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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ３ ０ 年 ９ 月 会 議 

 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

平成３０年９月２６日（水曜日）午後 １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 諸般の報告について 

日程第 ３ 行政報告について 

日程第 ４ 議案第２１号 平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ５ 認定第 １号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について 

      認定第 ２号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について 

      認定第 ３号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定に

ついて 

      認定第 ４号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定

について 

      認定第 ５号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定につい

て 

      認定第 ６号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定に

ついて 

      認定第 ７号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定

について 

（報告第５号 決算特別委員会審査報告） 

日程第 ６ 意見書案第６号 オスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内飛行を直ちに中止するこ

とを求める意見書（案）について 

日程第 ７ 意見書案第７号 介護保険制度の抜本的改革を求める意見書（案）について 

日程第 ８ 意見書案第８号 市町村管理河川維持改修費への国庫補助を求める意見書（案）に

ついて 

日程第 ９ 意見書案第９号 林業・木材産業の成長産業化にむけた施策の充実・強化を求める

意見書（案）について 

日程第１０ 発議第 １号 洞爺湖町議会議員定数条例の一部改正について 

日程第１１ 議会運営委員の辞任について 

日程第１２ 選任第 １号 議会運営委員の補充選任について 

日程第１３ 選任第 ２号 常任委員の補充選任について 

日程第１４ 承認第 ２号 議員の派遣について 
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────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第１４まで議事日程に同じ 

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

出席議員（１３名） 

  １番   岡  崎     訓  君    ２番   越 前 谷  邦  夫  君 

  ３番   竹  林  新  市  君    ４番   今  野  幸  子  君 

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

７番   小  松     晃  君    ９番   板  垣  正  人  君 

 １０番   大  屋     治  君   １１番   篠  原     功  君 

 １２番   大  西     智  君   １３番   五 十 嵐  篤  雄  君 

 １４番   佐 々 木  良  一  君 

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

欠席議員（０名） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 副 町 長 森     寿  浩  君 

総務部長 佐 々 木  清  志  君 経済部長 八 反 田     稔  君 

経 済 部 

参 与 
鈴  木  清  隆  君 

経 済 部 

参 与 
武  川  正  人  君 

洞爺総合

支 所 長 
伊  藤  里  志  君 

企画防災

課 長 
佐  野  大  次  君 

税務財政

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

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
原     信  也  君 環境課長 若  木     渉  君 

上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 庶務課長 見  付  敬  蔵  君 
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農業振興

課 長 
片  岸  昭  弘  君 

洞爺湖温

泉支所長 
山  崎  貞  博  君 

会計管理

者兼会計

課 長 

石  川  邦  子  君 教 育 長 遠  藤  秀  男  君 

教育次長 天  野  英  樹  君 
代表監査

委 員 
山  口  芳  行  君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 毛  利  敏  夫 書 記 中  川  翔  太 

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

◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、ご苦労さまでございます。 

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、３番、竹林議員、４番、今野議員

を指名いたします。 

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

◎諸般の報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承を願います。 

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

◎行政報告について 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町議会、平成30年９月会議の町の追加行政報告を申し上げま

す。 

  一つ目でございます。厚真町、安平町及びむかわ町へのお見舞いについてでございます。 

９月６日木曜日、午前３時７分に発生した北海道胆振東部地震では、北海道内各地で大

きな被害に遭遇し、死者41名の尊い命が奪われてしまいました。お亡くなりになられた

方々に、心からご冥福をお祈りいたします。また、けが人、さらには家屋倒壊等の被害な

どを受けられた方々に対しましても、お見舞いを申し上げるところでございます。 

  去る９月１６日日曜日に、このたびの地震災害で甚大な被害を受けた、同じ胆振管内東

部の厚真町、安平町及びむかわ町に対し、胆振西部の３町（豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖

町）の町長と議会議長により、合同のお見舞いに行ってまいりました。胆振東部３町を見

て回ると、中心部での家屋倒壊などもそうですが、至るところで液状化現象も見られ、特

に山々の地滑りがひどい状況であり、復旧・復興については、長い年月を要すると思われ

ますが、これからも、町としてできる限りの支援をしてまいりたいと思うところでありま

すので、議員各位におかれましても、ご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 以上で、行政報告を終わります。 
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────────────────────────────────────────── 

◎議案第21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21号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算

（第４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、追加議案書の１ページをお開き願います。 

  それでは追加議案書１ページ、議案第21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４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４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、第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ995万7,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70億3,014万円とするものでございます。なお、

地方債の補正については事項別明細のほうでご説明をさせていただきます。 

  それでは、事項別明細書をお開き願います。 

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。 

15款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金で95万7,000円の増額補正でございます。

災害救助費負担金ということで、北海道全域が地震・停電により、災害救助法の適用になっ

ておりますので、その部分について歳入を見込むものでございます。 

21款町債１項町債９目災害復旧債900万円の増額補正でございます。災害復旧事業債とし

て、これについては、台風21号のほうの被害にかかわって歳入を見込むものでございます。 

  続いて、７ページ、８ページ、歳出になります。 

歳出、１款議会費１項議会費１目議会費で、20万7,000円の増額補正でございます。旅費

として20万7,000円の計上でございます。洞爺湖日中友好協会が、友好湖の契りを結んでお

ります中国の黄山市を親善訪問するということで、同行を願いたいということでございます

ので、議会議員１名の旅費を計上しております。 

  それから、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費で20万7,000円。これにつきまして

も、黄山市親善訪問にかかわる旅費ということで、これについては総務管理費で１名、それ

から観光費のほうで１名、同じく組んでおります。20万7,000円の計上でございます。 

それから３款民生費６項災害救助費１目災害救助費で95万7,000万円の増額補正でござい

ます。まず、職員手当でございますが、避難所対応にかかわる経費でございまして、職員の

時間外手当、それから管理職員の特別勤務手当65万7,000円と9,000円の計上。それから、賃

金につきましては給食センターの嘱託職員の皆さんが避難所の対応をしていただいておりま

すので、５万9,000円の計上でございます。それから需用費で、消耗品費、燃料費で発電機

の燃料代、それから食料費はおにぎり等つくりましたので、炊き出しの費用、それから修繕
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料につきましては、配電盤への発電管の接続が３カ所あるということでの計上でございます。

それから、扶助費については、要支援者を協会病院さんのほうで受け入れをしていただきま

したので、それにかかわる扶助費１万8,000円の計上でございます。 

７款商工費２項観光費１目観光振興費で119万2,000円の増額補正でございます。旅費につ

きましては、１名分、黄山市への親善訪問、それから負担金補助及び交付金で98万5,000円

の計上でございますが、洞爺湖日中友好協会への補助金ということで、協会の方７名の出席

を予定しているということで、１人６万円で７名分ということで42万円の計上でございます。

それから、海外メディア情報発信事業補助金ということで、今回の地震災害等で風評被害が

心配されると、もう既に出ておりますけれども、６カ国への海外メディアの発信ということ

で補助金を計上しているところでございます。 

９款消防費１項消防費２目災害対策費で195万4,000円の増額補正でございます。旅費につ

いては36万7,000円、被災地であります厚真町に９名の職員を派遣しております。それの36

万7,000円の計上。それから、燃料費48万6,000円については、本庁、この建物の発電機の燃

料費の計上でございます。それから、医薬材料費については、停電によって予防接種のワク

チンを冷蔵保存しておりましたものが廃棄しなければならないということで、補塡のための

70万1,000円の計上でございます。それから、委託料で40万円でございますが、北洞爺テレ

ビ中継局バックアップ委託料ということで、洞爺のほうにありますテレビ中継局、これが停

電で８時間もつバッテリーということでございますが、台風による停電、それからその後の

地震による停電ということで２回分でございますけれども、20万円×２回ということで40万

円の計上でございます。 

次のページでございます。９ページ、10ページ、13款予備費でございます。380万3,000円

の減額補正でございまして、現在2,945万7,000円の予備費でございます。 

最後に、14款災害復旧費その他公共施設・公用施設災害復旧事業ということで、１目その

他公共施設・公用施設災害復旧事業924万3,000円の計上でございます。需要費345万7,000円

で、修繕料で緑化ハウス、ビニールハウスの被害、それから虻田小学校の屋根の一部被害が

ありまして、修繕料で345万7,000円の計上でございます。それから、倒木処理委託料で、倒

木20本分を業者さんのほうに委託をしておりまして、48万6,000円の計上でございます。そ

れから、洞爺の学校プールのウェアシートが被害に遭いまして、これの設置・除去委託料と

して530万円の計上としております。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  ６番立野議員。 

○６番（立野広志君） １点だけ伺います。今回、友好湖として黄山市のほうに観光事業者を

中心として参加されるということですが、この商工費の中の観光振興対策事業の中の旅費と
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してかかる費用の３分の１の７名分ということで、町が費用負担をするということになって

いるのですが、この根拠は何を根拠にしてこの３分の１支出するということにしているのか。

それから、そうするとこの先も、例えばそういう町への要請があった場合に、この比率でも

って、今後も助成するという考えなのかどうかということで、ちょっとお聞きしたいと思い

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） 洞爺湖日中友好協会の補助金で42万円の部分かと思います。こ

