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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成３０年１２月１２日（水曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ３ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ４ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ５ 諮問第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ６ 議案第２３号 洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について 

      議案第２４号 洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第２５号 洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第２６号 洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第２７号 洞爺湖町放課後児童健全育成事業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１０ 議案第２８号 平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第７号） 

日程第１１ 議案第２９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

３号） 

日程第１２ 議案第３０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３号) 

日程第１３ 議案第３１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３号) 

日程第１４ 議案第３２号 平成３０年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算 

(第２号) 

日程第１５ 意見書案第１０号 ２０１９年１０月からの消費税１０％への増税中止を求める意見

書（案）について 

日程第１６ 意見書案第１１号 国保の抜本的改革を求める意見書（案）について 

日程第１７ 意見書案第１２号 憲法９条「改正」断念を求める意見書（案）について 

日程第１８ 意見書案第１３号 被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書（案）について 

日程第１９ 意見書案第１４号 後期高齢者の窓口２割負担への引き上げを行わないことを求める

意見書（案）について 

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

本日の会議に付した事件 

日程第１～日程第１９まで議事日程に同じ 
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────────────────────────────────────────── 

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 
総務部 

次 長 
皆  見     亨  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 住民課長 山  本     隆  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
原     信  也  君 

火山科学 

館 長 
杉  上  繁  雄  君 

産業振興 

課 長 
佐  藤  孝  之  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 

農業振興 

課 長 
片  岸  昭  弘  君 

洞 爺 湖 

温 泉 

支 所 長 

山  崎  貞  博  君 
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会  計

管 理 者 
石  川  邦  子  君 教 育 長 遠  藤  秀  男  君 

教育次長 天  野  英  樹  君 
社会教育 

課 長 
永  井  宗  雄  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） 皆さんおはようございます。 

  現在の出席議員は、13名全員であります。 

  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。 

（午前１０時００分） 

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、12番大西議員、13番五十嵐議員を

指名いたします。 

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

◎諮問第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森寿浩君） それでは、議案書の１ページでございます。 

  諮問が４件続きますけれども、人権擁護委員候補者の推薦についての案件でございます。 

  現在、人権擁護委員５名いらっしゃいますけれども、このうち４名の方が来年の３月31日

で任期が終了するということでございまして、人権擁護委員の候補者として法務大臣に推薦

するために、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでござ

います。 

  それでは、１ページの諮問第１号でございます。 

  人権擁護委員候補者の推薦について。下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したい

ので、議会の意見を求めるものでございます。 

  記として、住所、虻田郡洞爺湖町高砂町37番地27。氏名、宮崎泰人氏でございます。昭和

23年３月18日のお生まれでございます。経歴について、議案説明資料でご説明をさせていた

だきます。 

  議案説明資料１ページでございます。宮崎泰人氏のご経歴でございます。 

  学歴につきましては、昭和47年３月専修大学法学部を卒業なされております。職歴につき

ましては、昭和52年２月から司法書士を開業して現在に至っております。公職歴でございま

すが、平成９年１月から人権擁護委員として現在に至っております。平成７年９月から平成

21年にかけて、合併を挟んで固定資産評価審査委員会の委員をなされておりまして、平成21

年５月からは固定資産評価委員会の審査委員長として現在に至っております。平成22年９月

から、洞爺湖町情報公開個人情報保護審査委員会の委員をなされて、現在に至っております。
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また、平成28年４月からは洞爺湖町行政不服審査会委員として現在に至っております。 

  団体歴でございますけれども、昭和61年１月洞爺青年会議所専務理事、昭和62年１月洞爺

青年会議所副理事長、平成３年４月虻田町立虻田小学校ＰＴＡ会長、同じく平成３年４月虻

田町ＰＴＡ連合会長、平成10年４月虻田町立虻田中学校ＰＴＡ会長ということでございます。 

  再任ということでございますが、引き続きご経験とこの知識を生かして、人権活動にご尽

力をいただきたいということから推薦を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） これから、確認程度の質疑を行います。 

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。 

ここでお諮りいたします。 

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、ご異議ございませんか。 

〔「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、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦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。 

  本件は、諮問のとおり答申することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、諮問第１号人権擁護の推薦については、諮問のとおり決定することにしまし

た。 

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

◎諮問第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

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２ページでございます。 

  諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。下記の者を人権擁護委員の

候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでございます。 

  記としまして、住所、虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉180番地10。氏名、七戸朝子氏でござい

ます。昭和27年７月30日のお生まれでございます。議案説明資料で経歴をご説明いたします。 

  議案説明資料２ページでございます。七戸朝子氏のご経歴でございますが、学歴は昭和46

年３月北海道虻田商業高等学校を卒業なされております。職歴につきましては、昭和46年４
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月洞爺温泉郵便局勤務、平成15年４月洞爺温泉郵便局長、平成20年６月洞爺温泉郵便局長を

退職なされております。 

  公職歴につきましては、平成22年１月から人権擁護委員として現在に至っております。団

体歴等につきましては、昭和57年４月洞爺湖温泉８区自治会役員をなされております。 

  七戸氏につきましても再任でございまして、引き続き人権活動にご尽力をいただきたいと

いうことで推薦を申し上げ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） これから、確認程度の質疑を行います。 

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。 

ここでお諮りいたします。 

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、ご異議ございませんか。 

〔「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、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦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。 

  本件は、諮問のとおり答申することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員です。 

  したがって、諮問第２号人権擁護の推薦については、諮問のとおり答申することに決定い

たしました。 

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

◎諮問第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

といたします。 

  ここで、五十嵐議員は、地方自治法第117条の規定により除籍となりますので、退場をお

願いいたします。 

〔退場〕 

○議長（佐々木良一君） 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３ページでございます。 

  諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。下記の者を人権擁護委員の

候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでございます。 

  記として、住所、虻田郡洞爺湖町洞爺町123番地。氏名、五十嵐優子氏でございます。昭
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和28年３月29日のお生まれでございます。議案説明資料でご経歴をご説明いたします。 

  議案説明資料の３ページでございます。五十嵐優子氏のご経歴でございます。学歴につき

ましては、昭和50年３月玉川大学文学部を卒業なされております。職歴につきましては、昭

和59年７月から商店従事で現在に至っております。公職歴につきましては、平成19年４月人

権擁護委員として現在に至っております。団体歴等でございますが、昭和62年５月洞爺村商

工会商工女性部副部長、平成２年５月洞爺村商工会商工女性部理事、平成18年４月洞爺湖町

商工会商工女性部理事で現在に至っております。平成９年５月グレイセスとうや理事、平成

14年４月洞爺国際交流協会会長、平成23年４月洞爺国際交流協会顧問で現在に至っておりま

す。平成24年４月洞爺湖町社会教育委員で現在に至っております。平成30年４月洞爺湖町成

年後見業務支援員で現在に至っております。 

  五十嵐氏につきましても、引き続き再任ということで人権活動にご尽力をいただきたいと

いうことで推薦を申し上げ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） これから、確認程度の質疑を行います。 

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。 

ここでお諮りいたします。 

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、ご異議ございませんか。 

〔「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、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦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。 

  本件は、諮問のとおり答申することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、諮問第３号人権擁護の推薦については、諮問のとおり答申することに決定い

たしました。 

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

◎諮問第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

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４ページでございます。 
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  諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。下記の者を人権擁護委員の

候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものでございます。 

  記として、住所、虻田郡洞爺湖町栄町82番地１。氏名、加賀谷真由美氏でございます。昭

和31年３月31日のお生まれでございます。 

それでは、議案説明資料４ページをお開き願います。加賀谷真由美氏のご経歴でございま

す。学歴につきましては、昭和53年３月岩手学大学教育学部養護教育学科卒業なされており

ます。職歴につきましては、昭和54年４月壮瞥町立壮瞥小学校の教諭、昭和57年３月同小学

校を退職、平成３年４月から伊達市市立伊達中学校の教諭、平成12年４月虻田町立洞爺湖温

泉中学校教諭、平成15年４月から平成19年４月までは、伊達市の小中学校、それから壮瞥町

の中学校の教頭をなされております。平成20年４月壮瞥町立久保内中学校の校長、平成23年

４月洞爺湖町立洞爺湖温泉小学校校長、平成25年４月洞爺湖町立洞爺中学校校長、平成28年

３月に同中学校を退職なされております。平成28年４月からは、洞爺湖町教育委員会教育指

導専門員として現在に至っております。 

  加賀谷氏につきましては新任でございますが、長年にわたり教員として教育に努められ、

教育現場で培った知識や経験を生かして人権活動にご尽力をいただきたく、推薦をするもの

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） これから、確認程度の質疑を行います。 

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。 

お諮りいたします。 

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、ご異議ございませんか。 

〔「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、諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦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。 

  本件は、諮問のとおり答申することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（佐々木良一君） 起立全員であります。 

  したがって、諮問第４号人権擁護の推薦については、諮問のとおり決定することにしまし

た。 

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

◎議案第23号及び議案第24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23号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等
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に関する条例の一部改正について及び議案第24号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条

例の一部改正についてを一括して議題といたします。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の５ページからになりますが、議案第23号と24号

