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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ３ ０ 年 ９ 月 会 議 

 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

平成３０年９月２０日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 同意第 ７号 洞爺湖町表彰条例に基づく同意について 

日程第 ３ 報告第 １号 健全化判断比率の報告について 

      報告第 ２号 資金不足比率の報告について 

日程第 ４ 報告第 ３号 株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告について 

日程第 ５ 議案第１３号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正につい 

             て 

日程第 ６ 議案第１４号 洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第１５号 洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第１６号 平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第１７号 平成３０年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

日程第１０ 議案第１８号 平成３０年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

 

日程第１１ 議案第１９号 平成３０年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２

号） 

日程第１２ 議案第２０号 平成３０年度虻田郡洞爺湖町簡易下水道特別会計補正予算（第２

号） 
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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13名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、１番、岡崎議員、２番、越前谷議

員を指名いたします。 

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

◎同意第７号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、同意第７号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の１ページをお開き願います。 

  同意第７号でございます。洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてでございます。洞爺

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

ものでございます。 

今回は４名の方、公益功労が１名、自治功労が３名でございます。 

公益功労については、洞爺湖町高砂町25番地の中居敏氏でございます。自治功労につき

ましては、洞爺湖町洞爺湖温泉35番地１、宮崎秀雄氏、同じく自治功労、洞爺湖町洞爺湖

温泉186番地88、黒川正美氏、同じく自治功労、洞爺湖町入江21番地15、森元司氏でござい

ます。それぞれの功績概要については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１ページになります。 

まず、公益功労、中居敏氏でございます。平成10年から平成30年までの20年の長きにわ

たって虻田町商工会、そして洞爺湖町商工会会員として地域経済の振興発展に尽力され、

特に商工会工業部会副部会長として会員の意見集約を図り、各部会の連携や調整役として

奔走されるとともに地域活性化事業に積極的に取り組まれるなど、地域経済の向上と発展

に多大なる貢献をされたという功績でございます。産業経済振興発展の功績ということで、

該当は20年以上ということでございますが、商工会理事等、ちょうど20年間の功績でござ

います。 

それから、自治功労でございます。宮崎秀雄氏、平成10年から平成30年までの20年の長

きにわたり虻田町代表監査委員及び洞爺湖町代表監査委員として町の財務及び経営に関す

る監査により地方自治の振興発展に尽くされた功績は顕著である。また平成15年から19年
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までの４年間、胆振管内町村等監査委員協議会会長として管内町村等の地方自治の振興発

展にご尽力をされた功績でございます。基準は８年以上でございますが、20年間の功績で

ございます。 

それから、同じく自治功労、黒川正美氏でございます。昭和61年から平成30年までの31

年余りの長きにわたり、虻田消防団及び洞爺湖消防団として幾多の災害に対し常に第一線

に立ち奮闘し、各種の災害から住民の生命、身体、財産等の保護に大きく貢献され、その

功績は顕著であるというものでございます。基準は30年以上でございますが、31年間の功

績でございます。 

同じく、森元司氏でございまして、森元さんにつきましては昭和53年から平成30年まで

の39年間の消防団の功績ということで30年以上を超えて39年の功績ということでございま

す。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行いますが、確認程度の質疑といたしたいと思います。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。 

  ここで、お諮りをいたします。本件は人事案件でありますので、討論を省略したいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、討論を省略することに決定いたしました。 

  これから、同意第７号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを採決いたします。 

  この採決は、起立によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方は起立願いま

す。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、同意第７号洞爺湖町表彰条例に基づく同意については同意することに決定を

いたしました。 

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

◎報告第１号及び報告第２号の上程、説明、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、報告第１号健全化判断比率の報告について及び報告第２

号資金不足比率の報告についてを一括して議題といたします。 

  一括して報告を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の２ページからになります。 
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  報告第１号、第２号、一括してご報告をさせていただきます。 

  まず２ページ、報告第１号でございます。健全化判断比率の報告についてでございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成29年度決算に

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

います。 

  ３ページでございます。健全化判断比率の状況でございまして、４項目ございますが、

実質赤字比率、それから連結実質赤字比率については発生をしておりません。実質交際費

比率12.3％、前年より2.2％下がっております。交際費等の減少が大きな要因でございます。

それから、将来負担比率については60.2％。前年より2.4％ほど下がっております。 

続いて４ページでございます。報告第２号資金不足比率の報告についてでございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成29年度決算に

基づく公営企業会計に関わる資金不足比率を別冊のとおり監査委員の意見を付して報告す

るものでございます。 

５ページでございます。資金不足比率の状況でございます。水道事業会計、それから公

共下水道事業特別会計、簡易水道事業特別会計それぞれ発生をしておりません。 

以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  以上で報告第１号健全化判断比率の報告について及び報告第２号資金不足比率の報告につ

いての報告を終わります。 

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

◎報告第３号の上程、説明、質疑 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、報告第３号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の

報告についてを議題といたします。 

  報告を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の７ページからになります。株式会社グリーン

ステイ洞爺湖の第28期営業報告ということで。失礼しました。６ページでございます。報

告第３号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告についてでございます。株式会

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

７ページから報告書になりますが、９ページをお開き願います。事業の概況ということ

でございます。グリーンステイについては例年どおり４月25日に開場して、10月31日まで

の190日間営業をしております。昨年もいろいろ異常気象等があって、予約のキャンセルな

どが相次いだシーズンということで、年間利用者については１万3,763人、前年比で98.5％
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にとどまっているという状況でございます。下段のほうになりますが、平成29年度売上総

利益については2,504万4,000円。販売費及び一般管理費など経費は2,157万1,000円で、単

年度では347万3,000円の黒字ということでございますが、原価償却費482万円を算入して当

期決算における経常利益を三角の129万2,000円としております。今後も経費削減に努める

とともに創意工夫の心を持って、他には負けない魅力あるキャンプ場として発展し続ける

ことができるよう努力してまいりたいとしております。 

  続いて、飛びますけれども、12ページをお開き願います。貸借対照表でございます。まず、

資産の部でございますが、流動資産については現金及び預金5,871万5,576円、商品が15万

7,486円となっておりまして、前払費用１万9,600円を含めて合計で5,889万2,662円となって

おります。また、固定資産につきましては、有形固定資産3,627万9,771円、無形固定資産

3,351万8,500円、投資その他の資産５万3,080円で、固定資産の合計で6,985万1,351円とな

っておりまして、資産の部合計で１億2,874万4,013円となっております。 

  次に負債の部でございます。流動負債として、負債の部の合計46万100円となっておりま

す。 

純資産の部でございます。資本金１億4,950万、利益剰余金マイナス2,121万6,087円で、

純資産の部合計で１億2,828万3,913円となっております。また、負債及び純資産の合計でご

ざいますが、１億2,874万4,013円となっております。 

次に13ページの損益計算書でございます。純売上高2,659万996円、売上原価154万6,703円、

売上総利益2,504万4,293円でございまして、それに係る経費として、販売費及び一般管理費

が2,639万1,877円となっており、これを控除すると営業損失として134万7,584円となります。

また、この営業損失に営業外収益を加えた計上損失は129万2,483円となっております。 

次のページは省略をさせていただきます。 

以上、ご報告をさせていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから質疑を行います質疑はありますか。 

  ６番立野議員。 

○６番（立野広志君） まず、この説明書の12ページですが、貸借対照表の中の株主資本とい

うところについて、もう少し説明いただきたいのですが、現在の持ち株団体の団体数と、

それから町の持ち株数やその株全体での比率、これについて説明をいただきたいと思いま

す。それから、大分グリーンステイ洞爺湖も老朽化してきた。施設がそれぞれ老朽化して、

そういう中で修繕もしながらやってきているということですよね。減価償却も結構出てい

ますから。ただ、これから将来的に、例えばあそこのセンターハウス含めた修繕等の見込

みといいますか、計画などをある程度持っているのかどうかということも含めて、ちょっ

と説明いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 資産の株主の資本の部かと思います。発行株数につきましては
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2,990株でございます。株主は16件ございまして、町が持っている株数は1,350株、持ち株比

率としては45.15％となっております。また、議員おっしゃるとおり、年数がかなり経って

おりまして、建物老朽化が進んでいるところですけれども、今現在そういう部分補修をしな

がら、特にバンガロー、使用するバンガローとか、職員が補修をしてやっています。また、

今後の計画としては、まず既存の建物の維持をしっかりとして、長期化というか長い間もた

せられるような維持管理をしていくということで今後進めていくことで話を聞いております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 町としては45.15％の株主であるということで、実質そのグリーンス

テイ洞爺湖は、いわば町が指導して運営しているというような状況になるとかと思います。

そういう中で、最近はこういうオートキャンプというのが少子高齢化もあるのでしょうか、

どこの地域でも利用者数が減少傾向にあるということでありまして、そういう中でこのグリ

ーンステイの来客者数を増やす対策と言いますか、従来のようなオートキャンプ場としての

運営だけではなく、何か新たなそういった事業展開、お客さんを誘致するような、そういう

取り組みなどはどんな場で検討協議されているのか。私、それともう一つですね、これは当

然キャンプということで、一般家庭であれば、多くは夏場のキャンプが多いのですが、冬の

期間って閉鎖していますよね。この冬の期間の例えば施設の利用などを通じて、一定の観光

に寄与するような、そういう取り組みなどは検討されていないのかどうか。当然、暖房費だ

とか除雪費だとか、いろいろかかる経費も増えてきますけれども、そういう中で、せっかく

の施設を冬場も有効に活用しながら、この地域の冬の観光につなげていく、こういったこと

も含めて検討しているのかどうか、あるいはする気があるかどうか、その辺について、ちょ

っとお聞きしたいのですが。 

○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） 29年度の数字におきましては、前年対比98.5％という形の中で

キャンプ場の利用数は減っているところなのですけれども、近年またキャンプのブーム、増

えている、お客さんが増えているところでございます。ただ、今傾向としてはグランピング

という、全てものが揃っている中でのキャンプとか、そういう部分が多くなってきていると

ころでありまして、昨年も実はツノ－ピークの社長さんがこのグリーンステイに訪れていた

だいて、いろいろ中身を見ていただいたところです。やはり景色、またロケーションはもう

もちろんのことですけれども、やはり利便性という部分では良い場所にあるし、また良い施

設だという評価をいただいたところであります。今後、やはりこれから増やしていくという

部分では、実は近年においては外国のお客さんがやはりグリーンステイを使ってキャンプを

するという部分が増えてきているところでありますので、そういう外国の方の誘客を今後さ

らに進めていきたいと考えております。 

  あと、議員がおっしゃいます冬期間の利用でございます。この分に関しては、今のところ

考えてはいないですけれども、やはり10月31日までの利用という部分では、その以降、特に
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今お話ししている外国人の方にとっては、冬の中でのキャンピングというところでも、また