の安徽省黄山市との交流でありますけれども、平成21年４月に黄山市より観光部観光訪問団

が当町を訪れて、その後いろいろと交流をしてきたところでございます。その後は、こちら

のほうから黄山市に行ったり、また、黄山市のほうから洞爺湖町を訪れて交流を進めてきた

ところでありまして、そうした中で洞爺湖日中友好協会が平成23年3月24日に設立されてお

ります。この事業に関しましては、洞爺湖町にあります洞爺湖と、また黄山市にあります太

平湖、この二つの友好湖の覚書を結んで、それから交流をしているところでありまして、文

化団体という形の中でこの日中友好協会がいろいろと、また交流をその後もしてきたところ

であります。そうした中で、今回、安徽省のほうに問い合わせをしたところ、ぜひ洞爺湖町

の皆さん、こちらのほうへ来ていただきたいということでの歓迎のお返事をいただいている

ところでありまして、この目的の部分に関しましては、やはり両町というか市と町が覚書を

結んでいる地域としての交流として行くものと考えております。そうした部分では、今回１

人18万ほどの旅費を想定しておりまして、その中の３分の１については個人負担、それと日

中友好協会のほうから３分の１、そして洞爺湖町において残りの３分の１を負担していただ

きたいということで、協会からのご依頼があります。 

  今後の部分ということで、ほかの団体の部分というお話がありましたけれども、まず一つ、

先ほどからお話ししていますとおり、この日中友好協会の部分に関しましては、この友好湖

の契りを結んでいる市と町という形の中での活動の部分で今回訪問させていただく中で、町

にご支援をお願いしたいという形で依頼は来ているものでございます。その部分においては、

ほかの団体とはまたどうなのかというのはありますけれども、この団体については、やはり

この友好湖の契りの部分の中で活動しているものと考えて、町としても判断をしたところで

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、この３分の１を町が負担するということは、友好協会側

からの依頼を受けて３分の１にしたということなのですね。実は私、別にそれを良い悪いと

いう話ではなくて、こういう形で、例えば友好を結んでいる地域に例えばこういう文化団体

にしろ、やはりどちらかというと事業者を中心としてこれに参加することになるわけですが、

そういう依頼があったときに、ではいくら町が負担するのかというときに、当然これは前例

として残ることになると思うのです。ですから、この３分の１を補助するということが、し

っかりとした根拠を持って、ただ要請されたから出したというのではなくて、これは町側と
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してこういう根拠に基づいて支出したのだということをしっかりしていかないと、似たよう

な要請がまたあったときに、今後どうするのかと。あるいは今回だけではなく、また次の機

会にこういったことが出てきたときに、前回は３分の１出したのだから、また今回もお願い

しますよと、こういうふうになるのかどうかということです。そのことも含めて、依頼をさ

れて決めたというのではなくて、町が主体的にこれをどう判断をして３分の１を良しとして

決めたのかどうか。このあたりの根拠がどこまではっきり、しっかりしているのかというこ

とを聞きたいのです。 

○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） 2009年の７月14日に黄山市と洞爺湖町が友好湖の締結を結んで

おります。これというのは、行政としての友好湖を結んでいる契りとしての部分でありまし

て、今回の事業に関しても、やはり町としての判断の中で訪問をすることと考えております。 

そうした中では、この団体に関して参加される方々は今までもこの友好協会の中で黄山市

との交流をしているところでありまして、そうした中では町としてもやはりこの部分に関し

ては支援をしていく。ただ、３分の１がずっと続くのかというのはありますけれども、やは

り相手側も、協会もしっかりと自分たちの自己負担というのをしていただきながら、今回３

分の１を出す形にしております。向こうから言われてきた部分というよりも、やはり今回、

行く分に当たって町にご支援を願いたいということでのお話の中で判断を決めさせていただ

いたところであります。 

○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。 

  13番五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） ８ページになります。消防費の中で、委託料で、北洞爺テレビ中

継局バックアップ委託料で40万が計上されていますけれども、確かに停電後に回復して、テ

レビを見ようとしたらテレビが映らなくて、画面表示されるのが、アンテナの位置がどうだ

とかということで、アンテナを見てくださいということで、私、台風が前日にありましたの

で、アンテナの向きが変わっていたと思いまして、屋根に登ってアンテナの位置を変えなけ

ればだめかなと思っていたら、しばらくして実は映るようにはなったのですが。この中継局

のバックアップのこのシステムと言いますか、停電が続くたびにこの費用がかかるようでは、

ちょっと軟弱な中継局だなという気がいたしたのですが、停電をしても通電されたらすぐに

復旧できるような中継局にならないものかどうか、ちょっとわからないのですが、確認され

ているかどうかを伺います。 

○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） この費用でございますけれども、今、五十嵐議員おっしゃられ

たとおりでありまして、台風で、一度通電しないと非常用バッテリーというのが８時間継続

で流れております。それを経過しますと、もう全くテレビが映らない状況になりまして、一

度復旧しております。その後、次の地震によりということで、一度直してもらいまして、バ

ッテリーも全て交換しております。充電ではございませんで、新規のものをつけて、また８
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時間経過して、それで、これらの対応について何か新しい操作はできないかということで、

現在打ち合わせをしております。一度の設備で大体20万ほどの修繕料かかっておりますので、

これについてはちょっと今業者と最終的に詰めさせていただいておりますので、またそれに

ついて、新年度予算等に計上できればなというふうに事務方で思っております。 

  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。 

          〔「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21号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４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21号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第４号）について

は、原案のとおり可決されました。 

◎認定第１号から認定第７号まで一括説明、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、認定第１号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算

の認定についてから認定第７号平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認

定についてまでを一括して議題といたします。 

  各会計決算の認定については、決算特別委員会の付託事件でありますので、決算特別委員

会委員長から一括して報告を求めます。 

  立野委員長。 

○決算特別委員会委員長（立野広志君） それでは、読み上げて報告させていただきます。 

報告第５号、委員会審査報告書。 

  平成30年９月26日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様、決算特別委員会委員長、立野広志。 

  洞爺湖町議会平成30年９月会議において、特別委員会に付託の事件は、審査の結果、下

記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告いたします。 

  記。 

  審査期日。平成30年９月21日、25日、26日の３日間です。 

  ２、審査の対象。 

認定第１号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について。 
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  認定第２号平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について。 

  認定第３号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について。 

  認定第４号平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定について。 

  認定第５号平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について。 

  認定第６号平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定について。 

  認定第７号平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定について。 

３、審査の結果。 

  平成29年度各会計決算認定については、次のとおり意見を付して認定すべきものとして決

定した。 

  ４、審査意見。 

  本特別委員会は、９月21日より26日までの３日間にわたり、水道事業会計、一般会計、特

別会計を慎重に審査しました。一般会計においては、歳入歳出ともに前年度に比べ減少して

いる結果となった。歳入の約２分の１を占める地方交付税も年々減少傾向であり、今後、町

の将来を見据えた歳入確保の努力、そして適切な財政支出の展開がより一層求められる。平

成29年度では、ホタテ作業用配電盤の設置や馬鈴薯貯蔵施設の整備などの大規模な財政支出

があったが厳しい財政状況が変わらない中、おおむね限られた財源を適切かつ効率よく執行

したと認められるものである。 

  水道事業会計、特別会計においては、監査委員の審査により正当性が確認されており、財

政運営はおおむね健全な状態であると判断されるが、水道事業会計における優秀率が前年度

と比べて減少していることから、漏水対策及び老朽管の更新を行い、優秀率の向上に努力を

されたい。 

  平成30年度においても、本特別委員会の審査過程で出された意見、指摘事項等、十分に留

意され、今後とも町民から理解される行財政改革の推進と町民が納得する適正な財政運営を

図られることを要望いたします。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） これで報告を終わります。 

  なお、決算特別委員会は、議長、監査委員を除く全員による委員会でありますので、委員

長に対する質疑を省略したいと思いますが、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。質疑を省略します。 

  それでは、認定第１号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定についてから、

１件ずつ討論と採決を行います。 

  初めに、認定第１号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について討論はあ

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。 
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  これから、認定第１号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定についてを採決

します。 

  お諮りします。 

  本件は、委員長報告のとおり認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、認定第１号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定については、

認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第２号平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について、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、認定第２号平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定についてを採決しま

す。 

  お諮りします。 

  本件は、委員長報告のとおり認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、認定第２号平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定については、委員

長報告のとおり認定とされました。 

  次に、認定第３号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について、

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、認定第３号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定につい

てを採決します。 

  お諮りします。 

  本件は、委員長報告のとおり認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、認定第３号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定につ

いては、認定することに決定をいたしました。 

  次に、認定第４号平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定について、

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。 
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  これから、認定第４号平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定につ

いてを採決します。 

  お諮りします。 

  本件は、委員長報告のとおり認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、認定第４号平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定に

ついては、認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第５号平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について、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、認定第５号平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  本件は、委員長報告のとおり認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、認定第５号平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について

は、認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第６号平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定について、

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、認定第６号平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定につい

てを採決します。 

  お諮りします。 

  本件は、委員長報告のとおり認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、認定第６号平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定につ

いては、認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第７号平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定について、

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。 
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  これから、認定第７号平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いてを採決します。 

  お諮りします。 

  本件は、委員長報告のとおり認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、認定第７号平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定に

ついては、認定することに決定いたしました。 

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

◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第６、意見書案第６号オスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内

飛行を直ちに中止することを求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、意見書案を読み上げて提案させていただきます。 

  意見書案第６号、平成30年９月10日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。提出議員、立野

広志。賛成議員、今野幸子。 

オスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内飛行を直ちに中止することを求める意見書（案）

について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣、総務大臣。 

  オスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内飛行を直ちに中止することを求める意見書（案）。 

  普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）に配備したオスプレイを、日米両政府は訓練の県外移転

を進めている。政府は、道内訓練などが沖縄の基地負担軽減が目的だと繰り返し説明してき

た。 

ところが、オスプレイが道内で初参加した昨年８月の日米共同訓練を巡り、防衛省の内部

文書では、訓練目的として「沖縄の負担軽減」にかかわる記述はなく、自衛隊と米軍との

「相互運用性の向上」が挙げられているとマスコミで報道された。 

さらに、北海道での今年の共同訓練が９月中旬にも行われる見通しの中、米側からの「道

内の補給拠点を」との要求に対し防衛省などは、陸上自衛隊帯広駐屯地内の十勝飛行場の活

用を検討していることも明らかになった。 

政府は沖縄の負担軽減を名目にして、訓練区域を日本全国に拡大しつつ、自衛隊と米軍と

の一体運用の強化を図ろうとしている。 

８月14日には、米軍普天間飛行場所属のオスプレイが奄美空港と米軍嘉手納基地に相次い

で緊急着陸し、嘉手納飛行場では緊急車両が出動した。 
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  オスプレイは、国内外でトラブルが絶えず、兼ねてから欠陥が指摘されている。2016年12