を一括してご提案を申し上げます。 

  議案第23号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

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

条例を次のように定めるものでございます。 

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

基づき、職員の給与水準が増額改定されることから、これに準拠し、議会議員併せて特別職

の期末手当の支給割合を0.05月分増額改定するものでございます。なお、改定に当たっては

本年12月支給分のみを0.05カ月分増加させ、平成31年度以降は６月と12月の支給割合を平準

化するものでございまして、それぞれ2.225月分とする改正となっていることから、第１条

において、平成30年12月の期末手当の改正を行い、第２条において平成31年度以降の期末手

当の改正を行うものでございます。 

  それでは、23号について議案説明資料でご説明をいたします。議案説明資料の５ページで

ございます。 

  洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の新旧対照表でございます。上

段が第１条関係でございます。６条の期末手当でございます。平成30年12月の支給割合を

「100分の232.5」に改めるものでございます。 

  続いて、第２条関係でございますが、平成31年以降の支給割合を６月と12月の区分をなく

して「100分の222.5」に改めるものでございます。 

  議案書に戻っていただきます。 

  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が、第２条に関す

る規定につきましては、平成31年４月１日から施行するものでございます。附則第２項でご

ざいますが、平成30年12月に支給する期末手当の支給割合の改正については、平成30年12月

１日から適用するものでございます。 

  ６ページになりますが、附則第３項でございます。期末手当の内払いについてのみなし規

定でございます。 

  以上が議案23号でございます。 

  続いて、７ページの議案第24号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に

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

次のように定めるものでございます。 

  なお、この改正につきましては、前段でご提案をいたしました議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例と中身が全く同様でございますので、説明は省
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略をさせていただきます。 

  以上、一括してご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論と採決をそれぞれ行います。 

まず、議案第23号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて討論を行います。 

討論はありますか。 

まず、原案に反対の討論を許します。 

立野議員。 

〇６番（立野広志君） 議案第23号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正について、反対の討論を行います。 

  本条例の改正は、先ほどの説明にもありましたが平成30年度国家公務員の給与改定に伴っ

て、それと連動させ、議会議員の期末手当を0.05カ月分増額するというものであります。９

月の会議での議員定数削減の議論のときには、町民税、地方交付税も減少する中、町議会は

町政事情や厳しい町民生活を鑑み、町議会の一層の簡素化と合理化を断行し、財政改革を率

先して行う責務があるとする陳情を受けて、議員提案により定数を削減したはずであります。

その際、私は反対意見の中で、議会が町民から信頼され、期待されるためには、町民参加の

機会を拡大し、情報公開を進め、町民の声をしっかり酌み取り、議会の活発な議論を起こし

ていくこと。そして、無駄を省き、町民の立場に立った行政改革を進めるためには、議員こ

そ町民の目線に沿って、行政を厳しく監視し、意見を述べていくことが決定的に重要である

こと。この立場から、議会関係費などを見直ししていくことが大事であると述べました。 

  その後、３カ月経ちましたが、町民の期待に応える議会改革はいまだ始まっていません。

そういう状況の中で、議員の期末手当を引き上げるなどということは到底、町民の理解を得

られるものではないと思います。議員の手当を増やすくらいなら、低賃金で働いている半数

を超える非正規雇用労働者の給与水準の引き上げを求めることこそ、今やらなければならな

いと考えます。 

  さらに、非常勤特別職である町議は、常勤特別職、一般職職員と立場は異なり、改定状況

に合わせるという理由は、一応はそういう理由で今までやってきた部分がありますが、合わ

せてこれを行う義務はありません。 

  よって、職務に応じて必要な給与や報酬額を決めるため、条例が分かれているのであって、

特別職と一般職、常勤と非常勤を同列に水平、調整する必要はありません。 

  よって、議案第23号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正
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については反対いたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  ７番、小松議員。 

〇７番（小松晃君） 議案第23号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正についての賛成の討論をいたします。 

  従前、町が財政健全化団体のときには、町長を先頭にして全職員、全議員が給与や報酬の

独自削減を行って、そして早期の健全化に協力、あるいは尽力をしてきました。 

  今回の報酬、給与の改正は、従前から人事院勧告に準じて職員の給与改正を行う。それに

また準じて特別職や議員報酬も改正をするという、従来から一貫してそういう姿勢をとって

きました。今、財政的にそう楽になったとは言い切れないかもしれませんけれども、通常の

財政運営をやっている今日ですから、やっぱり従前の例に倣ってこの改正をすべきだという

ふうに思いますので賛成します。 

○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23号洞爺湖町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついてを採決します。 

  お諮りします。 

  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。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木良一君） 起立多数です。 

  したがって、議案第23号洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正については、原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第24号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について、討論

を行います。 

  討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第24号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「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24号洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 
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◎議案第25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25号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の８ページになります。 

  議案第25号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。洞爺湖町

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

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

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

勉手当については0.05カ月の引き上げ、日直手当につきましては200円の引き上げとなって

おりまして、平成31年度以降の期末手当の支給月数については６月と12月で平準化するとい

うような内容になっております。 

  議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例と同様に適用時期が異なることから、第１条に

おいて平成30年度に適用する給与の改正を、第２条において平成31年度以降に適用する給与

の改正を行うものでございます。 

  それでは、議案説明資料でご説明をさせていただきます。議案説明資料は７ページでござ

います。 

  洞爺湖町職員の給与に関する条例新旧対照表でございまして、第１条関係でございます。

19条の２では、日直手当の上限を定めておりますが、これを「4,200円」から「4,400円」に

改めるものでございます。 

第24条２項の勤勉手当の総額でございます。再任用職員以外の職員にあっては「100分の

95」に、再任用職員にあっては「100分の47.5」にそれぞれ改めるものでございます。 

次に８ページでございます。 

８ページは第２条関係でございます。21条の期末手当でございますが、６月と12月の区分

をなくし、「100分の130」と改め、第６項においては再任用職員の支給割合を「100分の

72.5」と改めるものでございます。 

第24条第２項の勤勉手当の総額でございますが、再任用職員以外の職員にあっては「100

分の92.5」に、再任用職員にあっては「100分の45」にそれぞれ改めるものでございます。 

議案書に戻っていただきまして、８ページになります。 

第１条における別表第１、行政職給料表の全部改正でございますが、平均で0.2％引き上

げるものでございます。 

施行規則でございますが、第１条関係は公布の日から、第２条関係の規定は平成31年４月

から施行するものでございますが、行政職給料表の改正は平成30年４月１日から、勤勉手当

の支給割合の改正は平成30年12月１日から遡及適用するものでございます。 

附則３項につきましては、給与の内払いについてのみなし規定でございます。 
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以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第25号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。 

  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。 

〔「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25号洞爺湖町職員の給与に関する条例の一部改正については、原案の

とおり可決されました。 

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

◎議案第26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26号洞爺湖町国民健康保険税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13ページでございます。 

議案第26号洞爺湖町国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。洞爺湖町国民

健康保険税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。 

この改正につきましては、平成30年度税制改正により引き上げられました法定限度額まで

現行の課税限度額を引き上げる改定でございます。本年10月に洞爺湖町国民健康保険運営協

議会に課税限度額の改正について諮問をし、11月１日に同協議会から答申を受けているもの

でございます。この答申を受けまして、町として平成31年度から国民健康保険税課税限度額

を改正するべく、提案をするものでございます。 

それでは、新旧対照表でございますが、10ページでございます。 

洞爺湖町国民健康保険税条例新旧対照表でございます。第２条課税額であります。第２項

基礎課税額の限度額について、「54万円」を「58万円」に４万円引き上げる改正でございま

す。 

第23条国民健康保険税の減額でございますが、本文中、基礎課税額の限度額について「54



－140－ 

万円」を「58万円」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、平成31年４月１日から

施行するものでございます。適用区分として、改正後の洞爺湖町国民健康保険税条例の規定

は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健

康保険税についてはなお従前の例によるとしております。 

今回、基礎課税分「54万円」から「58万円」の４万円の増額という改正でございまして、

後期高齢者支援金分19万円、介護納付金分は16万円ということで、これまで三つの合計89万

円が93万円となるというようなことでございます。 

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。 

質疑はありませんか。 

13番、五十嵐議員。 

〇13番（五十嵐篤雄君） ちょっと確認を含めてご質問させていただきますが、限度額の４万

円の上限の改定ということでございますが、昨年度ベースで結構でございますので、この上

限をベースにしてあげることによって、対象となる人数、そして金額が分かればお教えいた

だきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 山本住民課長。 

〇住民課長（山本 隆君） それでは、国保課税限度額の改正に伴う影響者数という形でよろ

しいでしょうか。影響を受ける世帯数でございますが、改正前の課税限度額基礎課税分に係

る限度額超過世帯数が現在64世帯、限度額を58万円に改正した場合の限度額超過世帯は59世

帯となり、影響を受ける世帯数は５世帯ほど減少するという見込みをもってございます。 

  また、地域別では虻田地区が33世帯、洞爺地区が26世帯と見込んでいるところでございま

す。 

  また、限度額改正に伴う国民健康保険税の影響額でございますが、ちょっと正確な数字に

つきましては来年、年が明けまして６月の賦課時期になりませんと確定はできませんけれど

も、今年の基礎課税分との比較をさせていただきましたところ、約247万9,000円程度の影響

額になるというところで試算をし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。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、原案に反対者からの発言を許します。 

６番、立野議員。 

〇６番（立野広志君） 議案第26号の国民健康保険税条例の一部改正について、反対の討論を
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いたします。 

  国民健康保険制度そのものが今、所得がそれほどなくても大きな負担を強いられている、

ましてや協会健保や組合健保などから比べても非常に金額的には大きい。そういう中で今、

今回改正されようとしているのが基礎課税分ということで現行が54万円が４万円もアップし

て58万円となる。先ほどの説明では、対象世帯は当然減るでしょう。減るけれども、59世帯

はその対象となるという状況でありまして、実はこれ、トータルすると年間で93万円保険税

を納めなければならないと、こういう状況になります。所得から考えたら決して安い金額で

はないし、非常に重い負担となってくるわけであります。 

  ですから、洞爺湖町としてもこれまでは、この国の改正の時期に合わせることなく、この

限度額を抑えてきたという経緯がありますが、今こういう経済状況の中で限度額を上げれば、

なおのことその負担が増えていくのは明らかでありまして、そういう意味からいっても今回

の改正というのはすべきではないというふうに考えております。 

  課税限度額のうちの54万円から58万円、ほかの後期高齢者や介護納付金の限度額について

は変わらないとは言いますけれども、こういった状況で負担を増やすことのないように私は

求めて、この提案について反対をいたします。 

○議長（佐々木良一君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  13番、五十嵐議員。 

〇13番（五十嵐篤雄君） 賛成の立場で討論をさせていただきます。 

  確かに、国保会計の厳しさがある中で、この限度額の部分については致し方ない部分では

ないかという判断でございますが、当然財源に関しては国にしっかりとした措置を求めると

いうことの必要性はありますが、各単体の健康保険の、国保の単体の単位の中でも、それぞ

れの可能な限りの努力をする必要があるという中でのこの限度額の改定については致し方な

い部分ではあるのではないか。それから、反対者が触れていましたけれども、後期高齢者分、

それから介護分については限度額が据え置いてあるということもしっかり考慮されていると

いうことで、この４万円の限度額については致し方ないということで賛成を出していただき

たいというふうに思います。 

○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26号洞爺湖町国民健康保険税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。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木良一君） 起立多数です。 