興味のあるところであるかと思いますので、そこの部分、まだ決定はしておりませんけれど

も、話し合いをしながら、冬期間も活用できるような施設になればと思っておりますので、

今後、グリーンステイ洞爺湖ともいろいろと話し合いをしていってまいりたいと思っており

ます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありますか。11番、篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） ６番議員とちょっと重複する部分もあるかと思いますけれども、こ

のままでは施設も老朽化してきていますし、売上もだんだんだんだん下がってくるような気

がします。それで、今のポロモイスタジアムなんかと合わせて、何とか売上の状況といいま

すか、もう少し有効活用できるような方策があるのではないかというのはということも考え

られるので、その辺もし、どういう考えでしているのか。そのままずっとすると先細りして、

だんだんだんだん衰退するような気もするので、今後に向けての取り組みについて、ちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

○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） 議員おっしゃるとおり、昨年４月にオープンしましたポロモイ

スタジアムの利用者の方々も、昨年多くこのグリーンステイ洞爺湖を利用していただいてお

ります。やはり月浦全体を多くの方に利用していってもらうという部分では、グリーンステ

イ洞爺湖だけではなく、周辺の施設を活用しながら、またそれに伴ってグリーンステイ洞爺

湖の利用者が増えるような取り組みを今後してまいりたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。ほかに質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 以上で質疑を終わります。 

以上で、報告第３号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告を終わります。 

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

◎議案第13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13号職員の分限に関する手続及び効果に関する条

例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の16ページになります。 

議案第13号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正についてでございま

す。職員の分限に関する手続及び効果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。この条例改正の趣旨でございますが、従前まで心身の故障等により休

職等を行う場合に限って分限処分ができる旨を条例で既に定めてございます。平成30年度か

ら人事評価に基づく認容制度が開始されることから、地方公務員法に定める分限処分の事由

の一つであります人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場
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合、というのに対応する降給、降任及び免職の手続と効果に関し、所要の改正を行うもので

ございます。また、これに併せて、同条例の改正に伴って洞爺湖町職員の給与に関する 条

例においても一部文言の修正がされることから、改正を行うものでございます。 

それでは、議案説明資料によってご説明をさせていただきます。 

議案説明資料の２ページ、３ページになります。新旧対照表でございます。 

第１条の趣旨でございますが、分限処分の種類に降給を加える改正でございます。続い

て、第１条の２、降給の事由でございます。地方公務員法に基づき、分限処分の種類に降

給を定める場合は、条例で事由を定めなければならないため、人事評価またはその他の事

実により、勤務実績が良くない場合に降給することができる事由を定めております。 

第２条降任、免職、休職及び降給の手続でございます。第１項は、降任または免職する

場合の手続を定めてございまして、人事評価またはその他の事実により勤務実績が良くな

い場合であって、指導、その他の措置を行ったにも関わらず改善されない場合に限ること

を定めた内容でございます。２ページですね。第３項は、降給する場合の手続を定めてお

りまして、内容は第１項を準用することとしております。第４項は、第１項と第３項を新

たに追加したことに伴う項の繰り下げ及び文言の整理でございます。 

第３条でございます。３ページになりますが、免職、降任及び降給の効果でございます。

処分の効果を第１号の免職につきましては職を失わせること。第２号の降任につきまして

は、職務の級を直近下位の職務の級に変更すること。第３号の降給につきましては、同一

の職務の級で２号俸下位の号俸に変更することを定めた内容でございます。第３条の２に

つきましては、第３条を追加したことによる条項の変更でございます。 

続きまして、４ページになりますが、職員の給与に関する条例の新旧対照表になります。

第30条でございます。職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の改正に伴う委任条

項の改正でございます。 

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

この条例は平成30年10月１日から施行することを定めております。第２項の洞爺湖町職員

の給与に関する条例の一部改正につきましては、先ほど説明したとおり委任条項の改正で

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

りますか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 何点か確認も含めてお尋ねしますが、まず一つは、こういう職員の身

分にかかわる問題ですから、当然職員組合との間での協議もされているのだと思うのですけ

れども、職員組合との協議の内容であったり、あるいは町長側との合意内容がそこで何か示

されているのであれば、それを明らかにしていただきたいということです。 

二つ目は、改正の趣旨に勤務実績が良くない場合というふうに書いてあるのですが、誰と
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比較して、どのような方法でこの勤務実績や作業能率を判定するのか。分限処分を正当化さ

せる判断指標は何なのかということについて、改めて説明をいただきたいと思います。 

  それから、職員が通常の業務を行うだけではなくて、例えば実績評価の目標にブレークダ

ウンと言われる、いわゆる職場全体の数値的な目標、各メンバーに割り振っていくような方

法ですね。こういったことなども含めて、この目標の設定を行っていくということになるの

かどうか、その三つですね。 

  ４点目は、地方公務員法の精神というのは、地方自治の本旨、これは憲法92条に定められ

ておりますし、公務員を全体の奉仕者であると。これも憲法の15条の２項に定めています。

公務員の勤労者としての権利というのも、この憲法27条に定め、尊重し、公務員の政治的中

立性を確保する今の近代的、民主的な公務員制度というのを確保するところに目的があるわ

けですが、今回の条例改正案は、職員を全体の奉仕者ではなく、例えば町長など一部の奉仕

者に変質するおそれはないのかという点を４点目にお聞きしたいと思います。 

  それから、５点目には、勤務手当の基準と適用割合、これはＳランク、一番上位ですがＳ

ランクについては５％程度、そしてＡランクについては、その下ですが、Ｓの下でＡランク

については25％程度というふうに定めております。人事評価の結果に、昇給などの区分が必

ずしも連動していないと。人数を超えれば、どんなに努力をしてもそのランクには入れない

ということもあり得るわけです。絶対評価と相対評価が矛盾するのではないかと。そしてま

た、それを評価する制度をよく熟知していなければ、昇任、昇格の遅れなども生じることが

懸念されないのかどうか。これが５点目。 

最後に６点目。従来の制度の運用、これまでずっと運用してきましたよね。そこのどこに

不都合があって今回の改正となるのかということについてお答え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） ただいまの質問でございますけれども、まず１点目でございま

す。このたびの人事評価制度とこの分限条例の関係でございますけれども、私たちが一番も

ととなります地方公務員法につきましては、ご存じですが、平成26年改正になっておりまし

て、28年から施行されてございます。その間、これらの制度改正につきましては、平成22年

度より、その前からですけれども、組合と全て交渉しております。過去の回数、ちょっと今

忘れておりますけれども、目標、これらのマニュアルというものを作成、洞爺湖町人事評価

マニュアルという町独自のものを組合とともにつくっている次第でございます。また、施行

につきましても28年度から施行されておりますけれども、これらについて組合とも協議して

おりまして、６番議員から質問してあります、出ておりますほかの事項、これらについて組

合とも全て合意しているということでございます。 

  また、２点目の勤務実績が良くないという部分の方の件でございます。これにつきまして

は、答えになるかと思いますけれども、ならないかもしれませんけれども、評価者というこ

とで、所属長というものが絶対的に評価しまして、最終的には町長が評価するという形で進

めてございます。組合とも、先ほども一番と協議している中で問題があるのは、人によって
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評価が違うのではないかと。これが一番職員組合側も言われているところでありまして、こ

れらにつきましては徹底した職員の研修、まず所属長の研修ですね。そのほかに、これらに

ついて異議申し立てをできるシステム、こういうものを構築してございます。また、評価を

一方的にするのではなく、自分の置かれている立場、自分が何をしていくのか、能力評価と

業務評価と２種類ございますけれども、業務評価につきましては６カ月に一度見直し、それ

は職員を含めまして、うちの場合ですと課ごとによって目標を設定する。全て個人との所属

長の面談により目標を設定していくという形で構築しているものでございます。また、途中

でそれらについて変更がある場合についても、変更の課内の協議、課内、課全体としての目

標を定めて住民の利便性の向上、福祉の向上に務まるという判断でこの取り組みを進めてい

るところでございます。また、地方公務員法の改正で、職員全体の奉仕者どうのこうのとい

ろいろと言われたのですけれども、そこについてのご回答でございます。ちょっとお待ち下

さい。 

  分限条例、なぜこんなことをするのと。これ、公務員、私たちも一部思っているところは

あるのですけれども、職員は役職に応じてそれぞれの役割があります。その職務を全うでき

なければ、公務能率が停滞、またはこれにより一部住民サービスが低下するということでご

ざいます。そういう国のほうの趣旨に基づき改正しているものでございます。また、どこの

町でもやっているのかといいますと、これは全国地方公務員法改正でございますので、28年

度から実施しているというところでございます。 

それのほかに、当て職みたいなランクというところのお話が出ておりました。現在、目標

としておる数値が６番議員おっしゃいますようにＳランクが５％、Ａランクが25％となって

おりますけれども、これはあくまで目安でございまして、これはオーバーすることもありま

すし、達しないこともあります。あくまで自己評価とか人事評価制度ですので、これは、予

算というのでしょうか、評価に伴いまして期末勤勉手当の減額及びかさ上げという制度がご

ざいます。それに伴いまして設定している数字でございます。ちなみに、昨年度の29年度後

期の参考でございます。業績評価としてはＳランクはゼロ、Ａランクで16％、あとはＢ、Ｃ、

Ｄというふうになりますけれども、そのほか能力評価ではＳランクはございません。Ａラン

クが３％。そのほかＡ、Ｂ、Ｃという形でございまして、これはあくまで目安と予算の確保

で定めているものでございまして、例えばこれが25％を越えた場合に予算の範囲内での期末

勤勉手当のプラス要因となりますので、これについては減額するような形になってくるかと

思います。 

あと、制度の不公平というか一番心配するのは、私ども、上司のお気に入りで職員が良い

評価になったり、嫌われているというようなことで、よく学校の５段階評価みたいなのもご

ざいますけれども、人事評価は絶対評価として考えているものでございまして、その結果を

昇給に反映される場合もあります。先ほどご説明した予算の範囲の話でございます。人事評

価につきましては、部下の性格や個性、人柄などを評価するのではなく、あくまで評価期間

に発揮した能力を業績評価とみなすものでございます。その点、能力評価は、あらかじめ評
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価の目標となる行動を着眼点とし、本人との面接で策定し、公表しております。業績評価の

途中での評価も含め、あくまで上司の一方的な評価とならないための評価面談を双方で行う

仕組みとなっておりますので、これらの開示について苦情があれば、もちろん苦情処理委員

会というものもございます。最終的には、公平委員会というところまでいくのではないかと

いうふうに設定しているものでございます。単に、上司の勘定で排除されるということは絶

対あってはならない。それと職員もそうですけれども、特に評価する所属長、これらの認識

及び決定過程の意思過程をきちんとしていて、研修を積んで、職員ですので人事異動もござ

います。異動した場合に、あの課長の時は良かったけれども、今度悪かったとか、そういう

ことのないようなきちんとした評価を進めていきたいというふうに考えております。それに

伴いまして分限条例の一部改正となっておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 最初に伺った職員組合との協議内容というのは、今回提案される改正