月には、名護市安部の沿岸に墜落し２人が負傷し、その後もトラブルは後を絶たない。 

昨年も岩国基地で白煙を上げたほか、伊江島補助飛行場、奄美空港、大分空港、石垣空港

に緊急着陸した。さらにオーストラリア東部海上に墜落し３人が死亡する事故も起こしてい

る。 

今年に入ってからも、うるま市伊計島で部品を落下させ、奄美空港ヘの緊急着陸を繰り返

し昨年６月以降４回にもなる。 

沖縄では昼夜の別なくオスプレイが自由自在に飛行し騒音に苦しめられ、絶えず不安を抱

えながらの生活を強いられている。政府の訓練地域拡大の口実、「負担軽減」について、沖

縄の住民の間では、騒音に変化がなく「実感がない」との不満が充満している。 

ＣＨ53Ｅへリの窓が校庭に落下した普天間第二小学校では、米軍機が学校上空一帯を飛ぶ

たびに校舎内に避難した回数が５カ月間に671回にも及び、「授業どころではない」と怒り

が広がっている。 

道内でも訓練場所として報道されている北海道大演習揚、上富良野演習場、矢臼別演習場

などの関係自治体の住民、給油や整備を行う補給拠点候補地に挙げられている帯広を初め、

道民の間で安全性や騒音に対する不安が広がっている。これは騒音被害や墜落など重大事故

の危険を全国に拡散するものでしかない。 

よって、洞爺湖町議会は、道民の生命、財産及び安心・安全な生活を守る立場から、北海

道を初めとしたオスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内飛行を直ちに中止することを強く求

める。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成30年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

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。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

12番大西議員。 

○１２番（大西 智君） 意見書案第６号に対して、反対の立場で討論をさせていただきます。 

  オスプレイの訓練地域拡大と全面飛行を中止する意見書案かと思いますが、ＣＶ22オスプ

レイは、現在配備されている輸送ヘリコプターＣＨ46と比べて、最大速度で約２倍、搭載量

で約３倍、そして行動半径は約４倍となっております。また、即応性にも格段にすぐれてい
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る機種となっておりますが、議員が今、意見書の中でいろいろと述べられておりました。確

かに、いろんなトラブル等などがあり、マスコミ等でも報道されているのも事実かなと思っ

ております。しかしながら、北海道においての配備、または洞爺湖町内でのオスプレイのい

ろいろなトラブル等とは現時点ではないわけでありまして、オスプレイの配備は、我が国を

取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増す中、日米同盟の抑止力、そして対処力を向上させ、

アジア太平洋地域の安定に資するものと考えます。オスプレイを含め、米軍機の飛行安全の

確保は、米軍が日本に駐留する上での大前提であり、安全確保等の問題については、日米両

国政府で緊密な連携がなされているものと考えます。また、国防上の問題、防衛の国の専管

事項だけに、踏み込んだ対応は厳しいものと考えるべきと思います。 

  以上のことから、この意見書案に対しては、反対の立場で討論させていただきます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

４番今野議員。 

○４番（今野幸子君） 意見書案第６号オスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内飛行を直ちに

中止することを求める意見書案について、賛成意見を述べさせていただきます。 

  空軍のＣＶ22オスプレイは、４月の横浜への陸揚げ以来、全てが事後報告で、いつ来るの

か、いつ飛ぶのか、またどこで何をするのか全て秘密です。日本政府は、米軍の運用にかか

わるので差し控えると言って明らかにしていません。 

  オスプレイは、国内の内外でトラブルが多く、死傷者を出しています。昨年８月、普天間

基地所属の垂直離着陸機ＭＶ22オスプレイが参加して、北海道で行われた日米共同訓練ノー

ザンヴァイパーに関する防衛省の内部資料で、訓練目的として自衛隊と米軍との相互運用性

の向上などを挙げる一方、沖縄の負担軽減にかかわる記述はないことがわかりました。沖縄

の負担軽減を口実に、共同訓練、その演習場を拡大しています。墜落事故の原因を究明も反

省もなく、訓練を強行することは許されません。洞爺湖町に影響がないからといって良いと

は言えない。日本全体のことと考えています。 

  以上の理由から、意見書案第６号オスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内飛行を直ちに中

止することを求める意見書案について賛成いたします。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終了します。 

  これから意見書案第６号オスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内飛行を直ちに中止するこ

とを求める意見書案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） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第６号オスプレイの訓練地域拡大をやめ、国内飛行を直ちに中止す

ることを求める意見書案については、否決されました。 
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────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、意見書案第７号介護保険制度の抜本的改革を求める意見

書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  今野議員。 

○４番（今野幸子君） 意見書案第７号、平成30年９月10日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一

様。提出議員、今野幸子。賛成議員、立野広志。 

介護保険制度の抜本的改革を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

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

  介護保険制度の抜本的改革を求める意見書（案）。 

介護保険制度は2000年、「家族介護から社会で支える介護へ」というスローガンを掲げて

導入されましたが、実際には、要介護度に応じてサービス内容や支給額が制限され、スター

トから「保険あって介護なし」と言われていた。 

歴代政権、特に現政権による社会保障費削減路線のもと、負担増やサービス取り上げの制

度改正が繰り返し強行され、「生活援助の基準時間の60分から45分ヘ短縮」、「『要支援１、

２』の利用者の訪問介護・通所介護が介護保険から外し、要支援者には、自治体から代替サ

ービスを提供。そのサービスを担う「新総合事業」の予算に上限がつけられ、各自治体に大

幅な給付費の抑制を求める」、「特養ホームへの入所は原則「要介護３」以上とされ、10万

人を超える待機者を排除」「『所得160万円以上』（単身で年金収入280万円以上）の人の利

用料を、１割負担から２割へ引き上げ」などの結果、介護サービスを減らした人が35％も生

まれ（２割負担実施後の調査）、たび重なる保険料の値上げによって保険料を払えず滞納処

分を受けた65歳以上の人が全国で１万6,000人を超える（2016年度）という深刻な実態が浮

き彫りになっている。 

にもかかわらず、政府は、各自治体の「自立支援」、「給付効率化」の達成度を国が採

点・評価し、成果に応じての予算を加算する仕組みを導入、今年８月から「年金収入340万

円以上」の人の利用料は３割負担に引き上げを行っている。 

厚労省の見通しでは、現在、全国平均で月5,300円である65歳以上の保険料が、2025年に

は月8,200円にも引き上がるとされている。介護報酬の引き下げにより事業所は経営難に追

い込まれ、事業から撤退するところも生まれている。 

介護労働者の平均賃金は全産業平均を月10万円も下回るという低賃金と非正規労働が主流、

人手不足の常態化という劣悪な条件で介護現場を守っている。 

利用者への負担を一方的に押し付け、給付削減の改正は、利用者・家族を苦しめ、“使え

ない制度”という不信を高め、制度の存立基盤を危うくするだけである。 
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よって、本議会は、「必要な介護が保障される持続可能な制度」へと抜本的に改革するこ

とを強く求める。 

記。 

１、介護保険料・利用料について、国として実効性ある減免制度をつくること。 

２、国庫負担を当面、現在の25％から35％に10％引き上げること。 

３、保険料・利用料の引き上げに連動させることなく、介護・福祉労働者の賃金アップを

図るため、介護報酬とは別枠の、国費の直接投入による賃金引き上げの仕組みを創設するこ

と。 

４、ヘルパーの生活援助の時間短縮、「７時間以下」のデイサービスヘの報酬削減、特養

ホームの「多床室」やベッドの回転が遅い老健施設に対する報酬削減など、この間、繰り返

されてきた、サービス利用制限のための報酬改悪を見直すこと。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成30年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

○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。 

  板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今回の介護保険制度の抜本的改革を求める意見書、確かに本当に多面

的からたくさん書いております。また、いろんな意見も載っております。賛成する場面と賛

成できない場面もありますけれども、提案者にお聞きしますけれども、これだけ書いてあっ

て相当勉強されたと思います。ちょっと気になるのが、例えば本文の下のほう、下から４段

目かな、「利用者への負担を一方的に押し付け、給付削減の改正は、利用者・家族を苦しめ、

使えない制度という不信を高め」という。使えない制度と、実際使っていらっしゃる方もい

ますけれども、これから使えなくなると、このままでは使えなくなるということなのか、そ

の辺のことをまず確認したいと思います。 

  それともう一つ、記、１、２の２の場面で、「国庫負担を当面、現在の25％から35％に

10％引き上げる」と書いておりますけれども、これ10％引き上げたら、どれくらいの金額が

大体国費として負担されるのか。わかっていれば教えていただきたいと思います。 

 ほかにもあるけれども、その二つ、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

○４番（今野幸子君） 使えなくなるというのは、低所得者などでもやはり多くなると思うの

ですけれども、重くなればなったほど、やっぱり負担金は点数によって決められていくので、

大きくなっていきます。上限の限度はありますけれども、とても高いもの、私にとっては高

いものだと思っています。そういうふうに感じて、やっぱり削減されていっている。２割負

担、または３割負担、８月から３割負担導入されましたけれども、それによって、やっぱり

受ける人数が確実に減ってきているということも事実であって、先ほど説明ありましたけれ
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ども、支援１、２に行ったから減ったのだというのもありますし、また、負担が大きくなる

ことで抑えようとする。だから、受けたい全体を全部が受けられなくなる。その一部は受け

られるかもしれません、経済的なもので。そういった感じで、やはりそれを見る家族たちが

それを補っていくという家族への負担というものも考えられます。 

  それと、10％に引き上げる。これについて、金額的には計算してはいませんが、本当に将

来的にはもっと上げたいと考えています。すみません。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。その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。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

９番板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今話されました、介護保険制度の抜本的改革を求める意見書（案）に

対して、反対の立場で討論させていただきます。 

  たくさん書かれていて、本当にそこの部分はそうだなとか、賛同できるところもたくさん

あるのですけれども、洞爺湖町町議会として出す場面の文章なので、やはり今回、このまま

の文章ではちょっと賛成できかねるなということで討論させていただきます。 

  まず、今お話ありましたけれども、年金収入340万円以上の利用者は３割負担になったと

書いておりますけれども、当町で、例えば年金だけで340万円もらっている方というのは、

私は個人的に思いますけれども、高額な方だと思っております、月30万ぐらいですから、年

金収入だけです。そういうことを含めて、そういう方はやっぱり、今、当町の若い、夫婦で

子供２人の場面の家族なんか見ていますと、百数十万とか、多くても二百何十万くらいで大

体生活されておられる方もたくさん私知っておりますし、また、50万円以下の年金で何とか

細々と暮らしている方もたくさん知っております。その中で、こういう高額というか、現役

並みの年金をもらっている方は、やっぱり相応分の負担というか、３割負担は適当でないか

なと、私は個人的に思っております。 

  また、介護制度というのは2000年からスタートしたということで、もう18年経っておりま

す。その中で、私のところによると、介護費用というのがは当時から比べると３倍以上にな

っているというような話も聞きますので、それをまた全部国費を出して、それで全部、負担

を全部国の税金で賄うということになっていくと、まだまだ別の場面にまた大変なことにな

っていくのではないかと思いますので、まだまだたくさんありますけれども、この２点をも

って、今回の介護保険制度の抜本的改革を求める意見書案に対しては、反対の立場で討論さ

せていただきました。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  ６番立野議員。 

○６番（立野広志君） 私は、今提案された介護保険制度の抜本的改革を求める意見書（案）



- 171 - 

 