  したがって、議案第26号洞爺湖町国民健康保険税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27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９、議案第27号洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び

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14ページでございます。 

議案第27号でございます。洞爺湖町放課後児童健全育成事業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。洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及

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。 

この条例の改正理由でございますけれども、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令の公布に伴って、同令により改正される放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準の改正を受けて、当該条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

議案説明資料で以下ご説明をさせていただきます。 

議案説明資料の11ページからでございます。 

洞爺湖町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の新旧対照表

でございます。「第10条第３項第４号教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第４条に規

定する免許状を有する者」に改めるものでございます。 

内容でございますけれども、学校教育法の規定によりまして、学校の教諭となる資格を有

する者を、放課後児童支援員の基礎資格として規定しているところでございますが、教育免

許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にして、有効な教員免許状を取得した者を

対象とするための改正となっております。具体的には教員免許を取得したことのある者が、

その後に教員免許の更新講習を終了していない場合や、免許状の有効期間を経過している場

合であっても、放課後児童支援員の基礎資格を有する者であることとして規定の明確化を期

したものとしております。 

次に、第10条の３項第５号中「卒業した者」を「卒業した者（当該学科、または当該過程

をおさめて同法の規定による専門職大学の全期課程を終了した者を含む。）」に改め、同項

第10号として「５年以上放課後児童健全育成に従事した者であって、町長が適当と認めた

者」を新たに加えるものであります。 

第５号（５）ですが、５号については平成31年４月１日施行の学校教育法の改正により、

創設される専門職大学の取り扱いを踏まえて、「専門職大学の全期課程を終了した者」を追

加して、支援員の基礎資格の基準改正を行うものでございます。 

それから（10）でございますけれども、放課後児童支援員となるための基礎資格等につい

て、対象の拡大項目を新設するものであり、具体的には現行規定には高等学校卒業者が支援

員になるための規定がございますが、高等学校を卒業していない者については支援員になる

ための基礎資格がないところから、基準法令を改正し、資格要件を拡大する項目を新設する
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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、附則でございます。この条例は公布の日から施行する。

ただし、第10号第３項第５号の改正規定は、平成31年４月１日から施行するものとしており

ます。 

以上、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。 

〇６番（立野広志君） 今回の、ちょっと長いのですが放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の改正ということですけれども、事前の説明で伺っておりまし

たら、要は学童保育の指導員のなり手がいないと。少ないというようなこともあって、これ

までの規定を緩和して、そのなり手を増やしていくための対策だというような説明だったか

と思うのですが、今お話しになったように改正概要として四つの点があるということで、学

校教員免許を更新していない、これは確か10年くらいでしたっけ。免許証の更新というのは。

その更新をしていなくても、要は教員として経験があれば、あるいはその免許を取ったこと

があれば学童保育の指導員になれるのだとか、あるいは最後のほうでいきますと高等学校を

卒業していなくても指導員になることができるというようなことがあるのですが、ちょっと

お聞きしたいのですが四つほどのポイントがあるのですが、これは全てを網羅しなければな

らないことなのか。それとも、どこか一つでも該当すればなれるということなのかというこ

とで、まずちょっとお聞きしたいのと、もう一つは実際に私ちょっと心配なのですが、学童

保育の指導員というのは、昔は働きながら子育てをする方々の子供たちを放課後安全に保護

する、預けておける、そういう施設として住民が中心となって立ち上げてこの学童保育をこ

こまでもってきたわけですけれども、最近はその中で学童保育に行きたがらなくなっている

子供たちも出ているということも実は何件かあります。あまり詳しい話はできませんけれど

も。つまり指導する側、その子供たちを受け入れる側のやはり知識や経験や、あるいは考え

方、こういったものが一方的に子供たちに押しつけられるというようなことがあるとまずい

なと思うのですよ。それだけに、教育的な立場、あるいは本来なら家庭と同じような環境の

中で子供たちを守り、そして保護するということが必要なのですが、そういうことはどう

やって確立していくのか。この２点についてちょっと伺っておきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

〇社会教育課長（永井宗雄君） 今回の条例、一部改正でございますけれども、まず１点目の

全ての項目を網羅しなければならないのかというご質問でございますけれども、これは条件

を全て網羅するということではございません。放課後児童支援育成事業の職員を目指す方の

ために、基礎資格の規定の明確化を図ったり、資格要件を拡大する項目となってございます

ので、これから職員を目指される方に門戸を広げると言いますか、目指していただくための
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改正となっております。 

  あと、２点目でございますが、指導する側、学童に携わる職員のことでございますけれど

も、日々学童保育の運営につきましては、児童を預かる側として安心安全な環境のもとでお

預かりするということが大前提でございます。教育的な立場で学童の先生方には、道が主催

する研修会などへの参加をいただきながら、学童の指導に従事していただいているというの

が現状でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

〇６番（立野広志君） 当然四つの点、全てを網羅しなければいけないということではないと

いうことはわかります。ただ、最後に説明された、例えば高等学校を卒業した者でなくても

支援員となれるということは、それと例えば合わせて５年経験とか、そういったものも加味

されてくるのか。それとも、それは全く別で、この４点目、最後に言われた、いわゆる高校

を卒業していなくてもできるということが一つの１項目として、支援員の採用については行

われていくのかということで、やっぱりちょっと四つあるけれども、どれとどれは組み合わ

せてとかいうようなことになるのか、それとも全く別なのかということをもう１回確認をし

たいのと、やっぱり研修会をやっていると言いますよね、指導員のね。ベテランになると、

本当にそういう、いわゆる経験的なものも含めていろいろ行われるのでしょうけれども、

やっぱり一番問題というか心配なのは、学童保育に通っている子供たちが、もう行きたくな

いと言って辞めるのですよね。そういう状況を決して私は起こしてはならないと。そういう

ことがもし教育委員会が把握していれば、きちんとそれは対処すべき問題であって、研修を

やっているから良いという問題ではない。やっぱりお母さんも働いているわけですから、学

童保育に預けて、そしてその間安心して仕事もしたい。ところが、学童保育に子供が行きた

がらない。その結果どうなっているかと、学校の図書室でお母さんが迎えに来るのを待って

いると、こんなような状況になっているのですよ。 

  ですから、その辺はちょっと詳しく言えませんけれども、ぜひ教育委員会で実態をよく把

握して、必要な対処をしていただきたい。なり手がいないから言うことも言えないというの

では困るのですよ。その辺も含めて、この改正に合わせて、学童保育のあり方についてぜひ

教育委員会としても考えていただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 永井社会教育課長。 

〇社会教育課長（永井宗雄君） まず１点目でございますが、洞爺湖町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の第10条につきましては、職員に関する規定が

ございます。この１項で現条例の中にありますのは、「高等学校を卒業した等であり、かつ

２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者」という規定がございます。 

  今回、職員になられた方につきましては、最終的に放課後児童健全育成支援員ということ

で道の研修を経て、登録されて認定されるということが支援員でございます。この規定から、

高校卒業者はございますけれども、高校を卒業していない者につきましては規定がないとこ

ろでございますので今回、改正の第10条第３項の10号に一文を追記したということでござい
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ます。 

  それと、もう１点目の学童保育の実態でございますけれども、職員と教育委員会担当課と

しましては、月１回の打ち合わせを通しまして情報共有をしているところでございますけれ

ども、今後また学童内部の十分な把握に努めて、今後の体制についてまた改めて考えていき

たいと考えてございます。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

〇教育長（遠藤秀男君） ちょっと補足でご説明させていただきたいと思います。 

  いわゆる学童保育、放課後児童クラブでございますけれども、今町内３カ所で実施してご

ざいます。多くのご家族の方、お子様に利用していただいて、本当にありがたいなという部

分もございます。そういう意味では、さまざまなお子さんもいるのは実際でございます。今

は一定の支援を必要とするお子さんも受け入れているというような状況でございます。 

  そういう中で、やはり一人一人にしっかりと向き合った保育というものが必要かなという

ふうに思ってございます。今お話の事案等につきましては、私ども実際事案が発生した場合

には教育委員会職員と支援員が一体となって会議等を何回ももちまして、その解決策等を

図ってきてございます。なかなか保護者とお互いに理解し合えるという場合も全てではない

のですが、ないことも確かにあったことはあったのですが、お互い理解し合って進めていこ

うと思ってございます。 

  また、支援員自体がやっぱりちょっと通常と違った勤務時間体系というのもあって、なか

なか支援員の確保というのが難しいというのも実際でございます。かといって、先ほど言わ

れましたように、じゃあその保育の質を落として良いかという部分には当然つながっていき

ませんので、これからもしっかりと研修、それから内部での会議等含めまして、しっかりと

保護者の皆様の意向、お子様一人一人に向き合うような保育に努めていきたいと思ってござ

います。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

〇６番（立野広志君） ３回目ですからあれなのですが、今回の条例、この改正は、要は資格

要件を緩和するということがまず大前提というか、それが目的ですよね。資格要件緩和で、

指導員の確保を図りたいということなのですよね。だからといって、誰でも良いということ

にはならないのだと。今、最低限この四つの条件について出していますよね。今、学童保育

に来ている子供たちの中には、今義務制の小学校でいえば、普通学級の中にもやっぱり支援

の必要な子もいるわけですよ。そういう子たちも実は学童保育に来るわけです。学童保育で

そういう子供たち、その障害なり、そういう状況にきちんと対応できる指導員でなくてはい

けない。そのことをちゃんと理解している指導員でなくてはいけない。だから、一定そう

いった教育なり、研修をしっかりやってきた職員でなくてはいけないと私は思うのです。誰

でもみんな同じ中身で対応するのはなかなか難しいし、そうなるとどうしても何人かの子供

たちは言うことを聞かないとか、あるいは別な行動をするとかいうようなことが起こる。だ

けど、それは叱れば良いわけではなくて、やっぱりその子の症状、その子の状況に応じて
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やっぱり指導員も対応するということが大事だと思うのです。 