案について、最終的に職員組合との間でのどんな合意がなされたのかということで、平成22

年度より交渉してきましたという話ではなくて、今回の提案される一部改正案に対する職員

組合との合意、あるいは文書で交わしているのかどうか。そういうものがあれば、ぜひ示し

ていただきたいということであります。 

それから、二つ目に伺った勤務実績が良くない場合ということについての、今お答えでし

た。答弁者もかなり苦慮した答弁をされていましたけれども、結局所属長の研修を重ねて、

そして間違いのないようにと言いますか、人によって判断の基準が変わることのないような、

そういう研修を繰り返しながらやるし、そこでもし異議があれば申し立ての救済措置もあり

ますよと。当然それは、どういうものでもあると思うのですが、そのためにはその必要な手

続とか、面倒なこともあると思うのですけれども、結局、今言わんとしていることは、評価

する側の所属長のやはり判断がこの評価に大きく影響してくるということですよね。ですか

ら、その点は、非常にこれは、何というのでしょうか、公平性、本当にそこで確保できるの

かというのは疑問視される部分でもあります。 

  それから、住民全体の奉仕者なのですよ、公務員は。これはもう、役場の中の奉仕者では

なくて、住民全体の奉仕者。これはもう、憲法でも定められている。公務員としてのいわゆ

る職、公務員の、国家公務員もそうですが、地方公務員も全体の奉仕者であるという。全体

とは何かというと、これは、国家公務員であれば国民全体、地方公務員であればその自治体

や行政に住む、暮らす住民全体に奉仕するのが責任があると。役割を持っていると。ところ

が、実際に自分を認めてもらわない限り、例えば昇給もできないということになってくると、

結局はまずは所属長に認められるということが前提になってくる。最終的には町長に認めて

もらうということになるのかもしれませんが、そういう意味でいうと町民全体に奉仕すると

いうよりは、むしろ所属長なり所属課なりあるいは組織内で、いわゆるそこに奉仕する、あ

るいは奉仕しているということが認められるような方向に公務員としての、何かこう、仕事
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の目標が進んでいく可能性があるのではないかということをちょっと今言ったわけです。 

  それからもう一つ、勤務手当の基準と適用割合のところで、現状でみれば、Ｓランクにし

てもわずか、これはいないと言いましたか。それで、その下のＡランクについては何名かお

りますという話なのですね。Ａランクといっても、例えばそれ以下、ＢからＣ、Ｄについて

は、基本の給与よりも下がるわけですよね。実際に。それで、評価そのものが、普通に仕事

をし、そして真面目に勤務をこなしていたとしても、そのことは当然のことですから、通常

の勤務と給与の基準で支給されるということが当たり前なのだと思うのですが、それでもな

お、それよりもわずか減額するような形で支給される可能性も十分あるということ。さっき

答弁されていたように、絶対評価だって盛んに言うのだけれども、結局それぞれに枠がある

から相対評価なのですよ。そういう点でいうと、やっぱりここには矛盾があるのではないか

ということです。 

それから、さっき地方公務員法の改正もあって、28年度から全国一斉にやっているのでは

ないかという話ありましたが、やっていないです。これは、やらなくて取り組んでいるとこ

ろもあります。ですから、こういう意味でいうと、これまで従来の制度の運用にどんな不具

合があって今回改正する必要があるのかというところをもう一つ伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） ２回目の質問、何点かございましたので、そのうちの初めのほうを

ちょっと答弁させていただきます。 

  判断、個々の判断による影響ということでございます。この制度自体が確かに人が人を評

価するというような制度でございますので、その制度がどれだけ信頼できるかというところ

がやはり問題になるかというふうに思います。そういったことを、信頼性を向上させる仕組

みとして、おおむねで６点ほどあるのですが、評価項目の明示。これは、あらかじめ項目を

明示することで信頼性を確保する。それから自己評価の導入。上司からの一方的な評価とな

らないような自己評価も導入すると。それから面談による評価。評価者と被評価者が面談に

より、これは中期面談、あるいは最初の面談も最後の面談もありますが、そういった面談も

実施している。それから評価結果の開示。評価結果は全ての項目を被評価者に開示をすると。

それから苦情への対応。これはもちろん、そういった窓口を設置している。それから、先ほ

どから出ている評価者の訓練。こういったものもやっているという中で制度の信頼性を上げ

るというようなことで取り組んでいる状況でございます。 

それから、全体の奉仕者というご質問の中で、所属長に認められればいいのではないかと

いうことでございますけれども、この人事評価自体がある程度、評価ということもあるので

すが、その職員の能力を向上させる、いわゆるその目標を持ってそれに向かって努力するこ

とによって、やはり人材がアップしていくということを含めて考えておりますので、そうい

ったことからすると、全体の奉仕者としての力を上げていくと、人材力を上げていくという

ことにはつながっていくというふうには考えております。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 
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○総務部長（佐々木清志君）もう１点でございますけれども、先ほどの所属長のお話もござい

ましたけれども、最近住民のニーズという形でお話しさせていただきますけれども、能力、

成果主義による過当な競争というようなご質問かなというような部分のちょっと考えており

ますが、住民のニーズが複雑になっておりまして、役場の役割、責任が増加しております。

職員は、皆さんご存じのとおり減少しております。そのような状況に対し、さまざまな課題

を克服し、住みよいまちづくりをするためには、職員の能力向上が必修というふうに考えて

おります。今回の制度は個々の職員の業務における強みを伸ばし、弱みを克服される制度と

いうふうに考えておりますので、決して住民サービスの低下を招くものではないというふう

に認識しています。 

勤務手当の関係でございます。先ほど、成績が悪ければ下がるのかということでございま

すけれども、Ｂランクのものについては、期末勤勉手当でこれが反映されております。期末

勤勉手当というものは、議員ご存じだと思いますけれども、６月と12月に期末手当と勤勉手

当というものが年間支給されておりますが、年間で4.4カ月分の支給になっております。そ

のうち、勤勉手当として支給されているのは1.8カ月分になります。それを減額すると。ラ

ンクが悪ければというのがＣランク以下、Ｄランクでございますが、通常のＢランクについ

ては、この1.8カ月はそのままということでございます。その分で、Ａランクについては、

何ていうのですか、２号俸上げたような形、パーセントが上がるというような形でございま

す。そのほか、従来の制度というか、従来の制度につきましては、今回、この人事評価によ

りまして、昇格昇任というところもきちんと定めておられております。この成果が２年間で

Ａランクがつく、Ｂランクがつく。例えばＣ、Ｄがつくと主任であれば次、主査、係長職。

係長職であれば主幹職。それらにつく昇格に対する評価も行われておりますので、併せてご

報告させて、あくまで住民の目線に立った改正だというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） ６番立野議員。 

○６番（立野広志君） 私、職員が能力向上させるために自ら目標を持って、その目標に向か

って取り込むことは、何も悪いとは言っておるわけではありません。それは、先ほど言われ

たように、職員がどんどん削減される中で、住民のニーズが増えると。当然、そうなるでし

ょうね。一人が行わなければならない職務も増えてきます。まあ、それだけでも大変なこと

ではあるのだけれども、それをさらにしっかりとこなして、最終的にはやはり住民自身が、

暮らしが守られていく。こういうことが大事ですよね。それで、問題にしているのは、例え

ば学校なんかでも、子供たちにクラスの目標を決めさせたり、個々人の目標を書いて、黒板

や壁に貼らせてやりますよね。１年間どういうことを目標にして取り組んでいくかなんてい

うのはよくあります。でも、学校だって、目標を達成できなかったら制裁しますなんてない

ですよね。つまり、自ら持った目標、それは、それに向かって努力することは大事なことで

すよ。それをもっと、そういう努力ができる環境を庁舎内でつくっていくということが大事

だと思うのです。ところが、その目標に対して、到達率が何％だとか、そういうことまで数
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値化して、そして評価にして、それを例えば降給にするとかというふうにするというのは、

はっきり言えば制裁ですよ。そういう形でやると、結局は何のために仕事をするのかという

ことになってくるのだと思うのです。その点を私はこういう厳しい対応がどうして必要なの

かということを少なくても示していただきたかったのです。 

それから、勤勉手当の関係、どう反映するかという話ですが、私、いただいた資料の中に

は、反映の方法の中に、上は、一番上はＳランク、特に優秀。そして２番目は、次は優秀。

そしてＢランクがあって、それが良好（標準）と書いてあるのです。標準と書いてありなが

ら、成績率は１００分の９０なのです。つまり、満額出るのかといえば、そうではない。と

いうことでしょう。標準で働いていたって、満額出ないではないですか。こういうふうに、

何かこう、先ほどの説明とちょっと違うかなと思って私聞いていたのですけれども、その辺

はいかがなのですか。 

○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） 今の成績率の表で100分の90ということで成績率、これ、お配

りした資料が悪いのかもしれませんけれども、これは年間が1.8カ月、６月と12月に1.8カ

月分の勤勉手当を支払いする、それの0.9だということでご理解いただきたい。ですから、

一切減額していないということです。ですから、Ａランクの方については、本来0.9、100

分の90が通常ベースですけれど、これを予算の範囲内で8.5、98.5から110まで上げれます

よというふうになっているものでございまして、一切そこでＢランクについて減額してい

るということではなく、これは支給月数だというふうにご理解していただきたいと思いま

す。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 職員組合、先ほど２番目の質問で職員組合のことがございまし

た。職員組合とは、最終的には文書での合意という形には至っておりませんけれども、これ

の作成、平成22年から作成する段階から、検討する段階から職員組合が入っております。私

どものほうも平成28年度の施行から当面組合の申し出等もありまして、管理職での施行、管

理職での運用、これらも見ていただいた中で職員組合と合意して今年の10月からちょうど１

年分の能力評価の時期になりますので、適応したいということで合意しているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 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） 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。 

６番立野議員。 

まず、本件に反対者の意見を許します。 

○６番（立野広志君） それでは、議案第13号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
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の一部改正について、反対の立場から討論を行います。 

