36万9,000円の減額でご

ざいます。報酬で、対象鳥獣捕獲員報酬、熊の出動がなかったということで10万5,000円の

減額でございます。それから、委託料で、有害鳥獣一斉捕獲委託料、国の事業化決定によっ

て26万4,000円の減額となっております。 

   ６款農林水産業費の水産業費でございます。１目水産業費で113万4,000円の減額でござい

ます。負担金及び交付金で漁協の作業場解体事業補助金、入札減により、113万4,000円の減

額でございます。 

   ７款商工費、１項商工費、1目商工振興費で、２万円の減額でございます。需用費で消耗

品と燃料費等、26万円の増額。それから負担金及び交付金、次のページになりますが、これ

で地域おこし協力隊の家賃補助金で新規採用がなかったということで、28万円の減額となっ

ております。 

   続いて、８款の土木費でございます。土木管理費２目の御車輌管理費で15万円の減額でご

ざいます。車検手数料について決算見込みでの減額でございます。 

   ８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費で1,435万円の増額でございます。需

用費について、220万円。これは決算見込み、それから、街路灯の修繕の増加等によりまし

て220万円の増加でございます。それから、委託料については、除排雪業務委託料、今後の

見込みによりまして2,160万円の増額でございます。原材料費については、融雪剤の増等に

よりまして、30万円の増額。18節備品購入費については、雪寒機械購入、除雪ドーザーでご

ざいますが、入札減により870万円の減額でございます。それから、負担金補助及び交付金

については、道橋梁点検負担金で、16万3,000円の減額ということになっております。 

   ８款土木費の４項公園及び緑化費でございます。１目公園及び緑化費で35万円の減額でご

ざいます。工事請負費で、でんでんちびっこ広場のフェンス改修工事の入札執行残でござい

まして、35万円の減額でございます。 

   ８款土木費、６項住宅・建築費、１目建築指導管理費で、754万4,000円の減額でございま

す。負担金及び交付金でございまして、耐震補強設計補助金で申請取り下げによる減額でご

ざいます。 

   続いて，21ページでございます。８款土木費、６項住宅建築費で２目住宅管理費、これに

ついては、財源補正でございます。 

   ９款消防費、１項消防費、１目消防費で、1,136万6,000円の減額でございます。これにつ

いては、西胆振消防組合負担金で、28年度決算に伴う減額でございます。 

   ２目災害対策費で81万1,000円の減額でございます。報酬で、11万5,000円、これについて

は、各会議の減による減額でございます。旅費についても、４万7,000円の減額。それから

委託料については、被災者支援システム導入委託料、それから防災行政無線保守点検委託料
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等の入札執行減におりまして、64万9,000円の減額となっております。 

   10款教育費、１項教育総務費、３目諸費でございます。625万円の減額でございます。共

済費、賃金につきましては、学習支援員２名退職による減額でございます。19節の負担金補

助及び交付金で、洞爺地区等通学費等助成金で、対象者の減によりまして120万円の減額。

私立幼稚園就園奨励費補助金額の確定により、45万円の減額でございます。 

   10款教育費、２項小学校費、１目小学校管理費で、155万円の増額でございます。需用費

で230万円、これは燃料費の単価改定それから光熱水費使用料等の増によりまして、230万円

の増額でございます。18節備品購入費、75万円の減額で、教師用パソコン購入の入札執行残

でございます。 

   続いて、10款教育費、３校中学校費、１目中学校管理費でございまして、138万円の増額

でございます。需用費でございますが、燃料費、光熱水費単価改定等によりの増額で110万

円、180万円の増額でございます。 

   次のページになりますが、使用料及び賃借料で、パソコンの借上げ料、更新時期変更に

よって32万円の減額、それから、教師用パソコン購入で入札執行残によりまして、120万円

の減額となっております。 

   続いて、10款教育費、４項社会教育費、３目社会教育施設費でございます。36万2,000円

の増額でございます。需用費で、51万2,000円。総合センターの管理の関係で、光熱水費燃

料費単価改定によっての増額でございます。12節役務費で15万円の減額、執行残によるもの

でございます。それから、５目の文化財費で、723万円の減額でございます。委託料で200万

円の減額、復元縦穴住居改修実施設計委託料の入札残でございます。それから、工事請負費

で523万円の減額。遠路広場整備工事、高砂川水路改修工事等の入札執行残によるものでご

ざいます。 

   10款教育費、５項保健体育費で２目体育施設費、47万円の増額でございます。体育施設関

係の燃料費の単価改定による増額でございます。 

    ３目給食施設費で、136万2,000円の増額でございます。これは、虻田給食センターの地下

タンク埋設配工管の修繕ということで、需用費で136万2,000円の増額でございます。 

  12款給与費でございます。460万円の減額で、これについては、会計間移動あるいは職員

の退職による減額でございます。 

  最後に25ページでございます。 

予備費でございまして、1,298万3,000円の増額ということで、現在の計で3,337万6,000

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。 

６番、立野議員。 
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○議長（立野広志君） まず１点目ですけれども、今回の補正を見ていますと、こういう年度