に賛成する立場で討論に参加したいと思います。 

  もう既に介護保険の制度については、皆さんもご存じだと思うのですが、先ほど反対者の

方が言われたように、ちょうど有珠山の噴火の年である2000年に介護保険が始まりまして、

そしてその当時から、制度がつくられる当時から「保険あって介護なし」というふうに言わ

れていたように、実際に保険料を払って払い続けても必要なときに必要な介護は受けられな

いということは当初から言われ続けてきたわけです。それがさらに、今、介護保険の新たな

負担が、この今年に入っても、これまでも繰り返し行われてきました。一定の所得がある人

というわけですけれども、例えばこの３割負担は、確かに町内では７人程度しか該当してい

ないというふうに担当のほうから聞いておりますけれども、本人負担が２割から３割に引き

上げられている方も結構おりますし、そういった点では所得に応じて確かに負担はすればい

いんのだと言うかもしれませんが、実際に負担するとなったら、相当な実は金額になります。

例えば、個室を持って特養施設などに入る方にとって見ると、減額制度が、今はそれも廃止

すると言っているのですが、減額があって、ようやく最高枠で８万ちょっとです。もし、減

額のこの制度がなくなれば14万5,000円くらい、今度は１カ月負担しなければならないと、

こんなような状況にもなって、こういうふうにどんどんと今、改悪が進んでいるというふう

に言っていいと思うのです。 

  ですから、先ほど来上がっているように、この介護保険制度はもともとが保険として成り

立っていかない制度です。そもそもは、やはりこういう国が社会保障制度をどんどんとやっ

ぱり改革してくる中で、介護保険も、家族の介護の負担を軽減するためだと表向きでは言っ

てきたけれども、実際には介護するために、それこそ高齢者が高齢者を介護する老々介護で

あったり、あるいは介護する若い方が離職をして介護しなければならないとかということを、

実際には家族の負担が相当増えています。施設に入れたくても、なかなか入れられない。お

金の問題もそうですし、それから、今入れたくても施設も足りなくて入るところがないとい

う状況もあります。ところが、保険料だけはしっかりと納めていかなくてはならない。こう

いう状況の中で、では本当に国に財政がなくて大変なのかといえば、それこそ軍事費なんか

でも、１基1,000億円もするようなそういうミサイルも２基配備するとか、それも命中率が

半分もないような、そういうものらしいですけれども、そういう無駄を省いていけば、まだ

まだこの社会保障というのは、予算は充てられるはずだと。そういう点からも、やっぱり特

に地域の高齢者、介護を必要とする人たちの暮らしを守る、町民の命と健康を守る。こうい

う立場に立ったら、やっぱり議会としても、国に対してしっかり物を申していくと。そうい

う態度が必要なのではないかということで、この意見書案については賛成をいたします。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終了します。 

  これから、意見書案第７号介護保険制度の抜本的改革を求める意見書（案）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。 
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          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第７号介護保険制度の抜本的改革を求める意見書（案）についてに

ついては、否決されました。 

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

◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、意見書案第８号市町村管理河川維持改修費への国庫補助

を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、読み上げて提案させていただきます。 

  意見書案第８号、平成30年９月10日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。提出議員、立野

広志。賛成議員、今野幸子。 

市町村管理河川維持改修費への国庫補助を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、財務大臣、総務大臣。 

  市町村管理河川維持改修費への国庫補助を求める意見書（案）。 

本年の西日本豪雨災害に象徴されるように、近年気象の変化が原因と思われる局所的な集

中豪雨被害が毎年のように全国各地で発生している。北海道も近年では例外ではなくなって

きている。 

その災害の実態・態様を検証すると市町村が管理する普通河川の決壊・氾濫も少なくない

割合となっている。したがって、豪雨災害に備えるため普通河川の日常的な治水のための諸

施策は市町村防災対策上欠かせないものである。 

また、国の国土強靱化アクションプラン2018において全国の中小河川の緊急点検の結果を

踏まえた土砂・流木対策や再度の氾濫防止対策を強調し、強靱な地域づくりの推進において

は地方公共団体における国土強靱化地域計画の推進を求めている。 

しかし、普通河川における維持管理や改修には多額の費用を要することから、市町村独自

の治水対策事業には財源的に限界があるのが実情である。 

災害復旧工事費用は国庫補助が対象となり、その都度復旧工事が行われているところであ

るが、災害を未然に回避するための普通河川の計画的な改修・治水事業こそ優先すべきであ

り必須である。 

よって、市町村が管理する主要な普通河川の改修・治水事業について国の財政的な支援を

強く求めるものである。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成30年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 
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  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

          〔「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。 

  10番大屋議員。 

○１０番（大屋 治君） ただいまの意見書案第８号市町村管理河川維持改修費への国庫補助

を求める意見書（案）について、反対する立場から討論させていただきます。 

  政府の31年度一般会計の概算要求額が100兆円以上となることが見込まれる状態であり、

安倍政権が３期目に入り、成長戦力や人づくり改革など、看板政策の一層の強化を推し進め

る中、日本豪雨災害や台風災害、特に21号の台風災害など胆振東部地震の復興費や防災関連

費も増大が見込まれるのは必定です。東日本大災害の復興支援費用、それから高齢化が進む

中、先ほど言っていました医療費など社会保障の増大、そして学校には熱中症対策のエアコ

ンの整備を進めなければならないわけで、巨額の設備費用を必要とします。河川整備も対象

に含まれる防災安全交付金によって、地方自治体の取り組みも支援されている現状であると

思います。この交付金の予算額は、平成29年度、30年度とも、１兆1,000億円を上回る規模

であり、厳しい財政状況を勘案すれば、さらなる財政支援の必要性については、慎重に判断

すべきと考えますので、本件意見書案には反対であります。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  ４番今野議員。 

○４番（今野幸子君） 意見書案第８号市町村管理河川維持改修費への国庫補助を求める意見

書（案）について、賛成意見を述べさせていただきます。 

  気候変化により、今までにないような大きな台風、または集中的なゲリラ豪雨がとても多

くなってきています。地震や津波など、想定外とは言っていられない、命にかかわることが

起きています。その中で、河川の氾濫で家々が流されたり、また人の命が失ったりすること

も多々あります。そうなる前に改修をしなければならない。災害に遭ってから、災害復旧工

事費として国庫補助を出すのであれば、災害復旧工事としてではなく、災害予防対策工事と

して国庫補助を出してほしいと思います。 

  以上の理由から、意見書案第８号市町村管理河川維持改修費への国庫補助を求める意見書

（案）について賛成いたします。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終了します。 

  これから、意見書案第８号市町村管理河川維持改修費への国庫補助を求める意見書（案）

についてを採決いたします。 
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  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） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第８号市町村管理河川維持改修費への国庫補助を求める意見書

（案）については、否決されました。 

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

◎意見書案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第９、意見書案第９号林業・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見書（案）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 読み上げて提案します。 

  意見書案第９号、平成30年９月10日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。提出議員、経済

常任委員会委員長、板垣正人。 

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）について。 

  会議規則第９条第３項の規定により、上記議案を別紙のとおり提出します。 

  記。 

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

農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。 

裏面をごらんください。 

  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）。 

  本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の

供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、

「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進める必要が

ある。 

森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・所

得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。 

道では、森林の公益的機能の維持管理と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業

及び治山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山地災

害の防止、木造公共施設の整備、林業事業体の育成など、さまざまな取り組みを進めてきた

ところである。 

今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、既存の制度や平成31年の通常国会で創設

が予定される森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を活用した地域の特性に応じ

た森林整備の着実な推進や、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化の実現

に向けて施策の充実・強化を図ることが重要である。 
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よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

記。 

１、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安

定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 

２、森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実

情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みや森林づ

くりを担う林業事業体や人材の育成に必要な支援措置を充実・強化すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成30年９月10日。北海道虻田郡洞爺湖町議会議長、佐々木良一。 

  以上です。 

○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） 毎年のように出ているかなと思っているのですが、ただちょっと文章

上変更されているところが幾つかあるので、その点についてどういうものなのかをお聞きし

たいと思います。 

  まず、既存の制度や一番……三つ目の段落です。「今後人工林資源が」という文章の中に、

「平成31年度の通常国会で創設が予定されている森林環境税」というふうに言っています。

それから、森林環境譲与税。まだ、国会でも議論が十分尽くされていないし、当然31年度通

常国会での創設が予定されているという内容ですから、まだそういう段階ではないのですけ

れども、この森林環境税とか、森林環境譲与税というのは、どういうものなのかお聞きした

いと思います。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 今、質問者の話、私もそう思いました。実際31年から通常国会創設が

予定されている。この税に対しての意見書も過去に出したこともありますし、全国的にもい

ろいろなところから、全国から集中して、森林環境税なんかは随分があったみたいです。そ

れが、政府的には来年からそういう話をする予定だと話で、これ、道議長会からの意見書で

我が町としても出すということになっておりますので、その件に関して、中身のことは、私

詳しくはわかりませんが、一応予定されているのであれば、今から早く手を打って、なるべ

くその税を使って、本道の森林の成長産業化に向けた充実・強化を求めるということで、早

く手を打った意見書だと私は認識しております。 

○議長（佐々木良一君） ６番立野議員。 

○６番（立野広志君） 議長会から来たから出さなければならないというふうに考えられてい

るのだと思いますが、私は議長会から来たからといって必ずしも中身を吟味しないまま出す

ということは間違いだと思っています。例えば、森林環境税とか森林環境譲与税、いわゆる

目的税なのですよね。そのために、新たに税制度をつくって、結局はその利用者や地域への



- 176 - 

 