  そのためには、私は高校の卒業資格云々というよりは、やっぱりそういうことにきちんと

経験なり知識なり、そういったものをもった人たちがこの学童保育の指導員になっていかな

くてはいけないなと思うのです。緩和することは別に良いと思いますよ。それで人が増えて

いけば。しっかりとそういう人たちを、やっぱり研修でもって、あるいは障害をもっている

子供たちに対する対応の仕方として、やはり対応できる、そういう内容の勉強と言いますか、

そういったものをしっかりやってほしいと思うのです。その辺どうなのですか。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

〇教育長（遠藤秀男君） 今、言われましたように、一定の支援が必要とされるお子さんが実

際に来ているのが現状でございます。そういう中では、しっかりと研修をして職員一人一人

の資質をしっかりと向上させる必要があろうかと思います。その上で、先ほども申し上げま

した一人一人のお子さんに向き合える体制づくりというのを今後しっかりと進めていきたい

と思っているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「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27号洞爺湖町放課後児童健全育成事業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。 

〔「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27号洞爺湖町放課後児童健全育成事業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。 

  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） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

                                （午前 11時15分） 

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

◎議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第10、議案第28号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算
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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15ページでございます。 

議案第28号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第７号）でございます。平成30

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

す。 

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

4,252万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ70億7,266万7,000円と

するものでございます。 

  第２条は地方債の補正で別表でございますが、これは事項別明細の中でご説明をさせてい

ただきます。 

  それでは、一般会計の事項別明細書をお開き願います。５ページ、６ページでございます。 

  まず歳入でございます。14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金で20万

6,000円の減額補正でございます。国民健康保険基盤安定負担金でございまして、負担金見

込額の減に伴い減額するものでございます。２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金234万

3,000円の増額補正でございまして、社会保険税番号制度システム整備費補助金でございま

す。マイナンバー記載事項追加に対応する増額補正でございまして、旧姓表示の関係でござ

います。３項委託金、２目民生費国庫委託金で28万1,000円の増額補正でございます。国民

年金事務委託金でございまして、法改正によるシステム改修の委託金の計上でございます。 

  15款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金で186万7,000円の減額補正でございま

す。４節の国民健康保険基盤安定負担金で81万8,000円の減額、負担金見込額の減に伴う減

額でございます。６節の後期高齢者医療保険基盤安定負担金で104万9,000円の減額補正、こ

れについても負担金見込額の減に伴う減額補正でございます。３項委託金、１目総務費道委

託金267万6,000円の増額補正でございます。これについては、選挙費委託金ということで、

来春の北海道知事、北海道議会議員の選挙にかかわる委託金の計上267万6,000円の増額でご

ざいます。 

  16款財産収入、２項財産売払収入、１目土地売払収入でございまして、240万円の増額補

正でございます。土地売払収入としての計上でございますが、これについては位置図と参考

資料を配付しておりますので、一応ごらんいただきたいと思います。温泉地区でございまし

て、面積367.64平米、坪単価で２万1,580円ほどのものでございます。 

  続いて、７ページ、８ページ、21款町債でございます。 

３目商工債で1,290万円の増額補正でございます。１節の観光施設整備事業債ということ

で、文化センター暖房設備の改修事業170万円。それから、火山科学館多言語音声ガイドシ

ステム整備事業で390万円、これは財源振替等で合併特例債を充当するものでございます。

それから、２節の商工施設整備事業債で、道の駅等トイレ改修事業で730万円の計上でござ
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います。道の駅あぷたのトイレ、それからトレイルセンターの一部修繕、それから道の駅と

うや湖の関係で、これも合併特例債でございます。続いて、５目の教育債で1,000万円の増

額補正でございます。学校教育施設等整備事業債ということで、虻田中学校の暖房設備整備

事業でございます。ボイラーの煙突が壊れたということでの仮復旧と、それから恒久的復旧

合わせた額を過疎債の借り入れで充当したいということで1,000万円の計上でございます。

８目の土木債で1,400万円の増額補正でございます。橋梁、橋の長寿命化事業でございまし

て、これも財源を特例債を使って充当するというものでございます。 

  続いて、９ページ、10ページでございます。 

  歳出でございます。１款議会費、１項議会費、１目議会費、補正額422万円の減額補正で

ございます。議会運営事業の関係でございまして、議員数が現在１減ということになってお

りまして、それにかかわる減額でございます。期末手当につきましては今回、増額をする改

定分も入っておりますが、プラスマイナスで減額補正でということでございます。 

  続いて２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で60万円の増額補正でございます。

一般管理事業ということで、11月30日で１名職員が早期退職をしておりまして、その後残り

４カ月の臨時職員の経費の計上60万円でございます。３目公有財産管理費で175万1,000円の

減額補正でございます。需用費、修繕料でございますが、公有財産管理事業で修繕料で16万

1,000円、これについては本庁舎の消防設備の修繕ということでの計上。それから13節の実

施設計委託料246万3,000円の減額については、委託で行う予定としておりましたけれども、

この設計について直営で行うということにしましたので、その分の減額でございます。それ

から、町有住宅管理事業で修繕料が55万1,000円の計上でございますが、これについては職

員住宅の修繕ということでの計上でございます。続いて、５目の電子計算管理費で324万

6,000円の増額補正でございます。これについては、委託料で情報管理事業電算システム改

修の委託料で、社会保障税番号システムの改修にかかわる経費の計上でございます。それか

ら、６目諸費で150万3,000円の増額補正でございます。一つが功労者等表彰及び障害対策事

業ということで、今月の18日から20日まで、箱根町の皆さんが胆振東部の震災の関係での応

援ツアーということでご来町していただけるということで、その歓迎経費としての62万

6,000円の計上でございます。もう一つが非核平和の町宣言10周年記念事業で87万7,000円の

計上でございます。非核三原則遵守、恒久平和の実現を願って、意識高揚を図るための事業

でございます。一応、予定としては３月19日に中学生向けの講演会と、それから18か19、こ

れは決まっておりませんけれども、一般向けにも講演会を実施するというようなことで、公

団協会のご紹介で講師の方に来ていただいて講演をしていただくというようなことでござい

ます。また、記録集の作成として、300部を作成するという部分の計上でございます。それ

から、４項選挙費で３目北海道知事、北海道議会議員選挙費で267万6,000円の計上でござい

ます。来春行われます知事選挙、道議選挙にかかわる経費の計上でございます。 

  次、11ページ、12ページでございます。２段目になりますが６項監査委員費、１目監査委

員費で４万6,000円の増額補正でございます。監査委員の改選に伴う経費の４万6,000円の増
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額補正でございます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、４目介護保険費で32万7,000円の減額補正でございます。

繰出金でございまして、地域支援事業減による減額ということで32万7,000円の減額。続い

て、６目の後期高齢者医療費で63万円の増額補正、これも繰出金でございまして、保険基盤

安定繰出金の増に伴うもの、それから給与改定に伴うもの、合わせて63万円の増額計上でご

ざいます。２項国民年金費、１目国民年金事務費で28万1,000円の増額補正でございます。

委託料でございまして、電算システム改修委託料、法改正に伴うシステム改修の計上でござ

います。３項医療助成費、１目医療対策費、これについては財源補正でございます。 

  続いて、13、14ページでございます。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生管理費

で38万4,000円の増額補正でございます。修繕料でございまして、洞爺のふれ愛センター雨

漏り等の修繕の計上でございます。それから、２目の予防費で127万2,000円の増額補正、委

託料でございまして、予防接種委託料、日本脳炎、ヒブ、それから小児肺炎球菌等予防接種

の増加による増額補正でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、５目農業研修センター費78万4,000円の減額補正でござ

います。農業研修センターの運営費で嘱託職員の賃金、３月に新規採用職員がございました

ので、それに合わせて嘱託職員の賃金を減額するものでございます。３項水産業費、１目水

産業費で248万4,000円の減額補正でございます。工事請負費で虻田漁港大磯分区の埋立整備

工事の執行残でございます。 

  ７款商工費、１項商工費、１目商工振興費で540万6,000円の増額補正でございます。道の

駅施設維持管理事業ということで、道の駅等の小破修繕関係で40万4,000円。それから、工

事に伴うし尿処理手数料、仮設トイレの関係でございますが15万2,000円。それから、工事

請負費として、トレイルセンターの出入り口部分が傷んでおりまして、この改修にかかわる

工事費が206万3,000円の計上、合わせて261万9,000円でございます。それから、地域振興事

業ということで、これについては10月１日で地域おこし協力隊を２名採用しておりまして、

それぞれ道の駅あぷたと道の駅とうや湖に配属させておりますが、地域おこし協力隊にかか

わる経費の計上でございます。 

  それから、15ページ、16ページ。７款商工費、２項観光費、２目観光施設管理費で202万

8,000円の増額補正でございます。修繕料でございまして、観光情報センターの軒天が一部

落下したということでの19万2,000円の計上。それから、洞爺湖文化センターの温水ヒー

ターの熱交換器の取り替えとして183万6,000円の計上でございます。 

  ８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費でございまして、これについては財源

補正でございます。６項住宅建築費、２目住宅管理費で300万円の増額補正でございまして、

町営住宅管理にかかわる入退去の関係の修繕料の計上でございます。 

  10款教育費、１項教育総務費、３目諸費43万7,000円の増額補正でございます。スクール

カウンセラー報償金で派遣回数の増による43万7,000円の増額補正でございます。２項小学

校費、１目小学校管理費で128万円の増額補正でございます。小学校管理事業で燃料費単価
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アップに伴う増額補正でございます。３項中学校費、１目中学校管理費で735万4,000円の増