末ですから、執行残とか確定などということで、随分、執行残なら執行残で、入札による執

行残というのも幾つも出てくるのですね。金額的に、こんなに何で大きい金額が出てくるの

かなというふうに、ちょっと疑問に思うのですが、それぞれ個別には理由があるのでしょう

けれども、ちょっと説明をいただきたいと思って質問したいと思うのですが、まず、最初、

農業関係のイモの選別機械の施設の補助金の関係ですが、これもけっこう大きな金額で、入

札による減だということで、金額が出ています。これは、どういう意味でこんなに大きな金

額になっているのかということ、当初の予算の立て方がどうだったのか。これは、農協など

に介してやっているのかもしれませんが、いずれにしても、この予算段階でどういう見積も

りをしているのかということを一つ説明していただきたいのと、それから20ページです、土

木費の除雪ドーザー、これも入札残だということで870万円出ています。870万円という金額

は、決して少ない額ではないし、入札でこんなに変わるものかなと。ちょっと私も不思議に

思ってみていたのですが、この理由についても明らかにしていただきたいのと、それから22

ページの小学校、そして次のページの中学校の教師用パソコン、教師に新たにパソコンを更

新するということなのかもしれませんが、小学校でいけば75万円の入札残、そして中学校で

いけば120万円の入札残と、大体はもう、学校ごとに何台のパソコンを購入するかという見

通しを立てた上で予算をつくるのだろうと思うのですけれども、この額というのは、パソコ

ンも決して１台や２台の値段ではないなという気がするのです。もしかしたら、ＬＡＮ設備

とか、いろいろな関係もあるのかもしれませんが、いずれにしても、年度末で、非常に執行

残というのが目立っているので、その理由について説明、個々に違うと思いますので、説明

いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） この関係でございますが、経済常任委員会におび、事前にご

説明は申し上げていたところでございますが、ＪＡとうや湖が実施しましたバレイショ貯蔵

施設等整備事業補助金でございます。国庫補助金と、それから洞爺湖町補助金を合わせたも

のでございまして、当初の計画でございましたが、ＪＡとうや湖が馬鈴薯選別施設の建物と

選別機を新たに建築し、既存選別施設内を改造して貯蔵庫にするという計画でございました。 

ただ、既存の選別機内に新規に選別機を設置しまして、新たに貯蔵庫を新設するというと

ころに計画が一部変更になったことから、事業費が変更になったと。また、馬鈴薯選別機の

入札におきまして、２社の入札がございましたが、予定価格を大幅に下回る価格となってご

ざいます。要因を、契約しました業者に確認したところ、他の産地の入札の結果から、予定

価格を分析した結果による入札価格だということで、入札価格を誤ったということではない

ということを確認をさせていただきまして、そのことから、北海道と協議をした上で、事業

の確定をもって減額補正をするということで、このたび提案をさせていただいた経過でござ

います。 

○議長（佐々木良一君） 環境課長。 
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○環境課長（若木 渉君） 私のほうから、除雪ドーザーの入札執行残についてご説明いたし

ます。 

除雪ドーザー、設計価格の設定に当たりましては、町に指名願いが出ている業者の中か

ら見積もりを徴収しまして、その見積もりを参考にいたしまして、いいとこ取りと言った

ら変なのですけれども、安いところを取りながら、町としての設計の価格というものをつ

くった中で、入札のほうをさせていただいてございます。その中で、町として参考にでき

る単価というのが、そのメーカーさんからの見積もりしか頼るものがないものですから、

それをベースに設計書をつくった中で発注しているところ、実際札を入れてくる額がかな

り安い額で入ってきているという現状でございまして、相当、ちょっと競争が働いている

のかなということぐらいしか言えないのが申し訳ないのですけれども、現状としてはそう

いうことで、メーカー見積もりに対してかなり落札率が落ちているという状況になってご

ざいます。 

   以上でございます。 

 ○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 教師用のパソコンの関係でございます。まず、小学校のほうでご

ざいますけれども、台数につきましては、当初、先生方の人事異動が固まってないので、

それを含めて、台数の関係、若干みていることと、それから、単価につきましては、低下

から何割か引いているところでございますけれども、この部分については、温泉小学校分

ということで、当初13台見込んでおりましたが、実際には、先生の数で１台減の12台とい

うことと、それから、入札の執行残ということで、ぞれぞれ頑張っていただいて減ったと

いうもの。それから中学校の備品購入費のほうでございます。これは、虻田中学校分とい

うことで、当初21台見込んでございましたが、実際には、先生の数で18台でいいというこ

とになりましたので、それと合わせて入札執行残ということで、120という結果になったと

いうものでございます。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。６番立野議員。 

○議長（立野広志君） 多分、そういう実際の価格と、実際の入札価格と定価で販売している

価格とは、当然違ってくるだろうとは思うのですが、結局何を言いたいのかと言いますと、

こうやって減額することは、減額されたことについては、結果としては、これは町の財政に

とっても負担が少なくなっていいのだろうとは思うのですけれども、逆に予算を立てる段階

でこういったものがほかのところに回す、例えば教育委員会でいけば、ほかの教育予算に回

すことも可能だということもありうるわけですから、やっぱり、当然予算を立てるときには、

想定される見積もり、積算をしてそれによって立てるのでしょうけれども、その辺はやっぱ

り、情報収集といいますか、その辺ももっと綿密にやる必要があるのかなというふうに、実

は私、思っているのです。金額的にわずかな金額ならいいのですけれども、これが何百万と

かという金額になってきますと、これが結局、ほかの部分に使われなくなってしまうという

可能性があるので、やっぱりその辺はしっかりと見積もり段階、あるいは予算段階でいろい
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ろな情報を集めるということが大事だと思うのです。 