負担を求めるというような内容なのです。ですから、今、国会にこれから諮られようとして

いますけれども、実は消費税と並んで、新たな税収の確保するための目的税として、これが

上げられようとしていることに対しては、やっぱり賛否もありますし、議論の余地があるわ

けです。それを、この文章では、「森林整備の着実な推進や森林資源の循環活用」というふ

うに書いています。つまり、この税制度を活用した地域の特性に応じたというふうになって

いますから、税制度そのものをもよしとして、そのもとで着実に推進すべきだというふうに

この意見書では言っていることだと思うのですが、それで間違いないですか。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） この税で全部全てやるのかということは、それはちょっと疑問でござ

います。今は予算がついてやっておりますし、途中で林業成長産業化総合対策事業というの

が過去から始まっていますけれども、これも相当な予算がついていまして、実際、要するに

川上から川下までみたいな格好で行われている事業があります。その中で、もう一つプラス

また環境税というのが、討論というか話し合いがあるのであれば、その中でもお願いしたい

というような意見書だと私は認識しております。 

○議長（佐々木良一君） その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。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  ６番立野議員。 

○６番（立野広志君） 私は今回提案されました、この林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書（案）ということについて、反対する立場で討論に参加い

たします。 

  何回か、この林業・木材産業の成長産業化に向けた施策をということで、当議会において

も出された経緯はありますけれども、ここまで踏み込んだ内容は今までなかったかなと思う

のです。というのは、特に今はまだ問題が、森林環境税や森林環境譲与税というものの、い

わゆる詳細な内容が提示されていない中で、これをすぐ活用して、森林整備に役立て着実に

推進させるべきだという内容そのものが、これはちょっと先んじ過ぎているというふうに思

うのです。提案される以前から、この環境税等については、目的税として、いわゆる地域住

民や自治体の負担を求める内容になっておりますから、当然そのことを今の案の段階といい

ますか、思案の段階でそれも認めるというような立場を私たちの議会がとるべきではないし、

これがもう少しはっきりするまで、この意見書の提出は控えるべきだというふうに思ってい

ます。私自身も、やはり森林の、今、植生回復、これがもう絶対必要ですし、このためには

お金がかかることもわかります。しかし、そのかかる費用をどのような形で工面するのかと

いうことについては、一方的にその地域や自治体に求めるということではなくて、やっぱり



- 177 - 

 

国も一定の責任を持ちながら、そういう全体で合意できるような内容にすべきだと思ってい

ます。 

  そういう点で言いますと、これはちょっと先んじたといいますか、まだはっきりもしてい

ない新たな目的税制度を推進するということをうたっている内容だけに、ここが削除されな

ければ、当然これは賛成できないということで、反対といたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  12番大西議員。 

○１２番（大西 智君） この意見書案に対して、賛成の立場で討論をさせていただきます。 

  まずもって、提出者、経済常任委員会の委員長板垣委員なのですけれども、実はこれ、経

済常任委員会の中で提出を行うということで諮られております。それをもって、常任委員長

である板垣委員長が今議会に意見書案として提出されているわけでありまして、経済常任委

員会としてこの意見書案を賛成する立場での討論でございますけれども、今、反対者のほう

から討論があったわけですけれども、少し踏み込んだ内容になっているのではないかと、過

去の文章から行くと、ちょっと行き過ぎた、踏み込んだ内容ではないかということなのです

けれども、ただ、私が思うには、やはり、そこまで踏み込んだ中での抜本的なこの施策に対

しての充実、そして強化というものを求めているのだということで考えております。文章の

中にもあるように、北海道の森林の面積、道が４分の１ということで、国土の保全、また地

球の温暖化を含めた中では、大変重要な役割を果たしている道でございます。いかにその森

林を保全していくか、また守っていくかということは、十分考えていかなくてはいけないで

しょうし、しっかりと守っていくべきだと私は思っております。反対者の討論の中にも森林

環境税、また森林環境譲与税の話も出ましたけれども、仮称という中での予定されている部

分で、もしこういった税がきちんと担保できるのであれば、その税に向かってしっかりとこ

の施策を取り組んでもらえるような、そういった意見書案だと私は理解しておりますので、

賛成の立場でこの意見書案を賛成したいと思います。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終了いたします。 

  これから意見書案第９号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書（案）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、意見書案第９号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書（案）については、原案のとおり可決されました。 

ここで14時40分まで休憩をいたします。 

（午後 ２時２７分） 
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────────────────────────────────────────── 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

（午後 ２時４０分） 

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

◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第10、発議第１号洞爺湖町議会議員定数条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） それでは、読み上げて提案をさせていただきます。よろしくご審議お

願いしたいと思います。 

  平成30年９月18日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  提出者、洞爺湖町議会議員千葉薫。賛成者、洞爺湖町議会議員越前谷邦夫、同じく板垣正

人、同じく篠原功、同じく五十嵐篤雄、同じく大西智、同じく大屋治。 

洞爺湖町議会議員定数条例の一部改正について。 

上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第９条の規定により提出します。 

提案の理由。地方分権の推進及び少子高齢化や人口減少が進む中、現在の洞爺湖町の人口

規模や財政状況を踏まえ、また住民からの議会議員の定数削減の声も大きいことから、議会

議員の定数を削減するため本案を提出します。 

  裏面をごらんください。 

洞爺湖町議会議員定数条例の一部を改正する条例。 

洞爺湖町議会議員定数条例（平成21年洞爺湖町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

本則中「14人」を「12人」に改める。 

附則。この条例は、公布の日から施行し、改正後の洞爺湖町議会議員定数条例の規定は、

この条例の施行後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。 

なお、資料もありますので、ごらんいただければと思います。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ６番立野議員。 

○６番（立野広志君） 何点か提出者がどのようにお考えの上で、この発議をされたのかとい

うことでお聞きしたいと思います。 

  まず一点目は、提案理由の冒頭で、地方分権の推進というのを述べております。提案理由

の頭の部分にありますが、地方分権の推進のことと、今回提案されている議員定数の削減と

いうのはどういうふうに結びついていくのかということです。 

それから二つ目は、やはりこれも提案理由の中に書いてありますが、「財政状況を踏ま
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え」という文章があるのですが、二行目です。定数削減で議会経費を浮かしたとしても、議

会の監視機能を弱めるし、結果的には町民にとってマイナス面が出てくるのではないかなと

思います。それ以上の行政の無駄を生むということにもつながりかねないわけですけれども、

この財政状況を踏まえということと、この定数削減で経費を浮かせることが行政に対するチ

ェック機能を弱めることになるのではないかということ、このことについてどのようにお考

えなのかということです。これが二つ目。 

三つ目は、提案理由に「住民からの議会議員の定数削減の声も大きいことから」というふ

うに書かれているのですけれども、実際に住民からの定数削減の声というのは、推しはかる

ことはこれまでもありませんでしたし、大きいか小さいかということも比較のしようもない

ことではありますけれども、例えば定数削減の声が住民から出てきているということは、ど

のような理由で町民なり住民から定数削減をしなさいというふうに声が上がっているのかと。

それは、町民は何を望んでそれを言っているのか。定数を減らすことを最終的には目標にし

ているのか。それとも、そのほかに何か別な点で町民が望んでいることがあるから定数を減

らせと言っているのか。その辺の認識といいますか、これについてどういうふうにお考えな

のかということです。 

それから四番目ですけれども、女性の議会への進出とか若い世代も含めて現役の子育て世

代など、各階層や分野から議会が構成されることが望ましいというのは、どなたもそういう

ふうに思っていると思うのです。ただ、これ以上の議員定数の削減ということになると、そ

ういう女性の議会への進出であったり、若い世代が議員になろうという意欲を削いでしまう。

あるいは、現役の子育て世代もそうですけれども、定数が減るということは、それだけ何か

しっかりとした基盤を持っていなければ議員になることはできないわけです。そういうこと

でいうと、そうした方々の議会への進出の道を狭めることになるのではないかと思うのです

が、この四点について、提案者はどのようにお考えなのかということを伺いたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） まず、地方分権の推進がこの定数削減にどんなかかわりを持つかとい

うことだったかなというふうに思います。 

  地方分権、地方の時代と言われて久しいと思います。ましてや、そう言われつつも人口が

減ってくる、少子高齢化がある。ましてや地方が上がってくると財政も良くなくなると。日

本国自体のそのものの課題が地方に今来ていると思います。それが、地方で受け皿になって

何とかしようと、それぞれの地域で頑張っているというふうに思います。その中で私たちの

議会も、やはりその中で議会改革をしたりといいますか、皆さんともに立野議員も長い長い

その議員生活の中でいろんな提案をされて、町の人たちがまた洞爺湖町が少しでも良くなる

ようにと奮闘されてきたと思います。そういったことは、議員の務めであり、皆さんともに

また一歩進めなければいけないと思います。その地方分権が今度、いろんな方や国からのい

ろんな政策やなんかで提案されていますけれども、なかなか一歩進まないのだということも

ありますけれども、実際地方に委ねられているのは結構あると思います。それだけ地方の議
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会は、また地方の行政は責任が重いなというふうに思っています。そのためにも、議員の資