  今回の分限免除に関わる条例一部改正は、憲法の27条２項の労働条件法定主義や公務員法

上の分限制度の趣旨に照らして加護できない問題点を多数含んでいます。 

この提案の発端となっているのは、国が2009年10月、国家公務員に対し、新たな人事評価

制度を本格導入し、さらに2010年６月には、勤勉手当への評価結果を反映させ、2011年１月

から昇給への評価結果の反映という流れを経て、2016年４月から改正地方公務員法が施行さ

れたことになります。この改正地方公務員法は、能力及び実績に基づいて人事管理を徹底す

るということでありますが、一つは能力本位の任用制度の確立として任用、例えば採用、昇

任、降任、転任の定義を明確化するとともに職員の任用は職員の人事評価、その他の能力の

実証に基づき行うものと。 

二つ目には、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び掲げた業績を把握した

上で行われる人事評価制度を導入し、これを任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎と

すること。 

三つには、分限事由の、分限の理由の明確化として、その一つとして人事評価または勤務

の状態を示す事実に照らして勤務成績が良くない場合と明確化し、免職をも可能とするもの

です。この制度導入の目的は、民間の手法を取り入れ、職員の能力や実勢を的確に把握した

適材適所の人事配置や、メリハリのある給与処遇の実現と業務遂行意欲を向上させることに

よる公務能率の一層の推進をうたっていますけれども、そもそも民間と公務には組織の目的

が違います。民間は利潤の最大限を目的とし、市場がそのシグナルとなり、目的を達成した

かどうかが明確になります。 

一方、公務においては住民の満足度の向上を目的とし、多種多様な住民ニーズを満たして

いるかどうかを把握することは非常に困難で、仕事の成果が見えにくく、評価する側もどの

ように評価すべきか不明です。ましてや、評価する側の恣意的な評価や納得できない人事が

蔓延すれば、職員の自由な発想は埋没し、職員間の協調性は剥がれ、士気は下がり、町民サ

ービスにも影響を及ぼすことになります。人事、給与、評価制度はこうした観点での配慮が

必要な問題ですが、以下に述べる理由から提案に反対するものです。 

反対理由の第１には、地方公務員法の精神が地方自治の本旨、憲法92条に基づき、公務員

を全体の奉仕者、憲法15条の２項、そして公務員の勤労者としての権利、憲法27条を尊重し

て、公務員の政治的中立性を確保する近代的、民主的な公務員制度を確保するものである。

ところが、今回の条例案は、職員を住民全体の奉仕者ではなく、町長などの一部のための奉

仕者に変質するものにほかならないと。 

第２に、人事評価制度を職員の給与に連動させようとしていることです。人事評価の給与

への反映は、格差や差別、分断を持ち込み、職員同士の協力やコミュニケーションを阻害す

ることになり、長時間労働を増やすことになり、職員の健康にも影響を与えます。全体の奉

仕者として、住民のために仕事を行う地方公務員にできた、できないなど自治体の仕事に成

果主義を持ち込むもので、賛成できません。 
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第３に国家公務員には人事評価制度が既に、今本格実施されています。その国家公務員の

労働組合である国公労連のアンケートからも、不適切な目標設定、トップダウンによる組織

目標の押しつけによって過度なコスト削減や節電の強要、それから超勤削減が掲げられ不払

い残業につながっている実態が示されています。評価が職場に与える影響として、チームワ

ークを阻害する、パワーハラスメントの原因となるなどが明らかになっています。また、職

場では目標を無理やり数値化させるという圧力も強まり、知らず知らずのうちに住民のため

の仕事が評価のための仕事に変質していく恐ろしさを感じる職員も出ているという実態が明

らかにされました。 

第４に、人事評価の結果に昇給などの区分が必ずしも連動していないということです。こ

の絶対評価と相対評価の矛盾があることです。最高評価であるＳランクは全体の５％程度。

その下のＡランクは25％程度と定め、70％の職員は標準以下のＢランクとしていることです。

評価者が制度を熟知していなければ、昇任、昇格の遅れなども生じかねません。 

第５に、分限免除の適用では、例えば指定経営管理者制度で既に北海道の新十津川町が公

立保育所の保育士を地方公務員法第28条の４項に基づいて分限免除、つまり整理解雇する方

針を示して、あるいは自治体病院、これ公立病院ですが、これでも分限免除問題が各地で発

生しています。つまり、正規職員であっても自治体職員の解雇問題が今、現実のものとなっ

ている。 

以上の矛盾や問題点を含む議案第13号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一

部改正については反対をいたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  12番大西議員。 

○１２番（大西 智君） 議案第13号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改

正についての賛成の討論をさせていただきます。 

  今、６番議員のほうから詳しく反対の討論をされたわけなのですけれども、私が賛成討論

をさせていただく中で、一番大事なことなのは、やはり町と組合とのしっかりとした合意が

なされているということをまず第１点目に挙げたいなと思っています。 

長い時間をかけてしっかり協議されたということの中では、職員全体がこの一部条例に関

して合意をされているということの思いだと思っております。それと、やはり二番目に出て

くるのが、町の、または町長の奉仕者になるのではないかというような発言がありましたけ

れども、ただ町の、または町長の奉仕者ということには私はならないと思っております。町

民全体、住民全体の奉仕にかかわってくる部分での一部条例改正だろうと思っておりますし、

やはり、上司に対して認められる、または町長に対して認められるということが基本的には

町民サービスへの、町民の方々への奉仕に私はつながってくるのではないかと思うのです。

何かこう、上の人に奉仕をするというような考え方を持っておられるようですけれども、や

はりそういった毎日毎日のしっかりとした勤務、または仕事、そういったことをやることで

町民サービス、町民への奉仕につながってくると思いますし、やはり住民からのこういった
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一部改正の考え方というのも、僕はあるかなと思っております。どうもその一部改正につい

て反対する部分での討論だったのですけれども、私はこの職員の分限に関する手続及び効果

に関する条例の一部改正については賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終わります。 

  これから、議案第13号職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について

を採決します。 

  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立多数です。 

  したがって、議案第13号職員の分限に関する手続及び効果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。 

  ここで11時15分まで休憩いたします。 

（午前１１時０５分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に戻し、会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

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

◎議案第14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14号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定め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14号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

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。 

改正の趣旨でございますが、条例制定の基準としております国の内閣府令で定められてい

る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部が改正されたこと

に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

改正の概要でございますが、国の基準改正により、引用条項にずれが生じたことから、こ

れに対応するための改正をするもので、形式的な条項の改正でございます。町内事業所等に

何ら影響を与えるものではないという内容でございます。この条例の特定教育・保育施設と

いうのは、認定こども園、それから幼稚園、保育所のことでございまして、子ども子育て支

援法制度による施設型給付を受けているのは、町内においては市立幼稚園の１施設となって
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おりまして、認定こども園等はございません。また、特定地域型保育事業とは、家庭的保育、

小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育のことで、町内には子ども子育て支援法制度に

よるこれらの対象施設となることを希望している施設は、事業者はありません。 

それでは、議案説明資料の５ページをお開き願います。 

条例の新旧対照表でございます。第15条第１項第２号中、同条第９項を同条第11項に改め

るものでございます。 

議案書に戻っていただきまして、附則でございます。この条例は公布の日から施行するも

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） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第14号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定め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14号洞爺湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定め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15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15号洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の19ページでございます。 

議案第15号洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正についてでございます。 

洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め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。 

改正の趣旨でございますが。条例制定の基準としております国の省令で定められている家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴って所要の改正を
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行うものでございます。 

改正の概要でございますが、３点ほどございます。１点目、代替保育に関わる連携施設の

確保義務の緩和。２点目、家庭的保育者の居宅で行われている家庭的保育事業に対する自園

調理に関する規定の適用猶予期間の延長。３点目、家庭的保育者の居宅で行われている家庭

的保育事業に対する食事の提供の特例にかかわる外部搬入施設の拡大でございます。この条

例の家庭的保育事業とは、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問

型保育事業のことでございまして、町内には該当する事業者はありません。したがって、影

響はありませんけれども、ただ、将来に希望する事業者が出た場合に適切な対応をするため

にこの条例改正をするものでございます。 

それでは、説明資料をお開き願いたいと思います。議案説明資料の６ページからでござい

ます。 

条例の新旧対照表になります。まず第５条５項中、次条第２号、この文言を次条第１項第

２号に改めるものでございます。第６条本文中第３項までの文言を第３項まで並びに附則第

３条に改め、保育所、幼稚園、または認定こども園を保育所（子ども子育て支援法第７条第

４項に規定する保育所をいう以下、同じ）、または認定こども園（同項に規定する認定こど

も園をいう、以下同じ）に改め、同条第２号中、保育をいう、の次に以下この条において同

じ、の文言を加え、同条に次の二つの項を加えるものでございます。 

２項として、町長は家庭的保育事業者等による代替保育の提供にかかわる連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合にあって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認める

ときは、前項第２号の規定を適用しないことができる。 

１号（１）家庭的保育事業者等と事項に規定する連携教育を行うものとの間で、それぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

２号（２）として、事項に規定する連携協力を行うもの、本来の業務の遂行に支障が生じ

ないようにするための措置が講じられていること。 

３項として、前項の場合において家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるものを第１項第２号に掲げる事項に関わる連携協力を行う

ものとして、適切に確保しなければならない。（１）１号として、当該家庭的保育事業者等

が家庭的保育事業行を行う場合は、事業所以外の場所または事業所において代替保育が提供

される場合、第２７条の規定する小規模保育事業Ａ型もしくは小規模保育事業Ｂ型または事

業所内保育事業を行うものとしております。 

７ページから８ページに移りますが、（２）事業者内において代替保育が提供される場合、

事業の規模等を勘案して小規模事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると町が認めるものと

しております。 

 ８ページの16条第２項に次の一言を加えるものでございます。（４）４号として、保育所、

幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している業者のうち、当該家庭的保育事業者等

による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を
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有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、

アレルギー･アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及

び時期に適切に応じることができるものとして、町が適当と認めるものとしております。 

それから、９ページになりますが、第37条第２号中、平成24年法律第65号を削るというこ

とでございます。それから、第45条中、第６条第１号を第６条第１項第１号に改めるもので

ございます。 

附則でございます。附則の第２条中、事業を行う者の次に、括弧して事項において施設等

というのを加え、同条に次の１項を加えるものでございます。 

10ページでございますが、２項として、前項の規定に関わらず、施工日以後に家庭的保育

事業（22条に規定する家庭的保育事業を行う場合において実施されるものに限る。）の認可

を終えた施設等位ついては、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、15条第22条

第４号（調理設備に関わる分に限る。）及び第23条第１項本文（調理員に関わる分に限

る。）の規定は適用しないことができる。この場合において、当該施設等は利用乳幼児への

食事の提供を家庭的保育事業所内で調理する方法（第10条の規定により当該家庭的保育事業

等の調理設備または調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方

法を含む。）により行うために必要な体制を確保するように努めなければならないというこ

とでございます。 

議案書に戻っていただきまして、20ページでございますが、附則でございます。この条例

は、公布の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。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回提案されている条例の一部改正ですが、端的に言って、この一部