さっき、ドーザーの話ありました。町内の事業者がどのくらいで購入しているかというよ

うなことを参考にしたという話ですけれども、確かに、それもそうですね、余り、事前に事

業者に聞くわけにもいかない話です。だから、なかなか難しいとは思うのですけれども、ぜ

ひ、その辺は情報をきちんと入手して、できるだけ正規のといいますか、市場価格というの

ですか、そういったものにそぐような形で進めるべきかなと思っています。 

  学校のパソコンって、そんなにあれなのでしょうか、移動は確かに新年度は生徒が何名に

なるから教師がどのくらいになるか、あるいは、それに伴って、必要な備品がどうなのかと

いうこともかなり綿密に、今の段階であればできるのだろうと思うのです。まだ、内辞出て

いないのですか、もうちょっと後ですね。それにしても、大体今の生徒数によって、教師の

数も決まってきますから、いずれにしてもパソコンを更新するとなったら、１台や２台なら

確かにお店屋さんに行って見てみると、ノートパソコンでまともに買えば20万くらいするも

のもありますけれども、だけれども、こんなに金額が違ってくると、何かその辺の見通しも

ちょっと、しっかりしていたのだろうかと、ちょっと思ってしまうわけです。ですから、説

明いただきましたからわかりましたけれども、ぜひ、そういうようなことも含めて、これか

ら慎重に扱っていただきたいものだなと思っています。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はございませんか。 

  板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ホテル等入浴委託料で126万円の減になっています。これは、高齢者

の分か、一般の分か、それを教えていただきたいと。まず、それを一つ、お願いします。 

  それと、児童手当の400万円、これ人数が動いたと思うのですけれども、この辺の説明も

お願いします。 

○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） 初めに、ホテルの入浴料委託料でございます。これにつきま

しては、一般入浴の助成事業、一般入浴に対する委託料でございます。 

  続きまして、児童手当でございます。児童手当受給者数の減少、いわゆる転出等によりま

して、減額となっているものでございます。人数で申し上げます。当初の予算では、延べ人

数8,948人、決算見込みでは8,634人、増減314人の減。この人数を12カ月等に換算いたしま

すと、実人数として、約26人程度の減となっているものでございます。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君君） 討論なしと認めます。 
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  これから議案第49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49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62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62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、一般会計の追加議案になりますけれども、ご説明をさせ

ていただきます。 

  追加議案書が配付されていると思いますが、１ページでございます。 

議案第62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９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９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177

万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億7,294万7,000円とするも

のでございます。 

事項別明細書がついていると思いますが、事項別明細書の５ページでございます。 

歳入で道支出金、２項道補助金、３目農林水産業費道補助金でございまして、177万1,000

円の増額でございます。畑作構造転換事業補助金ということでの計上でございます。 

  次のページが歳出でございます。 

農業管理費で177万1,000円の増額でございます。同じく、畑作構造転換事業補助金の増額

補正でございます。この事業につきまして、内容的には農業関係のイモの種をまくときに、

より効率的にできる機械の導入というような事業でございまして、国の２分の１以下の補助

の事業でございます。 

  今回、追加にいたった経緯でございますが、これは、29年度の国の補正がございまして、

それで計画をしていた事業が、補正に乗れるというようなことになって、それで手続等を含

めて時間が今になったということで、追加議案として提出をさせていただきますので、ご理

解お願いしたいと思いなす。 

  以上、ご提案をさせていただきます。 
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○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62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62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、午後１時まで、昼食休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５９分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

◎議案第50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50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。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の33ページでございます。 

  議案第50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４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４号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

  第１条で、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

6,223万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億8,346万9,000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。 
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事項別明細書、５ページ、６ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金で、2,356万9,000円の増額で

ございます。医療給付費等負担金で決算見込みから、2,301万9,000円増額。それから、過年

度分療養給付費等負担金で55万円の増額でございます。 

  続いて、２目の高額医療費共同事業負担金で、471万円の減額でございます。高額医療費

共同事業負担金で、共同拠出金の減によりまして、471万円の減額でございます。 

  ２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目普通調整交付金で、91万6,000円の増額でござい

ます。普通調整交付金で決算見込みから、91万6,000円の増額でございます。 

  ２目特別調整交付金で34万円の増額でございます。特別調整交付金決算見込みにより、34

万円の増額となります。 

  ３目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金、1,110万5,000円の減額でございます。

国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金で、標準システム導入経費などの減によりまし

て、1,110万5,000円の減額となります。 

  ３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金で、1,185万円の

減額でございます。現年度分で、退職被保険者保険給付費の減によりましての減額でござい

ます。 

  ４款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金で、7,297万7,000

円の減額でございます。前期高齢者交付金、交付金の確定のよりましての減額でございます。 

  ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金で、471万円の減額でござ

います。共同拠出金の減によりまして、471万円の減額となります。 

  次のページとなります。 

  ５款道支出金、２項道補助金、１目財政調整交付金で985万円の減額でございます。保険

給付費等の減によりましての減額でございます。 

  ６款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金で、990万円

の増額でございます。交付金の額の確定によりましての増額でございます。 

２目保険財政共同安定化事業交付金で、2,489万5,000円の増額でございます。同じく、交

付金の額の確定によりましての増額でございます。 

８款繰入金、１項繰入金、１目保険基盤安定繰入金で、163万円の増額でございます。保

険基盤安定繰入金軽減分、それから保険基盤安定繰入金支援分、それぞれ額の確定によりま

しての増額でございます。 

それから、４目財政安定化支援事業繰入金で、327万2,000円の減額でございまして、これ

についても額の確定による減額でございます。 

５目その他一般会計繰入金で、164万2,000円の増額でございまして、決算見込みにより増

額するものでございます。 

続いて９ページでございます。 



- 85 - 

 