質を上げると、やはり議会の精度を上げるということだろうと思います。今ちょっと、ほか

に受けたものと被るかもしれませんけれども、やはり町の方々から見て、洞爺湖町の議員は、

また議会は何をやっているのだと。そして、また議員の人たちはそんなのでいいのかという

ような、やっぱりそういった目で見られているのも結構あるのではないかと。それが今回の

選挙、前回の選挙などでもやはりそういった目があって、そういったことに対して疑問符を

持たれているのではなかろうかというふうに私は思っています。 

 ３番目の住民からの思いというのですか、その辺のところとかぶりましたけれども、やっ

ぱりその辺のところは考えていかなくてはいけないなというふうに思います。やはり、住民

の誰が言っているというわけではないのですけれども、今回、この条例に参加をしていただ

いた議員の皆さんは、それなりにいろんな形でそういった声を聞いているというふうに思い

ます。その中で、こういったことに賛同していただいて、提案に至ったということですから、

この重みは大変に町民の方を裏切らないものだというふうに認識しております。 

 財政面ですけれども、大体１人300万として600万、それが減ったからどうなのだという話

もあるかもしれません。ただ、そういった面もやっぱり町民からの目で見て、やはりそうい

ったことも大きい事柄だろうと私は思っています。また、その中で頑張ることが、14人でや

っていても12人でも頑張っている町々がいっぱいあるということを踏まえれば、それくらい

がやっぱり14人から12人にしても議会をきちんと運営していけるだろうし、きちんとチェッ

クも提案もしていけるものだというふうに確認をして、確信を持っております。 

 そして最後、四番目ですけれども、女性や若い方の意欲を削ぐのではないか、狭めるので

はないかと、２人を削減することによって。全くないと私は思っています。今後とも、そう

いった方が出てくる環境の中で、きちんと選挙をして、きちんと認められた方が議会に上が

っていただいてきちんと議論をしてつなげていくということが大事なのだろうと私は思って

いますので、四番目に言われた女性方、若い方の意欲を削ぐというのは、ないというふうに

確信をしております。 

○議長（佐々木良一君） ６番立野議員。 

○６番（立野広志君） もう一回聞きますけれども、地方分権の推進を頭に述べて、結局提案

しているわけです。先ほど答えいただいたように、地方分権でどんどん進んでいく中で、い

わゆる地方として委ねられていることがどんどん増えてくる。当然、地方自治体として行う

事務量が増えますよね。それをしっかりチェックするのが議会の役割です。ですから、逆に

事務量が増えていくのに議員がどんどん減っていくということになると、本来なら地方分権

が推進されていく中でいけば、議会もしっかりとその役割を果たしていけるように、やっぱ

り議員も増やしていかなくてはいけない、事務量も増えることも含めて考えるとね。何です

けれども、ここの文章でいうと、地方分権の推進と議員の削減というのが矛盾した形で書か

れているので、やはりちょっとその辺の捉え方が違うかなという感じがするのです。これは、

一致できなければ当然もうこれで終わりですけれどもね。 
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  それと、住民からの議員定数の削減の声が大きいという、これは確かに賛成議員がこれだ

け面々と名前を連ねて、それぞれが住民の方々とつながり、そしてそれぞれの方々が減らせ

減らせという声が大きいということを捉えているのかもしれません。ただ、先ほど答弁され

たように、議員の質を上げていかないと、これはいくら議員を減らしても、結局はまた減ら

せというふうになるのだと思うのです。やっぱり、なぜ町民が議員を減らせと言っているか

というと、議会や議員の役割がやっぱりよく理解できていない。あるいは、逆にいうと議会

や議員の活動が町民によく知らされていない。だからこそ、中には働かない議員がいるとか

と、いろんなこと言われているのです。それはどうかは私は言いませんけれども、結局そう

いうような町民の声があるのも、私たち自身が襟を正していかなければならないことだと思

うのです。定数を削減するのではなくて、議員の質を上げる。そのことが大事なのではない

かと思うのですが、どうしてそういう発想が出てこないのかということについて改めて聞き

たいと思います。 

  それで、最後に女性の議会への進出とか若い世代含めた方々が、これは議員定数が減って

もそれは全く影響がないと。選挙で皆さん選ばれるのだからと言うけれども、実際の選挙は

違うではないですか。実際には、よく言われる地盤、看板、鞄と言われるように、そういう

しっかりとした足場がある方が議員になっている方が多くて、そういうような状況の中で、

特に議会の活性化なり、若い世代をもっと議会に取り込んで、そして新しい発想の中で議会

運営をしていくという点でいうと、定数が削減されるというのはマイナスだと思うのですが、

その点はやはり同じですか。 

○議長（佐々木良一君） 千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 私も５期20年、今回で迎えます。そして、今回ほどですか、本当は前

回からなのですが、やはり議員削減という話は聞かされました。そして、前回の選挙ですけ

れどもね。そして、今回の直近の町長選に行われた補選などの選挙を見た姿で、やはり町民

の方々から、やはりこれは多いと。そして同じような町々で、今、立野さんもわかってられ

るかもしれませんけれども、研修会に行けばもらったものがありますね。144町村、北海道

ありますね。そのうちの76が5,000人未満です。半分以上は5,000人未満です。そこの平均が

9.6人です。そして、私たちの町が属する5,000人から9,999人、１万未満です、それは43町

村あって、その平均は11.6です。それでも十分に町としては議会として十分に頑張ってられ

る姿があるということなのです。そういった姿を見ると、私たちだってできないわけがない

と。先ほど申しましたとおり、本当に今回ほど町民の方々から言われることはないと。私、

この話をさせてもらって、思っていて言わせてもらっても、きちんと説明できるかなと、自

信を持って今回は提案させていただいています。ですから、その辺のところは、きちんと住

民の理解も得られるし、また若い方の女性の方の狭まれるということ、それは平行線をたど

るかもしれませんけれども、私はそんなことはないと信じています。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありますか。 

  ４番今野議員。 
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○４番（今野幸子君） 削減を求める発議について。住民からのやっぱり定数削減の声が大き

いということなのですが、それが本当に町民・住民の何割、どのくらいの数をもって大きい

というのか。また、洞爺湖町の建設協会からこれは出させていると聞いています。ところが、

同じ建設業界で働いている方々で、それを知らなかったという方々もおられます。そして、

また提出した建設業界の方からも直接「いや、出してしまって失敗したかな」という話も直

に聞いています。そういう中で、本当にこれは定数削減を本気で求めている大勢の声なので

しょうか。 

それと、また、２名の削減とされていますが、その２名とは何を根拠にして決められたも

のなのでしょうか。２名を削減することで、なり手不足やなんかは解消するのでしょうか。

また、質を上げることはできるのでしょうか。 

  その点について、ちょっとお聞きします。 

○議長（佐々木良一君） 千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 大勢の声なのかということですよね。それは捉え方かもしれません。

今野議員さんが言っているのは少ないということを言われていると思うのですけれども、私

も今回特別委員会に入らせていただいていましたけれども、そういった協議をする中で、町

の声とかそういった実情をお話しする中で、もしこれが通らなければ署名運動を起こしても

いいのだぞという方もいらっしゃいました。それくらい、熱の入った方もいらっしゃる。だ

からそれは、その側々で見られるとそうかもしれませんけれども、やっぱり立場違えば発言

も違ってくるかもしれませんけれども、私は多数派は議員削減だというふうに確信していま

す。 

それから、２名の意味ですけれども、先ほど言いましたとおり、私たちの人口規模では平

均が5,000人から１万人未満では11.6人です、43町村。そして、その中で14名というところ

は洞爺湖町だけです。明らかに多いと、現時点で。多いに越したことかもしれませんけれど

も、やはりそれは環境や今の状況やいろんなことが加味されて、やはり考えられるのだろう

と思います。そういうことを踏まえて、２名ということでの削減で私たちはなりました。 

そして、質を上げるということですけれども、やはりそこはきちんと選挙をして、前回の

選挙も何みっともない選挙をやっているのだと。14人ぎりだったかもしれませんけれども、

15人出てきて、そして今回も補選とありましたけれども、やっぱり町民の目で見るとやはり

きちんと選挙して、こういった14人と枠があるからもうだめなのではないのと、あくまでも

その話が聞こえてきます。そういったことにきちんと答えていこうと、私はそう思って提案

をさせていただいたということでございますので、そういったことをやることによって、あ

る意味、やっぱり己の議員たる重みを感じて質が上がってくるのではなかろうかということ

で、クエスチョンマークがつくかもしれませんけれども、思っています。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員、提案理由の中の質疑をしてください。お願いいたします。

（発言する者あり）質疑をしてください。 

○４番（今野幸子君） 同じくらいの規模の、と言いました。ちょっと私、平成29年度の国勢
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調査なので、ちょっと今年のとはちょっと人数違いますけれども、それと平成30年の６月で

の議員の定数、そこで比べましたら、やっぱりいろんな場面で何千人だから何名という定数、

これには本当に合ってないなと、本当にその地区地区で違っている。町村で違っている。も

う1,000名以下から4,000人くらいの台、または９名で1,000人台から5,000人くらいの規模の

ところ、10名で1,000人くらいから6,000人くらいの規模、いろんな町村があって、ただ何千

人だからその定数は何名という考えには絶対ならない。何が必要なのかというところだと思

うのですけれども、何でこれが２名になるのですか。２名の削減になるのかがわからないで

す。 

○議長（佐々木良一君） 千葉議員。 

○５番（千葉 薫君） 繰り返しになりますけれども、本当に議会制度ですから、1,000人の

町でも２人というわけはないと思います、やっぱり。議会をつくる以上は、行政に対して物

申す、やっぱり提案して２人しかいなかったらだめなわけですから、やっぱり８人とか10人

最低いなかったらだめかなとか私は思います、個人的に。そして、私たちの町はいわゆるＢ

の5,000人から１万人未満の中で、ほとんど43町村は12人以下なのです。14人以下、14人な

んかいないのだ、もう11.6人なのです、平均が。ですから、うちの町でも12人ではできるの

ではないかということのご提案をさせてもらっています。12人でも十分に議会は賄っていき

ますし、そういった方々がたくさんおられるわけですから、実際そうやっている町々もある

わけですから、できないわけがないということでの提案であります。 

○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） 質疑を終わります。 

  ここでお諮りします。 

  本件については、委員会付託を省略して、本会議において審議を行いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本件については委員会付託を省略し、本会議において審議することに決定い

たしました。 

  本件に対しては、修正の動議が提出されておりますので、職員に配付させます。 

  本件に対しましては、小松議員ほか２名の議員からお手元に配付しました修正の動議が提

出されております。これを本件と合わせて議題とし、提出者の説明を求めます。 

  小松議員。 

○７番（小松 晃君） ただ今の発議に対して、修正動議を提出させていただきましたので、

読み上げて提出させていただきます。 

  平成30年９月25日、洞爺湖町議会議長、佐々木良一様。 

  発議者、洞爺湖町議会議員小松晃。同じく岡崎訓、同じく竹林新市。 
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  発議第１号洞爺湖町議会議員の定数条例の一部改正する条例に対する修正動議。 