額補正でございます。中学校管理事業で、燃料費単価アップに伴う96万円の増額。それから

工事請負費、虻田中学校の暖房設備整備工事、温風暖房機９台、パネルヒーター６台等の恒

久対策ということで639万4,000円の増額補正でございます。 

  17ページ、18ページでございます。10款教育費、４項社会教育費、３目社会教育施設費で

38万3,000円の増額補正でございます。洞爺湖芸術館管理運営事業ということで、今までの

事務室をちょっと位置を変えたいということで、事務室と展示室の移動に伴うカーテンコー

ル、あるいは電気設備等の計上でございまして38万3,000円の増額でございます。５項保健

体育費、３目給食施設費で４万4,000円の増額補正でございます。学校給食センター運営事

業で、運営委員会の回数の増に伴う増額補正でございます。 

  12款給与費で１項給与費、１目給与費900万円の増額補正でございます。職員給与の関係

でございまして、給与改定によるもの、それから会計間移動によるもの、それから新規採用

等合わせまして900万円の増額補正ということでございます。 

  13款予備費、１項予備費、１目予備費1,252万3,000円の増額で、現在3,341万6,000円の現

計となります。 

  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。 

〇２番（越前谷邦夫君） 収入のところで、財産売払収入ということで240万円計上されてお

るわけでありますけれども、この資料を見ても場所はわかるのですが、これは坪単価、計算

したらわかるのだけれども坪単価はいくらになりますか。 

  それからもう一つ。もう１点はページ数は10ページでありますけれども、先ほど諸費の中

で箱根応援ツアーということで62万6,000円、全部でですね。そういう計上をされておるわ

けでありますけれども、今回箱根町に研修に行きますと、箱根町そのものも非常に大涌谷の

火山ガスによって、どんどん市街地のほうまで来ているという環境の中で、前回うちらから

も行ったから今回来るということなのでしょうけれども、やはり来たからにはそれなりの歓

迎をしてあげるべきではないのかなという気がするのですよね。厳しい環境の中でも来てい

ただけると、そういうことでございますから、私は今回の応援ツアーに対して、非常に箱根

町のほうが環境的に厳しいのではないかなという受け止め方をしておるのですよ。話などを

聞いてみると、火山ガスがどんどん市街地まで来て、その火山ガスが通る道は全部植物、木

が枯れてしまっているという、そういう状況下の中でも来てくれるということでありますか

ら、姉妹提携を結んでいる洞爺湖町としてそれなりの歓迎ムードを高めるということで考え

れば、お金をかければ良いというものではありませんけれども、やはり全町の総意としてお

迎えして歓迎できるような、そういう環境を整えていただきたいと思うのですが、いかがで

しょうか。お願いいたします。 
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○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

〇総務部長（佐々木清志君） 先ほどの坪単価でございますけれども、約２万1,000円でござ

います。 

  それと、今回の応援ツアーということで補正予算を計上しておりますけれども、議員おっ

しゃるとおりでございますので、全町挙げまして歓迎ムードというか、来てもらった方に対

して歓迎していきたいという心構えで頑張っていきたいと思います。また議員の皆様方につ

いても、最終日等のお願い等も今後ございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  ２番、越前谷議員。 

〇２番（越前谷邦夫君） 先ほどの財産の売却の件で、坪単価２万1,000円と言ったかな。や

はり我々行政が持っているこういう土地を売買するということになると、いわゆるその周辺

の坪単価というものも、民間の方々が売る場合においてはその単価が基準になるという、そ

ういうことも多く考えられるわけでありますから、何を基準に２万1,000円、当初はそんな

２万1,000円の単価で売れるような土地ではなかったのではないかなという気がするのです

けれども、そういうやはりこの民間の不動産に与える単価の設定ということになるわけであ

りますから、そのことを十分考慮して配慮した中でのこういう坪単価なのか、もう一度お願

いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

〇総務部長（佐々木清志君） ただいまのご質問でございますけれども、単価の設定につきま

しては町の固定資産税の路線価格と言いまして、これを基に算定してございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。 

  ほかに質疑はありますか。 

  ６番、立野議員。 

〇６番（立野広志君） 実は１件目は今、越前谷議員が質問した件についても、私も聞きたい

のですが、坪単価で先ほど副町長は２万1,580円というふうに言われていました。いずれに

しても111坪あって、金額的には240万円で売却ということですよね。 

  最近、確か固定資産評価替えがあったと思うのですが、そうすると今、洞爺湖温泉の、特

に砂防地域のすぐ脇にある用地がそれなのか。それとも、その下のほうの、いわゆるホテル

や旅館などが立ち並んでいるところも含めて、かなりの評価額が今、下落しているのかどう

か。ちょっと参考までにどのくらいこの固定資産の評価が下がっているのかということをお

聞きしたいなと思っております。 

  それから、二つ目がこれも先ほど越前谷議員が質問したことで、私も聞きたかったのです。

どんな歓迎をするのかということなのですよ。協力をお願いしますだけではなくて、向こう

から百十何名だか、かなりの規模の方々が来られて、そして分散して洞爺湖温泉のホテルや
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旅館などに泊まられるということなのですが、どういう中身でこれが行われるのかも全然

ちょっとわからないのですよ、実は。そういう中で、受け入れる側の、この私たち姉妹都市

の洞爺湖町として、どういう歓迎をするのか。その辺もちょっと伺っておきたいなと思った

のです。もう間近ですから、具体的に全て決まっていると思うのですよね。ただ歓迎式典に

出てくれではないと思うのですよ、議会に対しても。それから町民に対しても、やっぱり姉

妹都市として私たちが、向こうが噴火で厳しいときには行きましたけれども、こちらに来ら

れるときにはまた温かく迎い入れると言いますか、迎える、そういう対応が必要だと思うの

ですが、そういう町民に向けたＰＲも含めて、あまり見えないのでどうなっているのかなと

実は思っていました。その辺、どんな対応をされるつもりなのかということをお聞きしたい

と思います。 

  ３点目ですが、教育委員会の関係なのですが、事項別明細の16ページに中学校の暖房設備

の整備工事ということで、これは最終的には現在あるボイラー室は封鎖して、そして新たに

各教室に暖房機を設置するという方向に決まったということは行政報告でも話された中身で

す。 

  それはそれとして良いのですが、その行政報告の中には、これまでの例えばそういう集合

煙突初め、ほかの学校や施設などについてのアスベストの再点検を行うというふうに言われ

たのですね。これは今回の補正には、この再点検のための費用というのは含まれていないの

かどうかということと、それから再点検をする際のやはり資格要件、これは私何回も言いま

すけれども、きちんとしたアスベストの知見を持ち、そして経験をもって、また協会に加盟

をしている人たちがやるのかどうかということも含めて、含まれていないなら話にならない

のですけれども、その辺についてちょっとお答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤財務財政課長。 

〇税務財政課長（佐藤久志君） 洞爺湖温泉街は、固定資産、土地の評価額でございますけれ

ども、やはり2000年の噴火災害以降、評価額については下がってきております。それで、ホ

テルが建っている地区と住宅街と、またその辺の評価額も違います。それで、評価替えによ

りまして、現在も下落してきておりまして、前回からの下落幅は縮小はしてきてはおります

けれども、評価額については下がっている状況でございます。 

  その下落の幅というか、そのパーセントはちょっと今、資料等をもっておりませんので、

具体的な数字については言えない状況でございますが、下がってきていることは間違いござ

いません。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

〇総務部長（佐々木清志君） 箱根の件でございます。決定していることについて詳細にご説

明させていただきたいと思います。 

  現在、箱根のほうから町長、議会議長ほか、温泉関係者を含めまして110名の方が洞爺湖

町をバス３台で訪れるということになってございます。日程につきましては18日の夕方から

19、20日、20日の午前中まででございます。今回、18日に来たときに対しまして、町では歓
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迎会と、激励会というのですか。そういうものを箱根と共同で、実際的な主催するのは箱根