歳出でございます。 

総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で、1,010万3,000円の減額でございます。一般

管理事業で委託料それから使用料及び賃借料負担金補助及び交付金、それぞれ決算見込みに

よりまして、合わせて1,010万3,000円の減額でございます。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費で、これは財源補正でござ

います。 

  ２目退職被保険者等療養給付費、1,700万円の減でございまして、診療報酬支払金の決算

見込みによりまして1,700万円の減額となります。 

  ３目、４目、一般被保険者療養費、それから退職被保険者等療養費につきましては，財源

補正でございます。 

  ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費で850万円の増額でござ

います。高額療養費の決算見込みによりまして、850万円の増額でございます。 

２目退職被保険者等高額療養費、150万円の減額でございます。これについても高額療養

費の決算見込みによる減額ということでございます。 

  それから、次の３目、４目、一般被保険者高額介護合算療養費、それから退職被保険者等

高額介護合算療養費のついては、財源補正でございます。 

次の11ページになります。 

３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金で、153万円

の減額でございます。後期高齢者支援金額の確定によって、153万円の減額でございます。 

４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金については、

財源補正でございます。 

５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金で、10万円の減額

でございます。老人保健医療費拠出金、決算見込みにより10万円の減額でございます。 

６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金、188万6,000円の減額でございます。

納付金の確定により減額するものでございます。 

７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金で、1,884万

2,000円の減額でございます。高額医療費共同事業拠出金、額の確定によりまして、1,884万

2,000円の減額でございます。 

２目保険財政共同安定化事業拠出金で、1,439万4,000円の減額でございまして、同じく額

の確定による減額でございます。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金で、39万8,000円の増額でござい

ます。償還金で、過年度特定健診検査等の負担金の精算による増額でございます。 

  次の13ページでございます。 

予備費で、577万5,000円の減額でということで、現計が548万4,000円となるものでござい

ます。 

以上、ご提案を申し上げます。 
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○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50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50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51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51号平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道特別会

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36ページでございます。 

議案第51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５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５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から歳入歳出それぞれ

300万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億3,681万7,000円とするもの

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。 

事項別明細書、５ページ、６ページでございます。 

歳入でございまして、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料でございま

して、300万円の減額補正でございます。決算見込みから現年度分300万円の減額でございま

す。 
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  続いて７ページ、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、225万円の減額でございます。 

下水道法的化支援事業委託料、事業見送りによりまして225万円の減額でございます。 

  ２目、公共下水道施設維持管理費については、財源補正でございますが、需用費、委託料、

それぞれ430万の増、430万円の減ということで決算見込み、あるいは制御板のユニット交換

の修繕料、それから、委託料では、執行残ということでございます。 

  ３目の特定環境保全下水道施設維持管理費で、70万円の増額でございます。消耗品、高熱

水費等の増額によるところでございます。 

  ２款公債費、１項公債費、２目利子で、110万円の減額でございます。公債利子、一時借

入金利子の決算見込みによりまして減額するものでございます。 

３款予備費、１項予備費、１目予備費で、35万円の減額ということで、現計で138万6,000

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。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君君） 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（佐々木良一君君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第51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51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52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52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。 
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○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書39ページでございます。 

議案第52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５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５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から歳入歳出それぞれ

4,895万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,001万8,000円とす

るものでございます。 

  事項別明細書によりご説明をさせていただきます。 

事項別明細書、５ページ、６ページでございます。 

  まず、歳入でございます。 

  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、650万円の減でございます。

介護給付費負担金、決算見込みによる減額でございます。 

  ２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金で、344万4,000円の減額でございます。

決算見込みによる減額でございます。 

  ２目地域支援事業交付金（総合事業）、172万7,000円の減額でございます。それぞれの交

付金、対象事業費の減により、トータルで172万7,000円の減額でございます。 

３目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）ということで、145万8,000円の減

額でございます。現年度分の減額でございます。 

  ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金で、650万円の減額でございます。

現年度分決算見込みによる減額でございます。 

  ３款道支出金、２項道補助金、１目地域支援事業交付金（総合事業）で、86万4,000円の

減額でございます。それぞれの交付金対象事業費の減によりまして、86万4,000円の減額で

ございます。 

  ３目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）でございます。72万9,000円の減

額で、これも同様に、交付金の対象事業費の減ということでの減額でございます。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、1,120万円の減額で