の一部改正が行われた根拠と言いますか、理由がどういうものなのかということについてち

ょっと説明をいただきたいのですが、全国的に保育所への入所、待機者がまだまだ解消しき

れていない。そういう中で、正規の保育所では一定の設置基準があって、そういう施設の整

備がなかなか進まない中で、あくまでも緊急避難的に、と言いますか。そういう意味で正規

の保育所ではないけれども、その一定の保育委基準を満たしていれば、そういう中でそうい

う保育をすることができると。こういうようなことが出されてきたっていう経過があるのか

なと思うのですが、その点について伺うのと、それから、この当町の保育所の入所待機者、

実際には定員を満たしてない保育所ばかりですから、待機者がいないように見えるのですけ

れども、年齢に応じては、それを越える希望があるというものもあります。例えばゼロ歳児

に今実施していますが、ゼロ歳児についても桜ヶ丘保育所、１施設だけですし、そういった

点では二重保育をしている親御さんもいるようですし、例えばそういうところで、ゼロ歳児

保育を家庭の居宅を利用して、例えば保育しますよと。こういうような場合が想定されるの
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かどうかですね。この点についても、ちょっと伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） １点目の改正の理由ということでございますけれども、議員おっ

しゃるとおり基本的にこの改正につきましては、都会の、基本的には課題だと考えてござい

ます。待機児童を解消するために、本来の認定こども園になり幼稚園なりということ以外に、

それ以外にその保育をできるところを拡大するという、その解消を求めた、解消のためのこ

れら小規模保育等だと思ってございます。それで、27年４月１日にこの新法が施行されたの

ですが、５年経ってもなかなかその施設であり、なかなか改善できないということを踏まえ

て、今回の改正というようなことであるというふうに理解をしているところでございます。

地方のものとはちょっと違うのかなという理解でございます。 

  それから、２点目の当町の待機児童の関係でございますけれども、現在ございません。あ

と、ゼロ歳についても今ございませんので、当面のところ待機の年齢別においても、今のと

ころないと。ただ、将来に向かって、あるかないかというのは、今後わかりませんけれども、

現在においては、全体的には定員を割ってございます。半分から３分の１という状況。それ

から年齢についても今のところないという見込みで考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 今回の条例改正そのものは、そういった点では緊急避難的な、そうい

う措置ということだと思うのですが、ただ、国はこれを恒常的に公設、公営の保育所や、ま

たそれに必要名保育基準を満たさなくても保育ができるというような状態にすることを考え

ているようですから、決して環境的に従前の保育所のような環境から低下するということに

なる心配はあるのです。しかし、待機している児童がいる地域については、これで少しは救

われる部分があるのかもしれません。ただ、それと、先ほどゼロ歳児の入所待機者がいない

というふうに言われたのだけれども、私の印象では、何人か、例えば桜ヶ丘保育所はゼロ歳

児やっているから、あそこに連れて行くのが大変で、結局親御さんとか、身内の方に預けて

いるというような状況で、本来ならゼロ歳児保育ができれば入所したいという方がいるとい

う話も聞いているのですけれども、その辺の調査というのは実際にはされているのですか。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 調査そのものというのが、国の調査もございますけれども、相談

ごとございましたら、当然受けますけれども、何か改めて町内にありますかというような調

査はしてございません。ということと、連れて行くのが大変と。当然、１カ所しかないので

ご不便はかけていると思うのですが、本年度、洞爺保育所でも新たに来年度からゼロ歳児し

たいと、課題はございますけれども、ゼロ歳児保育も洞爺地区においても実施するというこ

とになってございますので、少しずつその辺は解消して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） ほかに質疑はありませんか。 
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          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 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15号洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

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15号洞爺湖町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

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16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16号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算

（第３号）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21ページでございます。 

  議案第16号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号）でございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによるもの

でございます。歳入歳出予算の補正で、第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

4,148万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70億2,018万3,000円とす

るものでございます。地方債の補正については事項別明細のほうで併せてご説明をさせてい

ただきます。 

  事項別明細書のほうをご覧いただきたいと思います。 

一般会計の事項別明細書、５ページ、６ページでございます。 

５ページのまず歳入でございます。 

14款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金でございます。129万1,000円の

増額補正でございます。児童福祉補助金として、地域子どもの未来応援交付金、子供の貧困

対策実態調査にかかわる国の交付金の増額でございます。 

14款国庫支出金、３項委託金、３目農林水産業費国庫委託金69万8,000円の増額補正でご

ざいます。農業費委託金として、国営畑管事業の土地所有者状況調査等の委託金の増額でご

ざいます。 

18款繰入金、１項繰入金、１目繰入金で、1,000万円の増額でございます。財源補塡のた

めの財政調整基金からの繰入金の計上でございます。 
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21款町債、１項町債、３目商工債で540万円の増額でございます。観光施設整備事業債と

して540万円、外国人旅行者受け入れ環境整備企業の実施に伴う、これは合併特例債の借り

入れでございます。 

 続いて、５目の教育債750万円の増額でございます。学校教育施設等整備事業債というこ

とで、虻田小学校グラウンドの照明設備事業の計上で、これも合併特例債でございます。 

 ８目の土木債、1,660万円の増額。道路橋梁債でございまして、道路等整備事業、これは

本町１区から２区の整備にかかわる起債の借り入れでございまして、これも合併特例債でご

ざいます。 

  続いて、７ページ、８ページになります。 

歳出でございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費でございます。３目公有財産管理費で、121万円の増額補正

でございます。需用費、修繕料でございまして、洞爺地区にあります旧商工会館の修繕、こ

れは譲渡受けておりますが、この建物の修繕にかかわる費用の計上でございます。 

  ７目財政会計管理費で35万1,000円の増額補正でございます。償還金利子及び割引料で、

障害児入所給付費などの過年度分負担金の額の確定による計上でございます。 

３款民生費、４項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。172万3,000万円の増額

補正でございます。委託料で、子ども・子育て支援事業、子どもの生活実態調査委託料とし

ての計上でございます。 

６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費で69万8,000円の増額でございます。需

要費で８万円、備品購入費で61万8,000円、国営大原畑管事業の維持管理にかかわる工具類

の購入、それから刈払い機４台と、畦を刈り込む草刈り機１台の計上でございます。 

それから、７款商工費、２項観光費、１目観光振興費で695万4,000円の増額補正でござい

ます。共済費14万1,000円と賃金101万3,000円については、職員の育児休業に伴う臨時職員

の経費でございます。それから負担金補助及び交付金で580万円。これは、洞爺湖温泉観光

協会への補助金210万円。これは外国人向けホームページの改修に伴う費用でございます。

それからＷｉ―Ｆｉはおおむね整備をしておりますが、追加として環境整備事業補助金370

万円を計上しております。それから、２目の観光施設管理費で18万6,000円の計上でござい

ますが、需要費で森林博物館の入場券の印刷製本費でございます。 

８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費で1,837万6,000円の増額補正でござい

ます。需要費の46万5,000円については、下段になりますけれども、洞爺地区の道路橋梁補

修事業、成香の雨水管の修繕に伴う計上でございます。それから、委託料391万円。これに

ついては、調査設計委託料で355万4,000円。場所は参考資料に図面をつけておりますので場

所は参考にしていただきたいと思いますが、入江地区で122万円。それから青葉・三豊線で

233万円の計上。合わせて355万4,000円でございます。それから、用地確定測定委託料につ

いては、入江の分で35万7,000円の計上でございます。工事請負費で1,400万円の計上でござ

います。本町１区・２区の道路改修に伴う工事の費用の計上でございます。 
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続いて９ページ、10ページでございます。 

８款土木費、３項河川費、１目河川費、115万6,000円の増額補正でございます。工事請負

費として、河川管理事業でトコタン川の浚渫工事、入江商会所の裏手になりますけれども、

これも図面を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。それから、５項都市計

画費、１目都市計画管理費で700万円の増額補正でございます。繰出金で、公共下水道事業

特区別会計の繰出金で29年度の消費税の精算分と今年度の中間分の計上でございます。６項

住宅・建築費、２目の住宅管理費で141万8,000円の増額補正でございます。需要費で77万

8,000円。修繕料として、これは洞爺地区の単身住宅オアシスの屋外階段の防雪ネットの設

置にかかわる計上でございます。それから、保障・補塡及び賠償金で64万円の計上でござい

ますが、移転補償金、月浦地区にあります団地の用途廃止に伴う移転料４件分64万円の計上

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129万6,000円の計上でございます。需要

費で、修繕料として、洞爺小学校の敷地内にブロックづくりの重油庫がございますが、安全

対策のために周囲にフェンスを設置する事業費の計上でございます。５項保健体育費、２目

体育施設費793万8,000円の増額補正でございます。工事請負費として、虻田小学校のグラウ

ンド照明の設置工事でございます。４つの柱を立ててＬＥＤを付けるという事業費の計上で

ございます。 

最後に13款予備費でございます。681万7,000円の減額でございまして、現計で3,326万円

となります。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） まず、８ページに商工費、観光費のところ、失礼しました。８ペー

ジの土木費の節でいきますと工事請負費1,400万。これ、本町地区の改修工事ということに

なっておりますが、どのような改修工事になるのか。住民の方々は、舗装のでこぼこもそう

ですけれども、側溝辺りの整備をしなければならないのではないかという声もあり、同時に

水道管だとか下水道管等々の整備も必要ではないのかなという声もあるわけでありますけれ

ども、そういった工事内容だとすれば費用で1,400万だというのは、この程度でできるもの

なのかなという気がしますので、どういった改修工事なのか伺っておきたいと思います。 

  それから２点目は、保健体育費で体育施設運営事業、これは虻田小学校のグラウンドの照

明の設置工事ということでございました。これは、子供さんの方々やらいろいろな方々が望

んでいた施設を、設置をするということでありますから、大変喜ばしいことでありますが、

いつ頃までに完成するのか。まさか７カ月も８カ月もかかるということではないだろうと思

いますけれども、いつごろまで完成するのか、その辺を伺っておきたいのと、懸念をされる
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のは照明を設備をすることによって、周辺の使用される段階での環境と言いましょうか、照

度の関係で住民からの、かつては町民グラウンドに夜間照明あったころは、非常に苦情が多

かったということでございますので、そういう住民対策としてどのような対応をされてきた

のか、その辺も伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） まず、1,400万の補正の関係でございます。これにつきましては、