町でございまして、このツアーにつきましての司会進行から全て箱根が仕切る形になります。

洞爺湖町を応援するというツアーの趣旨でございまして、平成27年に洞爺湖町から箱根を訪

問した際については洞爺湖町が主催した、箱根を激励するという会でございます。 

  また、翌日につきましてはバス３台で洞爺湖温泉におけます火山科学館、また洞爺湖周辺

によります昭和新山等の見学。また、洞爺地区の水の駅での買い物、サイロ、景色もござい

ますのでサイロ展望台、洞爺湖周辺に１日滞在するような予定になっておりまして、翌日で

ございますけれども、町内にあります中小ホテルに全て分散で宿泊していただくという形で

ございます。１日目につきましては箱根としましては万世閣を予約しておりますけれども、

翌日は110名の方が全て町内４カ所受け入れていただきますホテルに分散と。最終日につき

ましては、天候にもよりますけれども湖畔で遊覧船を見て、有珠山を眺めて、10時半には洞

爺湖町役場を表敬訪問したいという形でございます。まだ最終決定で、船の運航というので

すか。波が、風が吹きますと船も動いたりしないものですけれども、予定として昨日は10時

半くらいには役場のほうに皆さん来てみたいということのご連絡をいただいているところで

ございます。 

  また、飛行機の便がございますので、町訪問のこの時間帯につきましては30分程度という

ことでございます。 

  今回、箱根町の役場のほうからは町長初め、議会の議長、石川副議長、多くの方が今回町

のほうに訪問していただくという形で、今回またどうやって歓迎していくのかということで、

現在各ホテル、洞爺湖温泉の関係者にはお願いしていますけれども、本日予算が決定します

と現在、歓迎の旗というのですか、のぼり、横断幕、こういうものを全て予算に計上してお

りまして、早急に進めていきたいというふうに考えております。 

  また、27年度にこちらのほうから参加した方については、私のほうから個別的に案内はし

ておりますけれども、町民全体、特にこちら側、本町地区については何かの連絡体制をとっ

ていきたいというふうに、早急に詰めさせていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

〇教育次長（天野英樹君） アスベストの関係の再点検の費用が今回の補正に含まれていない

のではないかということでございますけれども、これにつきましては行政報告で煙突のある

ところということで温泉小学校、それから洞爺小学校、それから洞爺給食センターを検査す

るということでご報告させていただきましたが、これにつきましては道教委のほうからも急

いでやれということでございましたので、町長部局と協議をさせていただきまして予備費対

応ということで発注をしてお願いをしたというところでございます。 

  それから、検査につきましては、これは中の煙突の内部を削って分析でございますので、

同じく苫小牧の業者に実際に来ていただいて、削って取ってもらって成分分析ということで

依頼をしたところでございます。 
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  それで、先ほどの議会の休憩中に事務所に戻りましたら、ファックスがそこから入ってい

まして、「３校ともアスベストなし」ということでファックスで入ってございましたので、

合わせてご報告をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

〇６番（立野広志君） 路線価のことについては、ちょっとどのくらい下落したか。今手元に

ないということですが、少なくても以前から比べると、噴火後もう18年経っていますけれど

も、その後当時の価格から比べると大きく下落しているということがわかります。坪２万

1,580円というのは、この虻田側の地域の価格から見ても非常に安いですよね。それこそ４

万円とか５万円というのが普通かもしれません。虻田はもっと高いかもしれません。それか

ら比べると、温泉側というのは非常に価格が安い、その分が固定資産税にも反映していくの

かもしれませんが、いずれにしてもそういう状況であるということがわかりました。ぜひ路

線価が価格の変動が分かれば、これは議会にも資料として提出していただきたいと私のほう

でお願いしたいです。議長のほうからそれをぜひ通してお願いしたいと思います。 

  それから、箱根の件ですけれども、一般町民への周知というのはこれからだということで

すよね。今日今見たら12日ですよね。18日にもう来られるのでしょう。１週間もないですよ。

町民が周知したからどうだという話ではないのかもしれませんけれども、しかしやっぱり

せっかく応援ツアーに行ったのに、何か町民の人たちはほとんど顔を見せてくれないとか、

歓迎してくれないとかということになったら困るわけで、少なくともこういうことが行われ

るのだと、来てくれるのだということをやっぱり知らせることは必要なことだと思うのです

よね。ましてや、その役場に訪問もされるということでありますし、単に議会や行政関係者

だけがそれに参加するということでは、何か町を上げて歓迎をするということにはならない

と、それは来た方がよくわかると思うのですよ。ぜひその辺は徹底していただく必要がある

のではないかと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐々木総務部長。 

〇総務部長（佐々木清志君） 今の件でございますけれども、箱根が来るということにつきま

しては事前にこの辺の新聞等にも載せてありますけれども、今おっしゃったとおりに早急に

進めさせて、町を上げて歓迎していきたいというふうに思いますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はありますか。 

〔「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28号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算についてを採決します。 
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  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。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第28号平成30年度虻田郡洞爺湖一般会計補正予算については、原案のと

おり可決されました。 

ここで、午後１時まで昼食休憩といたします。 

（午前 11時51分） 

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

○議長（佐々木良一君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

                                （午後１時00分） 

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

◎議案第29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29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20ページでございます。議案第29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３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、第１条でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

9,727万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ14億7,350万2,000円とする

ものでございます。 

それでは、事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

事項別明細書の５ページ、６ページでございます。 

まず歳入でございます。２款道支出金、１項道負担金、１目保険給付費等交付金でござい

ます。9,727万円の増額補正でございます。保険給付費等交付金普通交付金でございまして、

一般被保険者療養給付費の増ということで9,700万円の増額補正でございます。それから、

保険給付費等交付金特別交付金国保事業報告システム改修交付金で27万円の計上でございま

す。 

４款繰入金、１項繰入金、１目保険基盤安定繰入金で136万5,000円の減額補正でございま

す。保険基盤安定繰入金軽減分で決算見込みによって95万4,000円の減額。それから、保険

基盤安定繰入金支援分で、これも決算見込みによって41万1,000円の減額でございます。２

目職員給与費等繰入金で22万4,000円の増額補正、職員給与費等繰入金で給与改定に伴う増

額補正でございます。４目財政安定化支援事業繰入金で134万4,000円の減額補正でございま
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す。財政安定化支援事業繰入金で、決算見込みに伴う減額補正でございます。５目その他一

般会計繰入金で248万5,000円の増額補正でございます。その他一般会計繰入金で、決算見込

みによる増額補正でございます。 

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款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で49万4,000円の増額

補正でございます。一般管理事業でございまして、給与改定による増額。それから北海道ク

ラウド負担金で、国保事業の報告システム改修費用で27万円、トータルで49万4,000円の増

額でございます。 

それから、２款保険給付費、１項保険給付費、１目療養費6,600万円の増額補正でござい

ます。療養費でございまして、一般被保険者療養給付費で決算見込みによって7,000万円の

増額。退職被保険者等療養給付費、これも決算見込みによって400万円の減額、トータルで

6,600万円の増額でございます。２目高額療養費3,100万円の増額補正でございます。高額療

養費で一般被保険者高額療養費、決算見込みによって3,100万円の増額補正でございます。 

８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金68万4,000円の増額補正でござい

ます。償還金でございまして、高額医療費共同事業負担金過年度分清算負担金で68万4,000

円の増額でございます。 

９款予備費、１項予備費、１目予備費90万8,000円の減額となりまして、現在の計で1,391

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） なしと認めます。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第29号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算について

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第29号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 



－157－ 

○議長（佐々木良一君） 日程第12、議案第30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23ページでございます。議案第30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３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、第１条でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ20

万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６億9,001万9,000円とする

ものでございます。 

それでは、事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

事項別明細書の５ページ、６ページでございます。 

まず歳入でございます。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20万4,000円の増額補正でございます。浄化槽設置整備事業費補助金でございま

して、合併浄化槽５人槽１基分の計上でございます。 

続いて、７ページ、８ページでございます。 

歳出でございます。１款公共下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費で52万7,000

円の減額補正でございます。一般管理事務事業でございまして、給与改正、それから４月の

人事異動に伴う増減で52万7,000円の減額補正でございます。それから、４目浄化槽設置整

備事業で65万円の増額補正でございます。浄化槽設置整備事業で合併処理浄化槽整備補助金

として65万円の計上でございます。 

３款予備費、１項予備費、１目予備費で８万1,000円の増額補正で、現在の計が231万

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。 

  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30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。 



－158－ 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第30号平成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につ

いては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第13、議案第31号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計

補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の26ページでございます。議案第31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３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３号）は、次に定めるところに

う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から、歳入歳出それぞれ257万1,000円

を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ10億5,206万3,000円とするものでござ

います。 

それでは、事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

事項別明細書の５ページ、６ページでございます。 

まず歳入でございます。１款介護保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険

料で63万7,000円の減額補正でございます。現年度分、収納見込みによる減額で63万7,000円

の減額でございます。 

３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目地域支援事業交付金総合事業１万1,000円の増額

補正でございます。現年度分で一般介護予防支援事業費の増による増額補正でございます。

３目地域支援事業交付金包括的支援事業任意事業で109万円の減額補正でございます。包括

的支援事業費の減により減額とするものでございますが、大変申しわけないです。説明欄に

現年度分という言葉と三角の109万円が抜けておりました。お詫びをさせていただきます。 

それから４款道支出金、２項道補助金、１目地域支援事業交付金総合事業で5,000円の増

額補正、現年度分一般介護予防支援事業費の増による増額でございます。３目地域支援事業

交付金包括的支援事業任意事業で54万5,000円の減額補正でございまして、包括的支援事業

費の減に伴う現年度分の減額ということでございます。 

５款支払基金交付金、１項支払基金交付金、２目地域支援事業交付金総合事業で１万

2,000円の増額補正でございます。一般介護予防支援事業費の増による１万2,000円の増額で

ございます。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金でございます。２目地域支援事業繰入金総合事業で

5,000円の増額補正。一般介護予防支援事業費の増による増額でございます。４項その他一
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般会計繰入金で21万3,000円の増額。給与改正に伴う事務費の繰入金で21万3,000円の増額で

ございます。５項地域支援事業繰入金包括的支援事業任意事業54万5,000円の減額補正でご

ざいます。包括的支援事業費の減額によりまして54万5,000円の減額補正でございます。  

続いて７ページ、８ページ、歳出でございます。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で21万3,000円の増額補正でございます。

一般管理費でございまして、給与改定、４月の人事異動に伴う増減で21万3,000円の増額と

するものでございます。 

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

費で４万5,000円の減額補正でございます。一般介護予防支援事業で給与改定にかかわる４

万5,000円の増額でございます。２項包括的支援事業費で１目包括的支援事業費282万9,000

円の減額でございます。包括的支援事業で給与改定、それから正規職員採用による嘱託職員

の費用の減ということで、それから車両購入費では執行残で37万3,000円がありまして、

トータルで282万9,000円の減額でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第31号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第31号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算については、