ございまして、介護給付費交付金の決算見込みにより減額するものでございます。 

  ２目の地域支援事業交付金（総合事業）で、193万4,000円の減額、それぞれの交付金、交

付時の対象事業の減によります減額でございます。 

  次のページでございます。 

  一般会計の繰入金で、１目介護給付費繰入金、510万5,000円の減額でございまして、介護

給付費負担分決算見込みの減額でございます。 

  ２目地域支援事業費繰入金（総合事業）で、87万4,000円の減額。それぞれの交付金につ

て対象事業費の減による減額でございます。 

４目その他一般会計繰入金で、36万2,000円の減額。決算見込みによる負担分の減額でご

ざいます。 
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５目地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）で、100万9,000円の減額でござい

ます。対象事業費の減による減額でございます。 

  ６款繰入金、２項基金繰入金、１目介護保険給付費支払準備基金繰入金で、725万1,000円

の減額でございます。決算見込みによる減額でございます。 

  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、16万2,000円の減額で、住居手当、人事

異動による減額でございます。 

１款総務費、２項介護認定審査会費、２目認定調査費で、20万円の減額でございます。主

治医意見書作成手数料、件数減による20万円の減額でございます。 

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、4,000万円の減

額でございます。居宅介護サービス等給付費、それから、施設介護サービス給付費、決算見

込みによる減額でございます。 

  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目介護予防事業費で、

39万円の減額でございます。時間外手当、それから講師謝礼、委託料、それぞれ決算見込み

額の確定による減額でございます。 

２目介護予防・生活支援サービス事業費、629万6,000円減額でございます。委託料につい

ては、決算見込みによる減額、介護予防サービス費負担金については、利用者の減による

620万円の減額でございます。 

３目介護予防ケアマネジメント事業費で、23万円の減額でございます。介護予防支援事業

委託料、決算見込みにより、23万円の減額でございます。 

  ３款地域支援事業費、２項包括的支援事業費、１目包括的支援事業費で、401万7,000円の

減額でございます。一般職給与による給与の減額で、147万9,000円。次のページでございま

す。それから、職員手当、共済費、賃金、委託料、それぞれ決算見込みによるもの、それか

ら利用者減による減額ということでございます。扶助費については、54万円の減額というこ

とでございます。 

６款予備費、１項予備費で、233万8,000円の増額で、現計で、368万6,000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。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回、介護保険特別会計の補正なのですが、こうやって見てみますと、

特に介護サービス、保険給付の介護サービス、それから、地域支援事業費、総合事業や、そ

のあとに続く地域支援事業の任意の事業を含めて、軒並み減額です。それで、減額している

ということは、今説明ありましたが、利用者の減少ということも大きな要因のようでありま

すが、この減額、特に介護保険の要支援の１と２が総合事業に移行して以降、こういう人た
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ちが今まで受けていた、介護保険で受けていたサービスを、今度は自治体として、町として、

総合事業の中に組み入れてサービスを継続するということで、これまでと変わらないサービ

スを行いますということで努力されてきたと思うのですけれども、それが相次いで実は減額

されているというのは、これはどういうことなのか、ちょっとその辺の要因について説明い

ただければと思うのですが。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 

○福祉課長（皆見 亨君） まず、介護給付費の減でございます。明細書明細所のほうの９

ページ、10ページになりますが、２款保険給付費、１目介護サービス等諸費、１項介護サー

ビス等諸費でございます。この中で、まず、居宅介護サービス等給付費、これが1,000万減

となっております。この要因は、まずは、有償ボランティア事業、社会福祉協議会が一昨年

度から実施しております。この事業によりまして、訪問介護サービス利用者が減となってい

ること、これがまず第１点。それから、２点目に、通所介護につきまして、利用人数はそれ

ほど変わっていませんけれども、要介護認定度の低い方の利用が多いということから、給付

費が減少したものでございます。すなわち、要介護度の高い方は、施設入所や病院に入院を

されているような実態がわかった、判明したところでございます。 

  次に、施設介護サービス寄附費で、これが3,000万ほど減となっております。議員もご承

知のとおり、当町には、特別養護老人ホームが地域密着型を含めまして３施設ございます。

そういった意味では、施設を使われる方は増えてはいるのですけれども、逆に、療養型の医

療施設の入所者が減っております。利用がいない現状でございます。理由といたしましては、

当町に、先ほど説明しましたとおり、特別養護老人ホームが３施設、また、近隣の町村にも、

特別養護老人ホーム等が多々ございまして、それらの施設に高齢者の方が入所されるという

ことで、療養型医療施設が利用される方が減っていると。これが、大きな要因であるという

ことが判明しているところでございます。 

  そういった意味では、介護給付費が合計4,000万ほど減となっているところでございます

けれども、私どもとしては、利用される方におきまして、サービスを利用される方の不利益

が被らないようにということで、利用したいサービスについては利用していただくようにご

理解をいただいているわけでございまして、こういった理由等により、今回、補正の減をさ

せていただきたいということで、ご提案をしているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 包括支援センターのほうの管轄している部分でお話さ

せていただきます。 

  まず、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の中の２目介護予防生

活支援サービス事業費で、629万6,000円の減となってございます。こちらのほうにつきまし

ては、要支援１、２の方が総合事業に移行するということで、数を見込んでおりましたけれ

ども、実際にはデイサービスの利用が当初の見込み人数よりも87名減になってございます。

この減の理由については、デイサービス事業所が１カ所閉鎖になったというのが大きな要因
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ではないかということで考えてございます。 