当初５月の補正を組まさせていただきまして3,450万の工事請負費を当初組まさせていただ

きまして、今回、不足分として1,400万を改めて計上させていただいているところでござい

ます。工事内容につきましては、実は本町１区・２区の自治会長にも説明してあるのですが、

本町の縦と横の通りにつきましてを改良するわけなのですが、１度舗装を全部撤去しまして、

縦通りと浜通りは特に路板が入っていない、もしくは薄くなっているのではないかという考

え方もありますから、舗装を全部剥がしてしまいまして、路板のないところもそれも入れ替

えるような形で進めさせていただきます。また、本町大通線という太い道路があるのですけ

れども、あそこは路板が入っているのですが、やはり何回か舗装をしていて、マンホールと

段差ができていることから、切削と言いまして、舗装の表面を削ってしまいまして、それで

マンホールと同じ高さの状態で舗装が仕上がるような形で仕上げていくというような形で、

今進めていただいているところであります。 

  それから、側溝の話も出ていましたが、側溝につきましても、ひどいところは改修します

し、使えるところと言いますか、しっかりしているところについては、ふた等は全面的に掛

け替えをさせていただきたいというふうに、工事の内容はそういう内容になっています。 

  あと、もう１点が水道管、下水道管の話がありましたが、今回工事をやる上で、後から水

道、下水道をやって、またそこを切ってしまわないようにということで、担当課長と私ども

協議させていただいて、特に下水道管、水道管が入っていない、もしくはここは必要だとい

うところは、今回の工事で舗装を切らないように、入れてしまおうというようなところも本

町１区の浜通り等にあったのですけれども、そういうことで工事は進めさせていただくとい

うような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 角田社会教育課主幹。 

○社会教育課主幹（角田隆志君） １点目のいつまでに完成するかということでございますけ

れども、このＬＥＤの照明につきましては受注生産でございまして、発注から２カ月程度の

期間かかるということで聞いてございます。ですから、年内には設置完了することを目標に

してはございますが、そのくらいの期間がかかるということでございます。 

  ２点目につきましては、周辺の照度の関係でございますけれども、設置場所につきまして

は、直接住宅のほうには向かないように設置してございますので、照度につきましては、影

響はそれほどないのかなというふうに考えてございますけれども、周辺の住宅の方にはしっ

かりと説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。 
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  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。それでは、そのほかに。 

  11番篠原議員。 

○１１番（篠原 功君） ちょっとすみません。商工費の中の観光振興対策事業のＷｉ－Ｆｉ

の関係なのでありますけれども、今回エリアの拡大ということですが、これ、どの辺までエ

リアが広がるのか。特に、今回の災害なんかでもＷｉ－Ｆｉがかなり功を奏したなんて話も

聞いていますけれども、私の考え方とすれば、できるだけ、特に外国人観光客なんかは故郷

とかまた、ほかのエリアに向かって発信してくれるわけでありまして、かなり効果が高い事

業だと思っているので、できるだけエリアを広げながら、この先、この予算ばかりではなく

て、洞爺駅なんかにもこういった施設をすべきではないのかなと考えるわけでありますけれ

ども、その辺ちょっと、これからの考え方とか、今の事業そのものについてもちょっと詳し

くお聞かせをいただければと思います。 

○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） 洞爺湖温泉においてのＷｉ－Ｆｉの整備でありますけれども、

平成27年１月20日から現在のＷｉ－Ｆｉは整備されております。この分につきましては、12

カ所にＷｉ－Ｆｉの電波を飛ばす発信所、設置しまして、全体的には2.2キロの部分が今回、

今整備されているところであります。今回新しく整備するところにおいては、すみません。

今までの部分に関しましては、エリアとしては遊歩道、また駅前大通線の部分を中心として

のＷｉ－Ｆｉの電波の発信でしたけれども、今回は５基整備することとしておりまして、一

つには有珠山噴火記念公園からちょうど噴水公園、また道道に向かう部分で整備をしていき

たいという部分と、道南バスターミナルからちょうど伊達信用金庫のところ、多くの外国人

の方々がグーグルマップというのを活用してホテル等を歩いて探していくような状況であり

ます。そうした部分でも、そこの部分に整備をするという形で、距離としては重なる部分も

ありますけれども、全体的には約3.1キロほど整備が拡充するかと思っております。また、

今後においても、やはりまだ電波の届いていない部分もありますので、この事業をやりなが

ら、その後どこら辺が必要なのかというのを考えながら、また進めて行きたいとは思ってい

ます。ただ、今議員がお話ししているとおり、外国の方が日本のＷｉ－Ｆｉ以外の電波を使

うと、やっぱり１日１万円とか２万円とか電波料かかる中で、こうしたものがあることによ

って、低廉な価格で電波を発信すること、また、これは若い人方もギガ数というのが限られ

ている中で、やはりＷｉ－Ｆｉを多く使って旅行をされている方も多いところでありますの

で、こういう部分をしっかりと整備をしていきたいと思っております。また、洞爺駅におい

ても、ＪＲ、またうちの施設の部分においてもＷｉ－Ｆｉの電波を発信しているところであ

ります。 

○議長（佐々木良一君） 13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） ２点ほどお伺いしたいと思います。 

８ページ、子ども・子育て支援事業で、実態調査の委託料ということでございますが、こ
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れはやはり目的があって、何かをしたいと言いますか、そのために調査をして対応したいと

いうことだと思いますので、何をするためにこの委託調査をするのか、中身をお伺いしたい

と思います。 

  それから、Ｗｉ－Ｆｉは今伺いましたので良いのですが、観光協会の補助金で、外国人向

けホームページとのことがございましたけれども、これは外国人の方から意見があって改

めるのか、それとも新しく、もう古いから中身の新しいものに取り替えるのかちょっとわ

かりませんので、どういう形で中身を替えると言いますか、更新するのか教えていただき

たいと思いますし、専門の方がおやりになるのかどうか、この辺も教えてください。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 民生費の子どもの生活実態調査委託料の関係でございますけれ

ども、現在、町では平成27年度から平成31年度までの５年間を第１期とする子ども・子育て

支援事業計画、さらには、子供の貧困対策を定めた子ども未来応援計画というものがござい

ますけれども、来年度、平成32年度から平成36年度までの５年間を計画とするこれらの第２

期計画を策定する年となっております。計画作成するためには、子供の生活実態を的確に把

握をして、そして地域課題を明確に把握しなければなりません。来年度１年間でニーズ調査

や調査の結果の分析、それから計画策定における意見交換会や計画策定委員会等の開催など

など考えますと、時間的に余裕がないというようなことから、今年度中に18歳未満の子供を

持つ保護者を対象としたアンケート調査を実施したく、今回、委託料として補正予算を計上

したものでございます。 

○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） 商工費、観光振興費の洞爺湖温泉観光協会補助金210万円の内

容かと思います。この部分につきましては、インターネットのホームページを新しくつくる

という部分でございます。現在も洞爺湖温泉観光協会においてはホームページを掲載して情

報発信をしているところでありまして、また外国語、英語、中国語、韓国語、タイ語でも発

信はしているところなのですけれども、外国語の表記におきましては、翻訳の部分でしっか

りと伝わらないような通訳という部分が多々あるところであります。そうした部分では、ホ

ームページの閲覧においても、最初のトップページを見て、すぐ違うところへ行ってしまう

ような部分があって、特に外国人の方がしっかりと洞爺湖温泉の観光情報を伝えられていな

い部分があるということで、今回新しく、外国人向けのホームページを作成することとして

おります。当然、この中身に関しましては、サイトの言語としましては、今お話ししました

英語、中国語については繁体語、簡体語、そして韓国語、タイ語、この５カ国語、４カ国な

のですけれども、こちらのホームページを作成していくこととしております。それと、これ

をすることによって、やはりその後、洞爺湖温泉の内容を十分熟知して、観光に訪れていた

だける外国人の方々が多くなるという目的を考えているところであります。また、このホー

ムページ作成におきましては、職員等がするのではなく、しっかりとコンテンツを持った企

業に依頼をして内容等をつくっていただくこととしております。 
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  以上です。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。まだ質問ありますか。 

  それでは、多数あるようでございますので、午後からにしたいというふうに思います。こ

こで、１時まで昼食休憩といたします。 

（午前１１時５９分） 

（午後 １時００分） 

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に戻し、会議を開きます。 

 

 議案16号に対する質疑を受けます。 

  ５番千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 私、８ページ道路橋梁維持事業費ですか、調査設計委託料についてち

ょっと聞きたいと思います。 

図面、２枚いただいてまして、１枚目、青葉三豊線といきますと、ここから近くの青葉だ

と思います。大変坂がきついところで、道路も狭いので、なかなか車同士が行き交うのが難

しいのかなと思うところに、道路改良計画が出たということでございます。委託料が233万

ということ。それで、改良、普通に舗装とか何かでしたらこんなにかからないとは思うので

すけれども、この辺どんなふうに変えようと思われているのか、いつごろできるのかという

ことですね。それと、入江地区の、やっぱり同じですけれども、設計業務に122万。まあ、

こちらは２キロ。前段のほうは2.6キロということでありますけれども、倍の近くの実施計

画の設計業務料が違うと。内容も違うのでしょうけれども、その辺のところをちょっと教え

ていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 委託料の関係でございます。図面をお配りしているので、位置関

係等延長はここに記載のとおりでございますが、まず青葉地区の状況を説明させていただき

ますと、そこの青葉地区の、もともと青葉団地、古い青葉団地が平屋のものがあったのです

が、それが用途廃止をして新しく昭和63年に新青葉団地というのができたのです。後に、平

成10年頃なのですけれども、公社のほうでおきまして、あそこ宅地造成をして、今住宅が建

ち並んでいるところの横の道路になります。そこにつきましては、開発行為をして宅地造成

をしたときに、道路用地を確保していただいていたのですが、線形は昔の道路のままになっ

ているのです。それでいくと、現場を見ていただくと理解していただけるかもしれないです

が、ちょうど道路の真ん中に電柱が立っているような、外灯が立っているような道路状況で

ございまして、それで地域の住民の方々から、自治会長からも相談を受けまして、ここの道

路については、子供たちも通るし見通しも悪い、そういう話がいただいたものですから、そ

こについてはこの道路を幅員があるものですから、今の道路用地の中で町道と宮田さんのと

ころのあそこの交差点からこの出口のところまでのところの部分を現道路用地を使って改修

をして、見やすい、安全・安心な道路にできないかということで、今回実施設計を上げさせ
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ていただいたところでございます。その中で、いろいろ高低差もございまして、測量等々あ