原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第14、議案第32号平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特

別補正予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の29ページでございます。議案第32号平成30年度
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虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別補正予算（第２号）でございます。 

平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別補正予算（第２号）は、次に定めるところに

うよるものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ63万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億6,650万2,000円とするものでございます。 

それでは、事項別明細書をごらん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。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目保険基盤安定繰入金で56

万9,000円の増額補正でございます。保険基盤安定繰入金確定による増額補正でございます。

２目職員給与費等繰入金で６万1,000円の増額補正でございます。職員給与費等繰入金で給

与改定に伴う増額でございます。 

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款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で６万1,000円の増額

でございます。一般管理事務事業で給与改定による増額、トータルで６万1,000円の増額補

正でございます。 

それから２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１

目高齢者医療広域連合納付金で56万9,000円の増額補正でございます。後期高齢者医療広域

連合納付金で、納付金の確定による増額補正でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案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32号平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別補正予算についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「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32号平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別補正予算について

は、原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決 



－161－ 

○議長（佐々木良一君） 日程第15、意見書案第10号、2019年10月からの消費税10％への増税

中止を求める意見書（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。 

〇４番（今野幸子君） 意見書案を読み上げて提案させてもらいます。 

  意見書案第10号、平成30年12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。 

2019年10月からの消費税10%への増税中止を求める意見書(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、財務大臣、総務大臣。 

2019年10月からの消費税10%への増税中止を求める意見書案です。 

安倍晋三首相が来年10月からの消費税率の８％から10％への引き上げを表明しています。

2014年にも８％へ増税した際、「増税の影響は一時的」と言いながら、増税と年金カット・

医療・介護など社会保障費負担増、賃金低下、物価上昇のもとで、実質家計消費は、増税前

から大きく落ち込み、４年経っても回復せず、深刻な消費不況を招いています。 

自治体財政も消費税が大きく圧迫しています。こうした状況下で、再び５兆円もの大増税

を強行すれば、消費はますます冷え込み、日本経済に破滅的影響を及ぼすことは明らかです。 

加えて税率引き上げと同時に実施するとしている「軽減税率」は大きな問題があります。 

飲食料品は、持ち帰れば８％、店内で食べれば10％と線引きがわかりづらく、外食や中小

零細業者に負担をかけるだけです。 

「キャッシュレス」やクレジットカードで買い物をすればポイント還元するというのも、

そうした決済を利用しない高齢者などには何の恩恵もありません。 

この制度に、担当大臣の麻生氏は「田舎の魚屋で･･･、クレジットカードなんかでやって

いる人はいない。（ポイント）還元がどれだけうまくいくか」と述べるなど、制度の効果を

疑問視する無責任さを露呈しています。 

さらに、2023年に導入されるインボイス制度は中小零細事業者にとって深刻な問題です。 

年間売り上げ1,000万円以下の免税業者は、インボイス（適格請求書）を発行できません。

しかし、納入先はインボイスがなければ仕入れ税額控除ができなくなり過大な税負担を強い

られます。そのために、500万ともいわれる免税業者が取引から排除されてしまうことにな

ります。だからこそ日本商工会議所など中小企業団体がこぞって反対しているのです。 

そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥

をもつ税制です。大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正し、不要不急の大型公共工事を

止め、暮らしや社会保障、地域経済振興優先に税金を使い、内需主導で家計を温める経済政

策をとるべきです。 

よって、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に打撃的な影響を与える2019年10月からの

増税を中止することを強く求めます。 
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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12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。 

  12番、大西議員。 

〇12番（大西智君） 何点か質問させていただきたいと思います。 

  来年の10月から税率が上がるということで、この意見書案の上から７行目に「日本経済に

破滅的影響を及ぼすことは明らかです」と。税率が上がることでそういうことの意見書案に

なっておりますけれども、ちょっと難しい質問になるかなと思いますけれども、具体的に破

滅ということは滅びるというような意味合いもあって、じゃあ具体的にどういったその影響

が出るのかということをまず１点お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

〇４番（今野幸子君） 当然、消費税が上がれば、８％に上がった時点で消費がぐっと下がり

ましたよね。その影響がいまだに続いている中、これが上がればますます下がるわけです。

日本経済が下がるということです。大企業にはすごい優遇があって、それ以外の人たちに

とってはもう負担しかない、そういった消費税です。大部分の国民が大変な生活をする、そ

れだけでも大打撃ではないですか。国は国民が裕福になってこその国ですから。私はそうい

うふうに思います。具体的にいくらとか、そういう問題ではないと思うのです。 

例えば消費税を上げる意味すらわからない。今まで消費税がどんどん上がってきています 

よね。３％、５％、８％となった時点で。そのときに、３％に上がった時点で法人税が最初、

42％あったのが、まずそこで基本税率40％に下がりました。90年には37％、7.5％に下がっ

ています。それが、５％になったとき、その37.5％から34.5％に下がり、99年には30％に下

がっています。そして、そういうふうにどんどん法人税が下がり、消費税で増えた税額、

３％に上がった時点から今までに約372兆円です。そして、法人税でそういうふうに税額、

税制を減収、法人税を下げたというのが291兆円です。もう80％近くがそういった税制優遇

のほうに使われているのです。そしたら、残りの国民はそれだけ大変だということです。 

そういうことでも大打撃です。上げる必要のない消費税だと思っています。 

○議長（佐々木良一君） 大西議員。 

〇12番（大西 智君） お話しされたことはある程度、理解はしました。 

  あともう１点、質問させていただきたいと思います。この意見書案の文章の表現として、

中段ほどに「この制度に担当大臣の麻生氏は」と、云々括弧書きで書かれていまして、最後

のほうに「制度の効果を疑問視する無責任さを露呈しています」ということで書かれており

ます。 

  意見書案の文章の表現として、これがもし通っていくのであれば、洞爺湖町議会議長、

佐々木議長の名前で、洞爺湖町議会として国に行くわけでございます。もちろん、ここに出

ている担当大臣麻生氏、財務大臣でございますから、本人のところにもこの意見書案が行く
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わけなのですけれども、この意見書案の文章の表現として、適切なものかどうなのか、

ちょっと私は疑問に思うところがあるのですけれども、その辺の見解をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

〇４番（今野幸子君） 確かに、こういうのが上がってきたら気分的に悪いですよね、受ける

ほうが。もしあれでしたら、この部分は外しても良いのではないかと私は思っています。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員、提案どおりにお願いをいたします。 

〇４番（今野幸子君） でも、やっぱりここで、このとおりで行くというのであれば、やっぱ

り担当大臣が言ったということは、それだけ責任があるということですよね。大臣が発言し

たということは、もうこれもテレビでも話題になっていた話です。その大臣が話したという

ことを、大臣としての責任、大臣としての消費税が上がったらどうなるのだ、そういうこと

を考えていない人が大臣になっているということ自体も、やっぱり大変な間違いではないか

なと思うので、これはやっぱり考えてもらう上でも良いのかな、やっぱり。 

○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） これで質疑を終了いたします。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  12番、大西議員。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

〇12番（大西 智君） 2019年10月からの消費税10％の引き上げ中止を求める意見書案に対し

まして、反対の立場で討論をさせていただきたいと思います。 

  来年10月から消費税率を10％に引き上げる予定となっております。税率が２％上がること

で、私たち消費者にとっても大きな負担になることが予想されますし、消費の低迷対策、ま

た、軽減税率なども十分な対策とは思えませんし、その対策、対応なりについて自分は必要

性も感じているところでございます。 

  ただ、この消費税率に関しましては、2012年６月に当時、野田政権時代に消費税率を2014

年に８％、そして2015年には10％に引き上げる法案を提出して、参議院本会議で可決・成立

しております。2015年10月の税率10％への引き上げを、2017年４月に１年半ほど延期してお

ります。また、2017年４月には、その税率の引き上げを2019年10月まで延期と、過去２回に

わたってこの税率の引き上げを延期しているわけでありまして、その間にはやはり消費の低

迷、また消費者の負担増などを見た中で見送ってきた経緯があるかと思われます。 

  来年10月の消費税率引き上げの柱になっているのが社会保障と税の一体改革でありまして、

これは少子高齢化が進む中で社会保障制度の持続性の確保と、財政健全化を同時に達成させ

るためのものと思っております。 

  また、消費税の使い道を変え、子育て世代に、子供たちに大胆に投資していくとともに、

社会保障の安定化にもバランスよく充当していき、お年寄りから若者まで安心できる全世代
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型の社会保障制度に変えていくというような施策になっていることから、来年10月の消費税