本来、ヘルパーの利用も、当初見込み334人見込んでいたのですけれども、実際には、決

算見込みで148人まで減っていると。これはなぜこんなに減っているのか、というところで、

私ども、理由をちょっと調査しましたところ、社協の有償ボランティア、こちらのほうにシ

フトしている人が相当数いると。なぜ、社協の有償ボランティアのほうにシフトするのかと

いう原因を調べたところ、時間当たりというか、単価的にはそんなに大きく差はないと。１

週１回の利用であれば。１５分くらい短くはなるのですけれども、やはり、ヘルパーができ

ることが限られて、制約があるということで、利用する方々は、その制約以外にちょっとし

たことをやってもらいたい、そういう部分では、社協の有償ボランティアは融通がきく部分

がございますので、そちらのほうに多くシフトしたということが原因ではないかというふう

に考えてございます。 

  それによりまして、ちょっと大きな原因にはなりますけれども、減額補正という形で提案

させていただいてございます。 

  以上です。 

○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） そうすると、今、最初のほうの介護サービス等の諸費ということで、

これ4,000万減額になった部分についてもそうなのですが、療養型の医療施設、これ国の方

針もあって、療養型の医療施設、介護施設含めて、今後なくしていこうと、こういう方向が

あるのですが、なくなっては困る人たちもいるわけであれなのですけれども、そこに入る方

よりも、ほかに今、町内にある特養施設ですか、こういったところに入っている方がいると

いうことなのでしょうか。ですから、こういう流れが、新年度もさらに進んでいくことなの

かどうか、これは、下のほうの介護予防のほうもそうです。有償ボランティアのほうが融通

がきくと。たしかにそうだと思うのです。大体、介護保険も該当ではなっていないけれども、

一応、介護保険の規定に沿って、例えば介護サービス、ヘルパーのサービスなんかはされて

いるのでしょうから、そうすると、基本の時間が確か30分くらい、それが１単位だった気が

するのですが、前はもっと長かったのが、どんどん、どんどん短くなって、洗濯一つできな

いと、このような状況で、実は有償の方のほうが、むしろ融通がきくというのは、その辺も

あるのかなという気がするのですが、そうすると、かなり社協など取り組んでいる有償ボラ

ンティアというのは、本当、すごく担っている部分が大きいと思う反面、それをいつも確保

しておくというのは非常に大変なことだと思うのです。やっぱり、その辺を含めて考えると、

いずれにしても、介護サービス、そして介護予防のこの事業、今年、こういう状況で、今閉

めようとしていますけれども、新年度においては、さらにそれが進んでいく、そういう可能

性あるいは見通しに立って、今いるのかどうか、ちょっとその辺も、今後どうなっていくの

か、教えていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（皆見 亨君） 今後のことなのですけれども、29年度同様、やはり、各種給

付費については、現状維持、またはこれよりも低くなる可能性はあるというふうに、私は考

えております。 

  先ほど、健康福祉センター長もお話しましたとおり、有償ボランティア、さらには、介護

予防のほうも包括支援センターのほうでは力を入れており、そういった結果が給付費の減と

いうような形に表れているのではないかというふうに考えております。 

  先日も、議員のほうから一般質問の中で、健康寿命という言葉が出てたかというふうに思

います。やはり、私どもといたしましても、この健康寿命をいかに長く持っていただけるか、

そこが大きな課題であるというふうに思っておりますので、介護給付費が減となったほかに、

各種福祉サービスというのもほかにございますので、そういったものを併用しながら、健康

寿命の延命といいますか、健康寿命の時間を長くできるような、やはり取り組みというのを

今後も考えていかなければならないのかと。 

そういった意味では、この介護給付費の減というところに限りましては、他の福祉サービ

スとに併用という形で考えますと、平成30年度以降においても、現状維持、または減額とな

るのではないかと担当としては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） そういう方向で考えていかざるを得ないのだろうとは思うのですが、

一番肝心なのは、この介護保険制度がどんどん、実は必要な介護が受けられなくなってきて

いるという状況だと思うのです。実際に、介護を受けたくても、今までは要支援の１、２に

ついては介護保険から外され、次は、今度は、要介護の１も２も介護保険から外されようと

していますし、そして、実際にサービスを受けようとすると、所得に応じてということもあ

りますが、今まで１割負担だった人が今度２割になり、さらに今度、この８月からは３割に

するというような流れの中で、結局、必要な介護が受けられない、そのために実は介護サー

ビスが減少し、そして、その分、こうやって予算上は減額されてくると。それはよかった、

よかったとは一面で思えない。実は必要なサービスを十分受けられない状況にますますなっ

ているとすれば、そこはやっぱり行政として、どう支えていくのかというところは、今度は

肝心なので、そうなると今度は介護予防やそういった面での事業をもっと強化していかなく

てはいけないということになってくると思います。その辺をぜひ考慮して、今後考えていた

だきたいと思います。そういうことです。 

○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） 洞爺湖町には、医療、介護、福祉、保険に関する事業所が計

59カ所ございます。近年、がんや認知症の病気を抱えながら、自宅で医療や介護、福祉サー

ビスを受け、生活する方々も増えているところでございます。 

  そういった意味では、やはり介護だけでなく、医療との連携、これが大変重要かと私も感

じております。 

昨日、実は室蘭保健所管内で医療と介護の従事する行政職員の研修会といいますか、勉強
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会がございました。そういった意味で、今後もそういった会議は、どんどん、どんどん、開