るものですから、こういう金額になっているという状況でございます。 

  もう１点が、入江地区の道路の関係でございます。これにつきましても、ここに書いてご

ざいますが0.2キロということで、これにつきましては、議員もご承知かもしれませんが、

もともとは平成７年ごろにちょうど用地として寄附を受けたところなのですが、地先の地権

者との交渉もうまくいかなかったということから、町有道路として、今皆さんに使っていた

だいている道路になっています。そしてご承知のとおり、あそこに宅配業者とかいろんなも

のが建ち並んでいることもありまして、何とかここの道路をきちんと整備できないかという

こともありまして、その地先の地権者の方に私ども何とか相談させていただいたら、今度は

譲って良いよというようなお話いただいたものですから、町道として何とか認定できるよう

に、まずは実測設計をして、可能かどうかということも含めて、今回提案させていただきま

したが、あくまでもこれは可能かどうかはやろうとして、実施設計ということで提案させて

いただいております。２点とも、スケジュール的には、今回補正予算で承認いただきましし

たら、今回設計を発注させていただきまして、特に入江のほうについては町道ではないので、

用地が確定し次第、12月議会で議案として町道認定として承認させていただければ、新年度

の早々には工事をかかってやっていきたいと思っております。また、先ほど戻りますけれど

も、青葉のほうにつきましても、同じようなスケジュールなのですが、今回、これは町道な

ものですから、新年度に向けて工事をかかれるような準備を進めさせていただければという

ふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ５番、千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 入江のほうはわかりました。青葉のほうですけれども、本当に大分急

な坂で、降り口が見えにくいということで、あそこに大きな鏡もついたりなんかしています

けれども、そういった出入り口の関係、取り付けの関係、本当、あそこ滑っちゃうとずうっ

といっちゃいますから、線路まで突っ込んでしまうというような話もあったりして、大変危

険かなと思いますのですけれども、その辺のところは設計ができてからということだと思う

のですけれども、大分お金もかかる事業かなと、何か想像するのですけれども、普通の町道

ですから、それなりの幅も当然できて、もうきちんとした町道になるということでのおかげ

かと思いますけれども、もう一度ちょっと、その辺の出入り口の関係も含めて聞かせていた

だければありがたいです。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 勾配については、実は現道も今の状態で周りに住宅が建ち並んで

いるものですから、特段改善にはならないと思います、残念ながら。しかしながら、線形を

改良することによって幅員が広がり、それから見通しが良くなるということで、先ほど言い

ました改善理由ですけれども、今の現状を見てみますと、道路の中心とは大げさかもしれま

せんけれども、そこに電柱と外灯が並んでいるような、ちょっと違和感が、行ってもらえれ
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ばわかるのですけれども、違和感がある状況なのです。これはどうしてもおかしいというこ

ともありまして、先ほど言いましたように、現道の用地があるので、その用地を最大限使っ

て改善できないかということで今回考えているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありますか。 

  ７番小松議員。 

○７番（小松 晃君） ３件ほど伺いますけれども、８ページの公有財産管理費で、洞爺の旧

商工会館の修理が121万ということですけれども、商工館がいらなくなって、町でもらった

のかもしれませんけれども、これだけの金をかけて何に使う予定があるのか。今後の使用予

定、あれば聞かせてください。私は120万もあれば解体できるのではないかなと思っている

のですけれども。 

  それから、道路橋梁維持費。３週間ほど前に所管の委員会にこのことの説明ありましたけ

れども、今年は１区・２区の道路整備をするというのですけれども、１区には、私が昭和38

年に虻田に来たころから道路に１軒ほどはみ出している家があるのです。聞いてみると、も

う施設に入って空き家になっているというのだけれども、この際あそこを撤去しなかったら、

また今後何十年もあのままの状態で続くのではないかと思うのです。だから、多少金かかっ

ても、本来的には監督処分で撤去しろと言えば良いのでしょうけれども、もう50年も60年も

黙認しているから、今さらそんなことにはならないと思いますけれども、この間説明受けて

から３週間経っていますから、その後、進捗しているかどうかお伺いしたい。 

  それから、住宅管理費で、移転補償費４戸分で64万とありましたけれども、これはいずれ

用途廃止して解体はするのでしょうけれども、今回解体、いろいろ予算は計上していないよ

うですけれども、これ、いつそういうことになるのでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 見付庶務課長。 

○庶務課長（見付敬蔵君） 公有財産管理費の需要費、修繕料でございます。旧商工会の施設

を改修するものでございますが、こちらにつきましては洞爺総合支所庁舎外に今、物品等管

理している庁外施設がございます。こちらも相当老朽化が進んでおりまして、入れている物

品等があまり保管状態が良くないものですから、今回商工会の施設を改修して、その物品を

入れようと考えておりますが、商工会の改修は、今保管している施設よりも改修箇所も少な

くて、長期保存が可能だろうという判断で、今回修繕費を計上させていただいているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 本町地区の道路に伴う住宅の空き物件のお話かと思います。これ

は、何十年も前からあるもので、歴代の担当課長たちもいろいろ苦労されてきたのだと思い

ますが、今回、特にその修繕を、道路の改良をするということで、なおさら今回何とかでき

ないかなということで、この前委員会でも報告させていたところでございます。その間、そ
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の後どうなったかというお話もありましたが、先日ちょっとそこの親戚の方とお会いさせて

いただきまして話はさせていただいたのですが、ちょっとなかなか難しいという話があった

のですが、それに諦めずに私ども、もしこの改良が終わる、終わらない別にして、何とか協

力いただけるように、また私どももお会いしてお話しさせていただきたいというふうに考え

ているところでもあります。 

あと、もう１点、移転料のお話だと思います。移転料につきましては、先日一般質問の中

でもちょっと答弁させていただいたのですが、月浦団地の１号棟から３号棟までを用途廃止

に伴って協力していただけるということで移転料をお支払いするわけなのですが、今、当初

は32年に計画していたのですが、解体を31年に早めることにするのですが、今のところ解体

費を補助金を使ってやりたいということで、補助要望を上げせていただいて、31年度の社会

資本交付金を使って解体を実施したいというふうに考え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） ７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 住宅管理費についてはわかりました。31年度、何とか補助金を引っ張

り出して解体をしたいということですから。公有財産管理費、先ほど言いましたけれども、

かなり古い施設なのです。商工会で余しちゃって、町に移管したと思うのだけれども、あれ

に金かけて大丈夫なのかな。もう少し足したら解体できるのではないかと思うのだけれども、

その辺どうでしょうか。今後、有効活用していく予定があるのかどうなのか。それともう一

つ、道路橋梁維持費、これ、先ほども言いましたように、自分が昭和38年に来た時から道路

にボーンと出ている建物で、あそこは除雪車も通れない、大型車も通れないということで、

地域の住民も相当不便をかけていると思うのです。この際、やっぱり、あそこを解決しなか

ったら、また今後何十年もそのままになるのではないかなという気がするので、ぜひ経済部

長、ここは、はちまき締め直してやってくださいよ。 

○議長（佐々木良一君） 伊藤洞爺総合支所長。 

○洞爺総合支所長（伊藤里志君） 旧商工会の会館の利用なのですけれども、現在うちのほう

で倉庫として使っている部分というのが、旧洞爺高校の第３寮の部分でございます。その近

辺なのですけれども、近年、住宅が４戸くらい、30代から40代の方々なのですけれども、建

ってきてます。それで、ちょうど真ん中に古い倉庫が残っております。そこは、解体をして、

宅地として町のほうで売りたいという部分で考えておりまして、それに合わせまして商工会

からいただいたその施設を改修して使いたいと。そこのものを移すほかに、今現状として、

防災の備品が一切置くところがちょっとないという状況も踏まえまして、その中に防災備品

も一緒に備蓄をしたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。ほかに。 

  八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 先ほどからお話しいただきましたもので、できないということで

はなくて、できる方法を何とか見つけるように頑張っていきたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（佐々木良一君） ほかにありますか。 

６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 簡単なことであれなのですが、一つは、８ページの子ども・子育て支

援事業なのですが、先ほどの答弁の中にもありましたけれども、今現在第１期子育て支援計

画をつくっていますよね。その時、それの参考にもなったと思うのですが、これは町が独自

に調査した実態調査だったと思うのですが、今回の場合は、これは補助を受けての事業とい

うことになるのかなと思うのですが、調査する項目、中身というか調査内容とか調査の方法

については、１期目、最初にやった調査とほとんど変わらない中身なのだろうか。それとも、

これは全国的な統一した、そういったその調査項目になるのかなと思うのですが、そういう

形で、内容的にはちょっと若干変わってくるのかなと。その辺のその活用というのは、結局、

毎年同じような項目で調べていくことによって変化がつかめるのだけれども、また新たな項

目や質問内容がこう変わっていくと、そこからまた傾向をつかむのがなかなか大変だろうと

思うのです。そういった点で、調査自体は町が独自にやってきたこれまでの調査とどの程度

の違いがあって、それをどう活用されていくのかなということを一つお聞きしたいのと、そ

れから、同じページの、先ほども、もうＷｉ－Ｆｉの話ありましたけれども、私はこのＷｉ

－Ｆｉの環境整備として、例えばこの前の停電の時の教訓から言えば、洞爺湖温泉コミュニ

ティーセンターに外国人の方々が結構避難されてきましたよね。それで、ＮＴＴの協力もあ

って、そこにＷｉ－Ｆｉを設置することができて、ようやくホテルの予約も取れずホテルに

入れない。そして、ＪＲもバスも走らないということで、洞爺湖温泉に足止めになった観光

客の方がコミュニティーセンターに避難をしてきた。何をその人たちが知りたいかというと、

明日、どういう形で移動できるのかということで、Ｗｉ－Ｆｉを使って、そういう交通機関

の状況や災害の状況を含めて、情報を得ようとしていた。そういった点では、町としても非

常に迅速に対応されたと思っているのです。Ｗｉ－Ｆｉがあったおかげで情報を外国人の

方々が避難所にいても得ることができたと。ただ、その設置がなければ、あの避難所はＷｉ

－Ｆｉは使えなかったし、Ｗｉ－Ｆｉが使えたのも、結局は中継局がバッテリーによって稼

働しているという状況があったので使えたわけです。ですから、停電になってもすぐ温泉街

のＷｉ－Ｆｉが使えなくなるわけではないのだけれども、そういった点でいうとやっぱり避

難所の近くにも、あるいは避難所にもＷｉ－Ｆｉの設置は必要なのではないかと。特に温泉

などはね。いうことを考えたときに、先ほど、あの付近にも、全部で何基でしたか。プラス

５基か。設置すると言ってましたから、そうすると、避難所でも活用ができるような内容に

なるのかどうかですね。ちょっとその辺を確認をさせていただきたいと思います。 

  それから、10ページですけれども、町営住宅の管理の関係で、移転補償費。今も答弁があ

りましたが、移転費用として、４戸分、64万円の金額になるのかな。１件当たり16万という

ことなのですが、これはどういう根拠でこんな金額になっているのかということを伺いたい

と思います。 



- 143 - 

 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 私のほうからは、子どもの生活実態調査の委託料の関係につい