  上記動議を地方自治法第115条第３及び会議規則第12条第２項の規定により、別紙の修正

案を添えて提出します。 

  裏面をごらんくだい。 

  発議第１号洞爺湖町議会議員定数条例の一部を改正する条例に対する改正（案）。 

  発議第１号洞爺湖町議会議員の定数条例の一部を改正条例の一部を次のように修正する 

  本則の改正規定中、「12人」を「13人」に改める。 

ここで発議１号洞爺湖町議会議員定数条例の一部を改正する条例に対する修正動議の提出

に当たり、提案理由の説明を申し上げさせていただきます。 

前段省略いたしますけれども、平成29年12月に議員定数については、現状の定数を維持す

ることが適当であると議長に対して答申をしたところです。去る６月には、洞爺湖町議会議

員の削減を求める陳情書の提出がありました。最終的には、賛成多数で採択を議決されたと

ころです。陳情があったからといって、自分たちで決めたものを議長に対して答申したもの

を９カ月でいとも簡単に覆してしまっていいのですかと、答申事項をそんなに軽く扱ってし

まっていいのですかとの疑念を抱いているのは、私だけではないと思います。議決事項を遵

守するのは当然ですが、その後の進め方に疑問を感じ得ないこと、それから12人とした根拠

が釈然としないことからも、本修正動議を提出するものです。 

  今回の発議は、法にも条例にも抵触していないからいいのだというのでは、余りにも拙速

で、少し乱暴な行為と言わざるを得ません。慣例や前回の定数削減からの例からしても、特

別委員会を設置して審議を行い、提出するというのが従来の手法ではなかったかと思います。

今回も本会議中に特別委員会を設置して、早急な議論をするのではないかなと思いましたけ

れども、そういうことには至りませんでした。今回の闇をつくような突然の議員提出だけに、

従来の会派や議員会の信頼関係をも損なえないような行為に思えてなりません。道内類似所

の定数を見ても、人口8,000人台は12人、9,000人台は13人が多いようです。また、近くの町

では、定数を減らし過ぎて議会運営に支障を来しているとも聞いています。 

  このようなことから、一気に２減ではなくて、緩やかに減じていくためにも、今回は１減

とすべきです。ほかにも、定数削減により住民との距離を遠くして、強いては住民自治を崩

壊させることにつながることが懸念されますし、議会は住民生活に直接かかわる予算や条例

を審議・議決して、行政をチェック・監視するなどの重要な役割があります。定数削減はそ

の機能を自ら弱めることにつながりかねないこと。 

  それから、先ほど議論もありましたけれども、議会は若い世代、女性、それから各階層と

か選挙された議員で構成されることが望ましいことから、どうしてそんな環境に持っていけ

れるのか、議会改革を真剣に取り組み、町民の期待に応えられる議会、議員を早急に取り組

むべきである。 

  このことから、定数削減をやむを得ないと感じてはおりますけれども、先ほど言いました

ように、一気に２ではなくて、緩やかに１とすべきだということを繰り返します。 
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  以上のことから、発議第１号洞爺湖町議会議員定数条例の一部改正についての修正動議の

提案理由の説明とします。 

○議長（佐々木良一君） 説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  13番五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） 提案理由が発議第１号では書かれておりましたが、今の修正動議

では提案理由がここに記載されていなかったので、ちょっと質疑もこの13を12にするという

ことに焦点を絞って質疑を考えておりましたので、提案理由がしっかりあるのであれば、ぜ

ひ記載しておいてほしかったと。今になっては遅いのですけれども、それをまずもってお話

をさせていただきます。 

  それで、まず、定数を12名に条例改正をしたいというものに対して13名。この１名の違い

の意味は何なのか。今まで、やりとりの中で、その反対賛成の議論は出尽くしていますので、

簡単な質問ですので、簡単に答えていただければ結構です。 

  それから、もう１点は、もともと議員定数の削減には反対されていた発議者ですので、削

減に舵を切ったのは、ちょっと私としては理解しがたいのですが、そのわけについてお答え

をいただきたいと思います。 

  それから、当然これは修正案を出さないと、それは確かにわかりませんが、陳情書の採択

を受けて、それを実現しようと賛同した者たちが発議第１号を12名にするということを提案

したわけでございますが、列記されている７名、半数でございますけれども、それで決まり

とは申しませんが、あえて通過する可能性のある発議に対して修正をされた、このことはわ

かっていながらもされたのか。ちょっと失礼な言い方で大変恐縮ですが、その辺の意味合い

も教えていただきたいということの、３点の質問でございます。 

○議長（佐々木良一君） 小松議員。 

○７番（小松 晃君） １点目の12人を13にしろという意味合いは、先ほども説明しましたけ

れども、現在14人ですから、一気に２減ではなくて、緩やかに減じていく。そのためには今

回は１減でいいのではないかということです。 

  それから、陳情に反対していたのに、今回舵を切ったのかということですけれども、これ

は、陳情には反対しておりましたけれども、本会議で不採択という意見もありましたが、最

終的には賛成多数で議決されたわけですから、やっぱりそれは議決されたことに従うべきだ

ということで、削減の方向に舵を切ったのではなくて、議決に従っただけのことなのです。 

  それから、発議が過半数の議員で提案しているのに、それが可決される可能性があるのに、

何でこんな発議をしたのかなと。自分の思いから、先ほどありましたように、一気に２では

なくて緩やかに減じていくべきだということからして、それは多勢に無勢かもしれないけれ

ども、やっぱり手をこまねいていくわけにはいかないということです。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありますか。 
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          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終了します。 

  これから討論を行います。 

  討論を行うに当たり、修正案が出されてありますので、討論の順序について、あらかじめ

お知らせします。 

まず、原案に賛成者、すなわち議員定数を12名に改正する条例案に賛成する者の発言。 

次に、原案及び修正案に両方に反対する者、すなわち議員定数を12名及び改正13名に修正

する案に反対する者の発言。 

次に、原案に賛成者の発言。 

次に、修正案に賛成者、すなわち議員定数を13名に修正することに賛成者の発言となりま

す。 

お間違えのないようにお願いをいたします。 

それではまず、原案に賛成者の発言を許します。 

９番板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 発議第１号洞爺湖町議会議員定数条例の一部改正についてということ

で、発議があったものを賛成の立場で討論させていただきます。 

  先ほどからずっと話がありました。日本全国そうですが、当町も多分に漏れず、まず少子

高齢化で、人口がどんどん減っている中です。また、毎年のように、広報なんか見ると、本

当に年間に100人以上の方が自然減されている状況がずっと続いており、このままで行くと、

町としても定住や移住対策とか、いろいろと手を打っていますけれども、現実的には毎年の

ように人口が減っていくと、この流れはなかなか止められないのではないかと思っておりま

す。そういった中で、やっぱり議員だけが今までのままでいいかとか、そういうことにはな

かなかならないだろうと。それでまた、町民からの陳情もありましたし、また、私も個人的

にいろんな方に話を聞くと、やっぱりちょっと多すぎではないのと、大体二つくらい減らす

のがちょうどいいのではないのというくらいで、また、先ほど発議者からも話ありましたよ

うに、北海道の中見ても、人口規模の同じような自治体は、私知りませんでしたけれども、

11.6という話がありますけれども、私は12くらいなのかなと思っておりました。だから、そ

の中で、我が町も定数は減って、本来自分たち議員やっている間は本当に定数なんか減らし

たくないというのは個人的に言わせれば当たり前な話で、だけれども、あえてやっぱりその

町民の負託に応える私たちが身を切りながらでも、その分必死になって頑張っていかなけれ

ばだめなんだという議会議員としての使命を全うするためには、また町民の声をきちんと聞

いていくためにも、ほかの町もやっております12人の定数でも十分私はやっていけると思い

ますので、そういう立場で賛成の立場で討論させていただきました。 

  ありがとうございます。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案及び修正に反対者の発言を許します。 

  ６番立野議員。 
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○６番（立野広志君） 発議第１号は、洞爺湖町議会議員定数を現在の14名から12名に減員す

るものでありますし、これに対する修正動議は13名とするものですが、いずれの議員定数の

削減提案にも反対する立場から討論に参加します。 

  まず、発議第１号の提案理由の冒頭でも、先ほども質疑の中で述べましたが、地方分権の

推進を述べているのですが、地方分権の推進は、いわゆる地方分権推進法に基づき、地方自

治体に対して、事務の移管を推進し、地方にその権限を移譲しようというものであります。

それにより、地方自治体の事務量と権限が増える一方、法律や制度の改正が頻繁に行われて

いる状況のもとで、行政はそれに対応するための研修や確認作業に追われるなど、事務処理

量が増えるもとで、住民への対応はこれまでのようなきめ細かな対応が削がれる状況ともな

りかねません。地方分権の推進というならば、地権者である住民の代表機関として、議員や

議会が住民から直接負託された機能を十分に発揮し、住民意思の適正な反映と行政の監視機

能を果たす役割が今まで以上に一層求められており、そのことが議員定数をさらに減らす理

由には当たらないということであります。 

  さらに、提案理由には、財政状況を踏まえとありますけれども、定数削減で議会経費を浮

かせたとしても、議会の監視機能を弱め、それ以上に行政の無駄を生むことにつながりかね

ません。町財政が厳しいから議員の減らせと、こういう短絡的な発想ではなく、議会機能を

十分果たし、財政健全化を図りつつ福祉の増進と町民が安心して暮らせる洞爺湖町のまちづ

くりを進めることが、今議会に求められているはずです。 

  この間、財政健全化団体からの脱却として、議会においても議員報酬の一部削減を行って

きました。その後、健全化団体を脱したとして、報酬額も満額支給に戻しており、財政が厳

しいと指摘するのであれば、以前のように報酬削減をまず先に考えるべきではなかったでし

ょうか。町の一般会計の総額、平成30年度は61億3,470万円であります。議員1人の報酬額は、

年間309万円になります。議会費全体でも、この町の一般会計の予算の1.11％、議員１人で

見れば、町の予算の0.05％です。その２人分になればこれ当然２倍になりますけれども、こ

のわずかな削減が逆に行政をチェックする機能を弱めるということになるのであれば、まさ

に本末転倒だと思います。 

  議会のあり方や運営の改善は、議会改革として取り組む必要はありますけれども、議会の

経費は行政経費と同一に見るものではなく、定数削減で議会経費を浮かせたとしても、議会

の監視機能を弱め、それ以上の行政の無駄を生むことにつながりかねません。 

また、住民からの議会議員の定数削減の声も大きいというふうに述べられておりますけれ

ども、議員を減らせと言いたくなる住民の声がなぜ出されてくるのか、議会や議員がそのこ

とを短絡的に減らせば済むという問題として受け止めるべきではありません。これまでも、

議員定数を繰り返し削減し続けている中で、それでも繰り返し住民の一部からは議員の削減

を求める声が出されているではありませんか。さきの陳情書に対する反対意見の中でも指摘

したとおり、町民の減らせの声については議員が働かないから議員定数が少なくていいとい

う意見も同様にあります。このような町民の指摘に対して、議員自らが反省するとともに、
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そうした声が出ないような活動をしていかなければならないということを、私たちは強く、