催していく予定でおります。そういった意味でも、行政職員も勉強をみずからし、そういっ

た町内の事業所とも連携をしながら、先ほどの話ではございませんけれども、健康寿命をい

かに延ばすかということを、町だけではなく、地域の皆さん、それから事業所の皆さん全員

が交えて、一堂に会して、そういった取り組みをしていかなければならないのかなというふ

うに、私としては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52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52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53号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、議案第53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。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書42ページになります。 

議案第53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４号）でござい

ます。 

議案第53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４号）は、次に

定めるところによるものでございます。 

  第１条で、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

49万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億953万円とするものでござい

ます。 

  第２条は、地方債の補正でございます。 

事項別明細書でご説明をさせていただきます。 
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事項別明細書の５ページ、６ページでございます。 

歳入でございます。 

５款諸収入、１項雑入、１目雑入で、69万円の減額でございます。配水管移設補償費の確

定による減額でございます。 

６款町債、１項町債、１目簡易水道債、20万円の増額で、額の確定による20万の増額でご

ざいます。 

  次のページ、７ページ、８ページ、歳出になります。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で、31万4,000円の減額でございます。 

簡易水道法的化システム導入業務を見送ったことによる、31万4,000円の減額でございます。 

  ２款簡易水道施設費、２項簡易水道建設費、１目簡易水道建設費で、20万円の減額でござ

います。工事請負費で、豊浦洞爺湖線防雪柵工事に伴う配水管移設工事の執行残でございま

す。 

４款予備費、１項予備費、１目予備費で、2万4,000円の増額で、現計84万円とするもので

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53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53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。 

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

◎議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、議案第54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を議題といたします。 
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  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46ページでございます。 

 議案第54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３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から歳入歳出それぞれ

659万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億5,937万円とするもの

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。 

５ページ、６ページ、歳入でございます。 

  １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目後期高齢者医療保険料で、

548万2,000円の減額でございます。現年度分決算見込みによる減額でございます。 

  ２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目保険基盤安定繰入金で、54万7,000円の減額でご

ざいます。額の確定による減額でございます。 

  その他一般会計繰入金、57万円の減額で、同様に額の確定による減額でございます。 

  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。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢

者医療広域連合納付金で、659万9,000円の減額でございます。事務費負担金、額の確定によ

る57万円、それから、保険料等負担金、決算見込みで602万9,000円、合わせて659万9,000円

の減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54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54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。 

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

◎議案第55号から議案第61号まで一括上程、説明、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第14、議案第55号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算から

議案第61号平成30年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算までを一括して議題といたします。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案第55号から第61号まで一括してご提案をさせていた

だきます。 

ページは49ページでございます。 

議案第55号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算についてでございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。 

第１条で、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ61億

3,470万円と定めるものでございます。 

  第２条は、債務負担行為でございまして、第２表の債務負担行為によるところでございま

す。 

  第３条は、地方債でございます。これは、56ページになりますが、地方債が載っておりま

すが、これは事項別明細の中でご説明をさせていただきたいと思います。 

  第４条で、一時借入金でございまして、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時

借入金の借り入れの最高額は10億円と定めるものでございます。 

  続いて、57ページでございます。 

  議案第56号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算についてでございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条で、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ13億

4,652万6,000円と定めるものでございます。 

  第２条は、一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による、一時

借入金の借り入れの最高額は４億円と定めるものでございます。 

  続いて、60ページでございます。 

  議案第57号平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算についてでございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるも

のでございます。 
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  第１条で、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６億

6,226万9,000円と定めるものでございます。 

  第２条は、地方債でございます。地方自治法第230条第１項の規定により起こすことがで

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表に定めるも

のでございます。 

  第３条については、一時借入金で、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の最高額は３億円と定めるものでございます。 

  続いて、64ページでございます。 

  議案第58号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算についてでございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでご

ざいます。 

  第１条で、歳入歳出予算、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ10億3,960万9,000円と

定めるものでございます。 

  続いて、67ページでございます。 

議案第59号でございます。平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算について

でございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条で、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ9,851万

2,000円と定めるものでございます。 

  第２条については、地方債、第２表によるものでございます。 

  第３条については、一時借入金で、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の借り入れの最高額は１億円と定めるものでございます。 

  続いて、71ページでございます。 

  議案第60号でございます。平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算につい

てでございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによるも

のでございます。 

  第１条で、歳入歳出予算、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億5,907万7,000円と

定めるものでございます。 

  次に、74ページ、最後のページになりますが、議案第61号でございます。 

平成30年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算いついてでございます。 

  第１条総則で、平成30年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

るものでございます。 

  第２条でございます。業務の予定量でございますが、給水戸数は3,830戸、年間総給水量

は99万6,000立方メートル、１日平均給水量は2,728立方メートルと定めるところでございま
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す。また、主要な建設改良事業として、月浦浄水場濾過装置更新事業8,100万円を予定して

いるところでございます。 

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

2,855万5,000円としております。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めております。資本的収入では9,180万円と