てお答えさせていただきたいと思います。 

  議員はもうご存じかと思いますけれども、第１期の子ども・子育て支援事業計画は、学校

教育、保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容及びその時

期などを定めた、いわゆる必須的な計画の内容及び、それと町独自の子育て施策というよう

なことで、大きく分けてこの二つに分かれているかというふうに思います。このたび、計画

策定からもう５年が経過したということで、５年後の今の現状、これはやはり的確に把握し

なければならないのかというふうに思っております。調査項目の内容については、国のほう

から何かちょっとした、ちょっとと言いますか、原案的なものは示されるというようなお話

は聞いているけれども、まだきていない状況でございます。町の考えといたしましては、や

はり前回の５年前のアンケート調査の項目、それに先ほどお話ししましたとおり、５年後の

今の状況、これらを網羅したような調査内容、項目としたいと思っております。特に、貧困

のところでございます。これにつきましては、１人親世帯に対して、貧困に関連する項目を

さらに今回追加をさせていただいて、詳しく調査をしたいというふうに思っている次第でご

ざいます。 

○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） 今回の地震に伴う状況の中でＮＴＴドコモさんの協力を得まし

てＷｉ－Ｆｉの整備を早急にしていただいたところであります。そうした部分では、避難所

にきた外国人の方々、Ｗｉ－Ｆｉによって災害の情報と収集、また安否の情報発信、こうい

うものができたところであります。今現在、洞爺湖温泉には、先ほどもお話ししましたけれ

ども、12カ所Ｗｉ－Ｆｉの電波塔を発信しているということをしておりますけれども、実は

この分にはバッテリーが装着されておりません。そうした部分では、今回の放電の停電によ

り、洞爺湖温泉のＷｉ－Ｆｉに関しては、電波は発信しない状況でありました。今後、コミ

ュニティーセンターの部分では、今、ＮＴＴさんがそういう整備していただいたところです

けれども、今、北海道通信局、総務省においても、避難所においてのＷｉ－Ｆｉの整備とい

うので、いろいろと事業をやっているところかと思います。そうした部分では、防災ともい

ろいろ話をしながら、特に洞爺湖温泉、外国人観光客が多くいる中で、そういうバッテリー

を蓄電して発信ができる、そういう部分も今後必要かと思っていますので、検討してまいり

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） 今回の停電災害地におきましては、コミュニティーセンター

が避難所になっておりまして、22名の外国人が入所されていたことから、ＮＴＴドコモに依

頼をして、通信体制、整備いただいております。今回の災害の課題といたしましては、外国

人の対応ということで、充電サービスについては観光センターに多く来られていたというと

ころもございます。そういった通信体制の整備につきましては、今後外国人観光客の対応、
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また一般の国内の観光客の対応も含めまして、しっかり課題と捉えて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） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 町営住宅の移転料の関係でございますが、これは平成18年９月に

できた要綱がございまして、町営建替事業等に伴う移転料支払いに関する要綱というものが

つくってございます。その中で先ほど立野議員が言われました最高限度額を16万円とするも

のでございまして、いわゆる町営住宅を建替事業に伴う移転料、もしくは町営住宅の用途廃

止に伴う移転料としてつくられた要綱でございまして、それに伴って支出するものでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 子育て支援のほうの関係で、改めてこれは要望も兼ねてなのですが、

特に貧困対策、貧困の現状調査ということで、これは議会で一般質問でも取り上げさせてい

ただきましたけれども、その家庭の経済状況、特に就労実態、こういったこともぜひ調査の

対象に入れていただきたいということなのです。特に、ここは、洞爺湖町の観光地でもあり、

観光産業で働く非正規労働者の方が大変多くお出でなわけなのですけれども、あるいは福祉

関係に従事している方もいるだろうと思います。いずれにしても、そういう子供の貧困の実

態がどういう就業実態になっているのかということも含めて、それがわかれば、またそれら

の業界に向けた対策というのも当然考えていかなければならないことだと思うので、ぜひそ

れを項目の中に含めていくような形で、来年、来年度から検討するということですから、今

からか、今年度の初めから検討を始めるということですから、ぜひそれをやっていただきた

いものですが、その点でいかがかということと、２点目に、私もちょっと初めて聞いて、あ、

そうかと思ったのですが、温泉のＷｉ－Ｆｉはバッテリーがないと。そうか、それであそこ

は一生懸命ルーターを避難所につけて、もう届く、届かないという、最初ずいぶん苦労して

いたんだなというのを感じました。これは本当に、観光地でもあるし、こういう５基増やす

ということもそうですけれども、同時にやはりこういう災害時等も含めて、短時間の停電も

ありうるかもしれません。そういうときのためのバックアップの電源をやっぱり確保すると

いうことはぜひ考えていくべきことかなというふうに思いますので、その点もぜひ、今後補

正等含めて考えていただきたいものだと思うのです。この点で改めて伺っておきたいと思い

ます。 

  あと、月浦の移転費、要綱のほうも私見ていたのですが、どんな場合でも16万出るのか。

あるいは、距離とか、部屋の大きさとか、世帯員とか、そういったものを含めて限度額が16

万ですからあれなのですけれども、そういう場合の何か審査というのはあるのかどうか。そ

の辺改めて伺います。 

○議長（佐々木良一君） 皆見総務部次長。 

○総務部次長（皆見 亨君） 実態調査の関係でございます。子どもの未来応援計画、いわゆ
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る子供の貧困対策のときにも就労実態なり世帯の収入状況等なりについては調査をさせてい

ただきました。ただ、大きなくくりだということで、詳細な部分までの実態というのが把握

しかねたこともあるのかというような反省から、今回の調査につきましては、そういった反

省を踏まえて、もう少し細部にわたったような調査項目等をこれから考えていって、より正

確な実態を把握していきたいというふうに思っています。 

○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） 議員おっしゃりとおり、電源がない部分でのＷｉ－Ｆｉの電波

が飛ばないという現状を把握したところであります。避難所、または温泉の施設、外国人が

来れるところに関しては、そこで発電機を起こしてＷｉ－Ｆｉを飛ばしことができますけれ

ども、今後、やはり全体的に有珠山噴火等を備える中では、しっかりとのＷｉ－Ｆｉの電波

を飛ばせられるような、緊急時でもできるような体制をとっていきたいと思います。その分

に関与しましては、企画防災課長のほうともいろいろと連携をとりながらやっていきたいと

思います。また、今回の災害に伴ってなのですけれども、ソフトバンクにおいては、通信、

メール等６時間後に途絶えたという部分で、そうした部分においても既存の電波塔の情報の

発信の仕方、そこら辺も今後考えていきたいと思っております。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 移転料の関係でございます。先ほど話がありました、間取りとか

家族の所帯の人数ではなくて、限度額はあくまでも16万円ということで、２ＤＫでも３ＬＤ

Ｋでも限度額は同じ状況です。お支払いするときには、いろいろ、完了届とか承諾書とかい

ただくのですが、そのときに請求書等お支払いした費用等も全部出していただいて、その上

で精算させていただくという形になっ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） 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16号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号）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ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第16号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第３号）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17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17号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の25ページでございます。 

  議案第17号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによるものでございます。今回は歳出だけの補正でございます。国保会計の、事項別

明細書をご覧いただきたいと思います。 

  事項別明細、３ページ、４ページでございます。 

  歳出でございます。８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金で1,837万

1,000円の増額補正でございます。償還金利子及び割引料で、これについては国庫補助金の

確定による返還金、療養給付費等負担金過年度確定による返還金が1,483万2,000円。退職者

医療交付金過年度確定による返還金が353万9,000円、合わせて1,837万1,000円の増額でござ

います。 

  ９款予備費で、1,837万1,000円の減額でございます。現計で、1,482万4,000円の残という

ことでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。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17号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを採決いたします。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第17号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（佐々木良一君） 日程第10、議案第18号平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の27ページでございます。 

  議案第18号平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）でござ

います。平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによるものでございます。 

第１条で、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

808万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億8,981万5,000円とするもの

でございます。 

それでは、下水道会計の事項別明細書をお開き願いたいと思います。 

  事項別明細書、５ページでございます。 

  まず、歳入でございます。１款分担金及び負担金、１項分担金、１目受益者分担金で84万

6,000円の増額補正でございます。１節として、現年度分で、受益者負担金が一括納付され

たことによる増額補正でございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫補助金、２目浄化槽設置整備事業費国庫補助金でございまして、

23万4,000円の増額補正でございます。浄化槽の設置整備事業の補助金でございまして、４

基分でございます。 

  ５款繰入金、１項繰入金、１目繰入金で700万円の増額補正でございます。繰入金でござ

いまして、一般会計からの繰入金で、消費税の納税見込みによる増額でございます。 

  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。１款公共下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費で721万3,000

円の増額補正でございます。公課費で、消費税の確定見込みによる721万3,000円の増額でご

ざいます。４目浄化槽設置整備事業費260万円の増額でございます。合併浄化槽整備事業で

ございまして、合併処理浄化槽整備補助金５人槽４基分の計上でございます。 

２款公債費、１項公債費、１目元金、これは財源補正でございます。 

  ３款予備費、１項予備費、１目予備費で173万3,000円の減額補正。現計で、223万1,000円

とするものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

          〔「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〕 
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○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第18号平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）についてを採決いたします。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、議案第19号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計

補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の30ページでございます。 

  議案第19号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号）でございます。

平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

るものでございます。 

第１条、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２万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億5,463万4,000円とするもの

でございます。 

それでは、事項別明細書、介護保健特別会計の事項別明細書をご覧いただきたいと思いま

す。 

  ５ページ、６ページでございます。 

  まず、歳入でございます。５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２万9,000円の増額補正でございます。平成29年度介護給付費交付金の精算に伴う追加

交付金でございます。 

  続いて、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険給付費支払準備基金積立金で803万9,000

円の増額補正でございます。積立金として、平成29年度会計決算に伴う譲与金の積立でござ

います。 

５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、698万6,000円の増額補正でござ

います。償還金利子及び割引料で、過年度介護給付費国庫補助金、国庫負担金等の精算に伴

う返還金の計上でございます。 

  ６款予備費、１項予備費、１目予備費で1,499万6,000円の減額補正でございまして、残が
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136万6,000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。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、議案第19号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてを採決いたします。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第19号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２

号））については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第20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20号平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  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20号平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによるものでございます。 

これも歳出のみの補正でございます。 

簡水の事項別明細書、ご覧いただきたいと思います。 

  事項別明細書、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、90万9,000円の増額補正でござい

ます。公課費でございまして、消費税の納付見込み額の増ということでの計上でございます。 

  ４款予備費、１項予備費、１目予備費、90万9,000円の減額。現計で、279万2,000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。 
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  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、議案第20号平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）についてを採決いたします。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第20号平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）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。 

  本日は、これをもって散会いたします。なお、９月26日、午後１時から９月会議を再開い

たしますので、お知らせいたします。 

  ご苦労さまでございました。 

（午後 １時４２分） 
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