議員自らが肝に銘ずる必要があると思います。 

議員が住民の立場に立ち、日ごろから住民の声を取り上げ、また議会においては、町政を

しっかりチェックすることにより、議会議員というものは必要なものなのだということを住

民に知ってもらう努力こそ必要なことであり、そのことを町民は求めていると思います。議

会制民主主義の中で、議員だけが町の予算を議論でき、決定できる立場にあります。地方自

治法で定められている議員の責任と権限を最大限に発揮して、一般質問でも、議案の審議で

も、執行者である町長と町民の暮らしや利益を守るために真剣に対峙し、議論する姿勢を通

じて、住民は議会や議員が果たしている役割を理解することができるのではないでしょうか。 

議員を少数にしたから精鋭になるというものでもありません。さらに減らす、あるいは減

らせということになり、突き詰めると議会や議員そのものが要らないということになってし

まいます。現在の定数で、より精鋭の議会にする必要があることです。これ以上の議員削減

は、間違いなく議会の力を弱めます。議員、議会だけが聖域でいいのか。先ほどもそういう

賛成討論がありましたが、何もしなくていいのかとの議論もありましたが、議会、議員がし

なければならないことは、住民のための町政に取り組むことであり、それが第一です。 

こうしたことから、そのことを思って削減するという理由には当たりません。議員定数の

問題は、地域民主主義と、住民自身の問題であり、先人が戦い築いてきた一人一人の有権者

の権利にかかわる問題です。選挙権とともに被選挙権として立候補する権利、そして住民の

声が適正に反映される議員数と選挙制度が確保されてこそ民主主義としての住民の権利が保

障される。女性の議会への進出や若い世代も含め、現役子育て世代など各階層、分野から議

会が構成されることが望ましいことは言うまでもありませんが、これ以上の議員定数削減は、

これらの方々の議会への進出の道を狭めることになり、住民の自治権を縮小させるものです。 

全道の平均で、この洞爺湖町の人口規模では11.6くらいだという説明がありました。それ

でもやっているのではないかという説明です。それは、やりますよ。定数が減っても議会で

すから。しかし、その中で、本当に行政の隅々まで、議会が、あるいは議員がその視野を広

めて十分な議会活動ができているかどうかというのはまた別問題です。そのことをしっかり

と私は見るべきではないかと思っています。ほかの町で減らしたからうちでも減らせと、そ

うではありません。本当に住民が求める議会としての役割を果たしていく。そのことを考え

るべきではないでしょうか。定数削減を決める前に、多様な住民意思の適正な反映、議会の

機能を十分に発揮するために議員定数はどうあるべきか、議会改革の観点から慎重に検討す

ることが求められています。 

以上の理由から、町民の期待に応えた議会の改革を進めることを強く求めるとともに、今

回の提案のように議員定数の２名の削減、あるいは１名の削減の修正動議には反対をいたし

ます。 

○議長（佐々木良一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  13番五十嵐議員。 
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○１３番（五十嵐篤雄君） 原案、いわゆる発議第１号議員定数条例の一部改正案、賛成の立

場で討論をさせていただきます。 

  今、るるいろいろ削減あってはならないという意見ございましたけれども、まず前提とし

て、どの時点で今現在の議論が、私は陳情の採択を受けて、議会は採択を認めた以上、その

責任を果たす必要がある。これは、議員であれば皆わかっていることだと思います。そのた

めに、私たち議員は何をすべきかということから、実は始めなければならない議論だと思っ

ております。そういう意味から、この発議第１号については、説明をするまでもありません

が、６月の議会で特別委員会にこの陳情に関しては付託をされて、５回にわたって審議を行

ってきたところでございます。くしくも、私が委員長として務めさせていただきましたけれ

ども、あくまでも中立的な立場を維持しながら、全委員の意見の一致に努力をしてまいりま

したけれども、残念なことに折り合いがつかず、平行線のまま、今の議論のやりとりでお分

かりのとおりな状態のまま、採決を諮り、採択という結論を得たわけでございます。 

  先ほど申し上げましたけれども。この採択ということで、９月会議にこの陳情書の採択に

ついてお諮りしたところ、反対もございましたけれども、賛成多数で採決をされたと。これ

を受けて、先ほども申し上げましたけれども、その陳情に対する責任を果たさなければなら

ないということで、定数の人数の削減に着手したところであります。これは、あくまでも私

の考えになろうかと思いますが、削減ということに対して、喜んで賛成していることではな

くて、ある意味、私にしても苦渋の選択の一つであること。何も率先して議員を減らせと主

張しているわけではありません。いろんな条件の中から、こういう選択をさせてもらったも

のでございます。 

  それと、この人数の決定に際しましても、12名に同意したことについても、陳情者に陳情

を認めた以上は、陳情者が納得してもらえる数はどのくらいだろうか。また、実は、私は削

減に反対された方々の気持ちも、嘘だと言われるかも知れませんが、私はいろんな削減の数

の出ている中で、いきなり多く減らすのではない、やはり削減をすべきでないという人の意

見も考慮した数字を選んだつもりでおります。 

  また、あまりにも削減数が多ければ、確かに議会の運営にも支障を来すことにもなりかね

ませんし、今、我々の世代、議員を司っている人で、将来この議会を担う人たちに迷惑をか

けてはいけない。その人たちにもこの議員数に関しての選択の余地は残すべきだという、こ

れはあくまでも個人の考えですが、そういったことからこの12名という数を選択させていた

だいたものでございます。 

  やはり、いろんな数の中から賛同者が全員一致する数を選択して取り決めた数でございま

すので、この12名にした発議というのは、私たちはすごく重く受けとめております。簡単に

変更できるものではございません。よって、修正動議というわけにもまいりませんので、こ

の発議の原案、そのまま12名にするという意見に賛成するものでございます。 

  以上、討論です。 

○議長（佐々木良一君） 次に、修正案に賛成者の発言を許します。 
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  １番岡崎議員。 

○１番（岡崎 訓君） ただいま大勢の皆さんから真摯な意見が多数出ておりましたけれども、

本当にもっともな御意見だなというふうに承っておりました。しかしながら、いろいろ意見

が出ておりましたので、私は手短に今申し上げたいと思います。 

  13名の提案ということがありましたけれども、私は13名の提案に賛成いたしたいと思いま

す。議員の複数の定数の削減というのは、やっぱり住民自治の縮小につながるのではないか

と、そしてさらに人口の減少に拍車がかからないか、そういう不安視する声もまたあること

も事実でございます。また、議会は住民生活に直接かかわる予算、または条例審議を議決を

して行政をチェックする、監視するなどの重要な役割があります。定数の複数の削減はその

機能を自ら弱めることにつながっていくのではないかというのは、そういうように思ってい

るところでございます。 

  その中で、住民自治の維持を強く考えていかなければいけないのかなと、そういうふうに

考えているところでございます。いろいろ皆さんご意見出ましたので、私は以上の観点から

12名に改め、そして今後人口が減っていく中で、またいろいろ皆さんに考えてほしいという

修正の意見を申し上げたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終わります。 

  これから発議第１号洞爺湖町議会議員定数条例の一部改正についてを採決します。 

  この採決についても、修正案の提出がありますので、会議規則第83条第３項の規定に基づ

き修正案の採決を行い、次に原案についての採決を行います。 

  この採決は起立によって行います。 

  まず、本件に対する小松議員ほか２名から提出された修正案について、賛成の方は起立願

います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。したがって、修正案は否決されました。 

  次に、原案について採決します。原案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、発議第１号洞爺湖町議会議員定数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。 

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

◎議会運営委員の辞任について 

○議長（佐々木良一君） 日程第11、議会運営委員の辞任についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、越前谷邦夫議員の退場を求めます。 

          〔越前谷邦夫議員退場〕 

○議長（佐々木良一君） 平成30年９月21日付で越前谷邦夫議員から、議会運営委員を辞任し

たいとの申し出があります。 
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  お諮りします。 

  本件は申し出のとおり辞任を許可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、越前谷邦夫議員の議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしました。 

          〔越前谷邦夫議員入場〕 

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

◎選任第１号の上程、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、選任第１号議会運営委員の補充選任についてを議題とい

たします。 

  議会運営委員の選任補充については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名

することとなっております。お手元に配付の名簿のとおり指名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、選任第１号議会運営委員の補充選任については、お手元に配付の名簿のとお

り選任することに決定いたしました。 

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

◎選任第２号の上程、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、選任第２号常任委員の補充選任についてを議題といたし

ます。 

  常任委員の補充選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名する

こととなっております。お手元の配付の名簿のとおり指名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、選任第２号常任委員の補充選任についてはお手元に配付の名簿のとおり選任

することに決定いたしました。 

  それでは、ここで暫時休憩いたします。 

  休憩中に、議会広報常任委員会を開催してください。議会広報常任委員会は、委員長の互

選をお願いいたします。 

（午後 ３時３９分） 

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

○議長（佐々木良一君） それでは、会議を再開いたします。 

（午後 ３時４７分） 

○議長（佐々木良一君） 休憩中に議会広報常任委員会において、委員長の互選が行われ、そ
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の結果が手元に参りましたので、報告いたします。 

  委員長には、大西議員と決定いたしました。 

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

◎承認第２号の上程、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第14、承認第２号議員の派遣についてを議題といたします。 

  議員派遣の件については、お手元に配付のとおりであります。 

  お諮りします。 

  原案のとおり、派遣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、原案のとおり、派遣することに決定をいたしました。 

  なお、お手元に配付した資料の中で、第43回東京あぶた・とうや湖会、日程が平成30年11

月４日とあるのを11月３日の誤りでありますので、訂正して修正をお願いいたします。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  明日から12月の定例日の前日までは休会となっていますので、ご承知願います。 

本日は、これをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ３時４８分） 
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