しております。資本的支出については１億4,454万2,000円としております。なお、資本的収

入が資本的支出に対して不足する5,274万2,000円については、過年度分損益勘定留保資金、

当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額で補てんをするものであります。 

  75ページでございます。 

第５条は、企業債でございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

を定めております。内容については、事項別明細書のほうで申し上げます。 

  第６条は、一時借入金の限度額を、5,000万円とするものでございます。 

 第７条については、議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めておりま

す。職員給与費で2,316万8,000円でございます。 

  第８条は、棚卸資産の購入限度額を定めております。限度額を819万2,000円としておりま

す。 

  次に、30年度の各会計予算の概要についてご説明をさせていただきます。 

お手元に予算書付属説明資料というのがいっているかと思います。 

その付属資料の１ページになります。一般会計、それから特別会計、企業会計を含めた全

会計の総額で99億1,379万円でございまして、前年度比9.6％の減となっております。 

概要について、ご説明しますが、一般会計でございますが、61億3,470万円でございまし

て、前年度比10.6％の減となっております。 

予算総額減の要因でございますが、公債費における元利償還金の減、それから29年度行っ

た馬鈴薯選別機等の補助事業、それから洞爺湖文化センター屋根改修事業の終了、水道事業

会計に対する補助金の減などが主なものとなっております。 

２ページには、一般会計歳入款項別主計表が載っております。前年度比で、大きなものに

ついてのみ、ご説明をさせていただきますが、１款で、町税は前年度並みとしております。 

10款地方交付税は、普通交付税における償還終了に伴う交際費の減、合併による算定がえ

措置の終了等による減額を見込んで、前年度比１億3,000万円の減としております。 

14款で、国庫支出金については、主に馬鈴薯貯蔵施設等整備事業に伴う、強い農業づくり

交付金の減などにより、前年度比で４億0,376万7,000円の減としております。 

  17款寄附金は、ふるさと納税による寄附金、北海道トライアスロン大会開催に伴う寄附金

の増を見込み、前年度比1,290万円の増としております。 

18款繰入金は、町営住宅敷金の基金430万円、それから、育英基金の125万円の取り崩しの

み計上しておりまして、財政調整基金、その他特定目的基金の取り崩しはしておりません。

前年度比で１億8,840万円の減となっているところでございます。 
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21款町債では、洞爺保育所の建設事業、洞爺高校のメモリアル公園整備事業の増、馬鈴薯

選別機の補助事業、消防ポンプ救助車、工作車整備事業などの減によって、前年度比1,140

万円の減としているところでございます。 

３ページは、歳出予算の款別集計表でございます。 

義務的経費のうち、９の公債費については、前年度比１億1,586万9,000円の減となってお

りますが、１の人件費については、前年度比1,440万8,000円の増、５の扶助費で568万7,000

円の増となっているところでございます。４の補助費等、５の特別会計の繰り出し金は減少

をしているところでございます。また、普通建設事業については前年度比４億3,018万円の

減となっているところでございます。 

なお、４ページについては、款別の節別集計表、５ページ以降は、主な事務事業を掲載し

ておりますので、のちほどご覧をいただきたいというふうに思います。 

続いて、同じ資料の17ページでございますが、特別会計の款別の集計表が載っております。

これについても、前年度増減の主な要因についてのみ、ご説明をさせていただきますが、17

ページにおいては、国民健康保険特別会計でございまして、前年度比２億8,834万円の減額と

なっておりますが、財政運営が北海道へ移行したことに伴う共同事業拠出金の減が主な要因

と名手おります。 

続いて、18ページでございます。公共下水道事業特別会計でございまして、前年度比345万

9,000円の予算減については、公債費の減少が主な要因でございます。主な事業としては、長

寿命化に基づく下水道の更新で2,351万円ほどの工事を予定をしているところでございます。 

続いて、19ページの介護保険特別会計でございます。前年度比3,396万2,000円の予算減と

なっておりますが、保険給付費の減が主な要因でございます。 

続いて、20ページでございます。簡易水道事業特別会計で、前年度比828万1,000円の予算

減については、配水管の敷設外移設工事の減が主な要因でございまして、30年度を予定して

いるものとしては、排水管の撤去事業で1,580万円の事業を見込んでいるところでございます。 

続いて、21ページ、後期高齢者医療特別会計でございます。前年度比62万円9,000円の減で、

ほぼ前年並みとなっております。 

続いて、23ページ、水道事業会計予算でございます。収益的収入及び支出については、前

年度比6,064万6,000円の予算減となっておりますが、月浦浄水場濾過膜草地更新修繕の減に

よる修繕費の減が主な要因でございます。一方で、資本的収入及び支出でございますが、予

算額については、月浦浄水場濾過膜更新装置工事をこちらのほうに持ってきたことによる増

が主な要因でございます。事業については、その月浦の濾過膜装置工事で8,100万円、それか

ら、配水管敷設外で800万円を予定しているところでございます。 

以上、概要を申し上げましたけれども、関連によりまして、このあと、特別委員会の設置

が予定をされているということでございますので、事項別明細等、詳しくは、そちらの委員

会のほうでご説明をさせていただきたいと思います。 

以上、ご提案を申し上げます。 



- 100 - 

 

○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。 

本案については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査することとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案の各会計予算については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

ここで、正副委員長の選出のため、暫時休憩いたします。 

特別委員会を開催していただき、正副委員長の互選をお願いいたします。 

（午後 ２時００分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に戻し再開いたします。 

                                （午後 ２時１４分） 

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

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

たので、ご報告申し上げます。 

予算審査特別委員会委員長には立野議員、副委員長に岡崎議員が選出されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、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１４分） 
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