率の引き上げはやむを得ない引き上げだなと私は思っております。 

  以上のことから、この意見書に対して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。 

  ６番、立野議員。 

〇６番（立野広志君） ただいま、この消費税、来年の10月から10％に引き上げるなというこ

とで意見書を提案されましたけれども、私は本当に今、反対討論された議員の方が消費税を

10％に引き上げるのはやむを得ないと、こういう発言をしたことに対して非常に疑問を感じ

ます。 

なぜかというと、これまで政府は消費税の増税を社会保障のためだと言い続けてきました。

ところが、現に消費税導入後、社会保障は良くなるばかりか悪くなっています。今回も財務

省は、財政制度審議会で後期高齢者医療の窓口負担を２割に引き上げる。あるいは、風邪な

ど軽微な症状の受診には追加負担を求める。介護保険は軽度者を給付外にする、あるいは児

童手当の所得制限を強化するなど、全世帯にわたる削減メニューを既にもう示しています。 

  こういうふうに、消費税は社会保障のためだと言いながら、実際にはこれまでも繰り返し

社会保障を大幅に削減してきたということです。 

  今回出されている消費税増税10％を求める意見書は、何も共産党ばかりではないのです。

実際に商工会や商業団体も、今この時期に、来年10月消費税を上げれば大変なことになると、

上げないでほしいと言っているではないですか。まず、８％増税が招いたとき、このときに

も消費不況が起こりました。2014年の４月に８％の増税をした際に、増税の影響は一時的だ

と繰り返してきたのですが、現実はどうだったかというと、今二人以上の世帯の実質家計消

費は、増税前の13年には平均で364万円だったのですが、増税を契機に大きく今落ちこんで

います。４年経っても回復していません。最近１年間は平均で339万円、25万円も落ち込ん

でいるではないですか。一時的どころか、深刻な消費不況を招いているのです。 

だからこそ、こうした状況下で再び２％増税するなどということは、この国の経済を破綻

に導くというものだし、中小零細企業だけではなくて、所得の少ない世帯に対して大きな負

担となってくる。軽減税率を行っているといって、あたかも所得の少ない人たちやそういう

弱い人たちに負担を軽減するかのようなことを言っていますが、実際には先ほど意見書の中

にもありますように、ポイント還元であったり、キャッシュレスであったり、あるいは買い

物したら外食、持ち帰れば８％、店内では10％だというふうな、はっきり言えば今、事業者、

中小企業はここの町内もそうでしょうけれども、来年10月に向けてこういうレジの切り替え、

そして新たな設備投資、こういうことに困惑をしている、間に合わないと言っているのが多

くの声ではないですか。 

そういうことを考えたときに、町民の生活に直接かかわってくるこんな増税をやるべきで

はないと。これはもう議会として、国に当たり前に私は述べていくべきだし、公の大臣が公
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の場で、実際に効果があるかどうかわからないと、こんな言い方をしているのですよ。これ

もやはり批判をしていかなければならない問題ではないでしょうか。 

私はそういう意味で、今回の意見書は多くの事業者、そして国民が10％増税はすべきでは

ないという声を代弁したものとして、賛成すべきだと思っています。 

○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10号、2019年10月からの消費税10％への増税中止を求める意見書案

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。 

〔起立少数〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第10号、2019年10月からの消費税10％への増税中止を求める意見書

案については否決されました。 

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

◎意見書案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第16、意見書案第11号、国保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。 

  立野議員。 

〇６番（立野広志君） それでは、意見書案第11号について、読み上げて提案させていただき

ます。 

意見書案第11号、平成30年12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。 

国保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。 

国保の抜本的改革を求める意見書案。 

高すぎる国民健康保険料(税)により、北海道でも滞納世帯は９万6,000世帯、全加入世帯

の12％を超えています。滞納を理由に正規の保険証をとりあげられるなど、生活の困窮で医

療機関の受診が遅れたために死亡した事例が、道内でも昨年一年間で３件発生しており、

「氷山のほんの一角にすぎない」（北海道民医連調査) という、深刻な事態も起こっていま

す。 

高すぎる保険料(税)は、住民の暮らしを苦しめているだけではなく、国民健康保険制度の

根幹を揺るがしています。全国知事会、全国市長会、全国町村会などの地方団体は、加入者

の所得が低い国保が他の医療保険より保険料が高く、負担が限界になっていることを「国保

の構造問題」だとし、「国保を持続可能とする」ためには、「被用者保険との格差を縮小す
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るような、抜本的な財政基盤の強化が必要」と主張しています。 

日本医師会などの医療関係者も、国民皆保険制度をまもるために、低所得者の保険料 

(税)を引き下げ、保険証の取り上げをやめるよう求めています。 

国保加入者の平均保険料（一人当たり）は、政府の試算でも、中小企業の労働者が加入す

る協会健保の1.3倍、大企業の労働者が加入する組合健保の1.7倍という水準です。国民の４

人に１人が加入し、国民皆保険制度の重要な柱を担うべき国保が、他の医療保険制度に比べ

て著しく不公平で、庶民にたいへん重い負担を強いる制度になっているのです。 

高すぎる保険料(税)問題を解決することは、住民の暮らしと健康を守るためにも、国保制

度の持続可能性にとっても、社会の公平・公正を確保する上でも重要な政治課題です。 

よって、以下の施策を実施することを強く求めます。 

記、１、国保の定率国庫負担の増額を要望し続けている全国知事会、全国市長会、全国町

村会なども要求している、公費１兆円を投入して、協会健保並み負担率にすること。 

２、「人頭税」と同じ「均等割」、「平等割（世帯割）」を廃止し、国保料（税）を協会

健保並に引き下げること。 

３、困ったときに、困った人を助ける国保制度にするため、生活困窮者の国保料(税)を免

除し、その費用は国庫で補う国の制度をつくること。 

４、保険証取り上げの制裁措置を規定した国民健康保険法第９条を改正し、保険証の取り

上げをなくすこと。強権的な取り立てを奨励する国の行政指導をやめること。 

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12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。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。 

  10番、大屋議員。 

〇10番（大屋 治君） 今、提案されました立野議員にお尋ねしますが、この文章の下のほう

に「よって、以下の施策を実施することを強く求めます。」とあります。その中で、４項目

ありますので、一つ一つ教えていただきたく、質問したいと思います。 

  １番目、「協会健保並み負担率にすること」とありますが、協会健保と国保との関係とい

うのはどんな関係なのか教えていただきたいと思います。 

  ２番目としましては、その二つ目の「人頭税」だとか「均等割」などとあります。その中

で、下のほうに行きますと、「負担率を協会健保並みに引き下げる」とありますが、その財

源はどうのように考えられているのかお示しをいただきたいと思います。 

  ３つ目としまして、「困ったときに困った人を助ける国保制度」とありますけれども、そ

の中に「生活困窮者の国保税を免除し、その費用は国庫で補う国の制度をつくること」とあ

りますが、生活困窮者は国保に入っていらっしゃるのでしょうか。それをちょっと教えてい

ただきたいと思います。 
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  ４番目としまして、「保険証取り上げの制裁措置を規定した国民健康保険法第９条を改正

し、保険証の取り上げをなくすこと。強権的な取り立てを奨励する国の行政指導をやめさせ

ること。」とありますが、国民健康保険法の第９条のどの項目に、そういった記述があるの

か教えていただきたいと思います。 

  以上４点、質問させていただきます。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

〇６番（立野広志君） 今、お尋ねのあった４件についてお答えします。 

  まず１件目ですが、協会健保と国保の違いということなのですが、国民健康保険は昨日の

一般質問でもお話ししたように、所得とそれから資産と、それから均等割と平等割と四つの

利率によって保険料が算定されています。これが国民健康保険の保険料の算定方法です。協

会健保などについては、あるいは社会保険などもそうですが、要は所得に応じて保険料が算

出されるということになっています。ですから、その点では、まさに国民健康保険は所得が

なくても保険税を負担しなければならないということになってくるので、当然苦しい、支払

いも困窮してくる。 

  それから、二つ目の人頭税、これは協会健保並みに引き下げることというのは、この１項

目目に書いてあるように、つまり先ほど言いましたように国民健康保険の保険税の算定方法

の中には均等割、平等割があるのだと。その均等割と平等割をトータルすると約１兆円と言

われています。 

ですから、2014年に全国市長会、全国町村会、あるいは知事会などが国に要望した１兆円

という金額は、まさにほかの健康保険と同じようにその世帯で、例えば世帯割であったり、

世帯の人員が何名いるから、それに人数分を掛けて税金を決めるなどというようなことをせ

ずに、あくまでも所得だけによって算出すべきだと、こういうことで言っているわけです。

それが協会健保並みに引き下げることになる。その財政的な、要は負担は国が負うべきだと。

これは先ほどの市長会や知事会、あるいは町村会などが国に求めていることと同じことであ

ります。 

それから、生活困窮者についてなのですが、これも国民健康保険という制度には免除とい

う制度がありません。所得がいくら少なくても免除はないのです。だから結局、免除制度を

まず制度として改正して盛り込むこと。そして生活困窮者というのは、生活保護をもらって

いる人ばかりのことを言っているわけではないのですよ。生活保護世帯の場合は別ですけれ

ども、生活保護をもらっていなくても生活に困窮している人はいっぱいいます。こういう人

たちの、いわゆる保険税を免除する。その財源を国が補塡をするということを求めておりま

す。 

それから、保険証の取り上げなのですが、国民健康保険法はごらんになったことはありま

すか。９条の２項、そして３項にこのことが書かれています。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） 10番、大屋議員。 
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〇10番（大屋 治君） 大変事細かな説明ありがとうございました。 

  ただ、私の聞き方が間違っていたというか、抜けていたと思いますけれども、協会健保は

じゃあ良いのだといったら皆さん全員が入れるのでしょうか。それは企業しか入れない、企

業とそれに伴うところの、企業が優秀な人材を確保するためにつくっている、そういう制度

だと思うのです。じゃあ協会健保が良いから、じゃあ我々が入れるのでしょうか。その辺

ちょっと確認したかったのですが。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

〇６番（立野広志君） 文書をよく読んでいただきたいのですが、協会健保並みにというふう

に書いてあるのです。別に協会健保に入れるようにしてくださいとは書いていません。協会

健保並みの負担にしてくださいということですので、別に協会健保に入らなければならない

ということではないです。わかりますか。 

○議長（佐々木良一君） 10番、大屋議員。 

〇10番（大屋 治君） そのとおりだと思います。 

  それで、私はそういった実際の提案書の中を見ますと、ちょっと私みたいな素人でもわか

るような言葉にしていただきたかったのは実際でございます。確かに、国保税、国保料とい

うのは皆さん高いと思っているのが当たり前だと思います。それは、皆さんが等しく負担し

ていかなければ、その制度が保たれないからだと思います。それを抜本的というちょっと大

ざっぱな、乱暴な意見だと思うのですけれども、この４点だけでは日本のそういった皆保険

制度というのは、簡単に変えられるものではないし、そういうことで今、立野議員がお話し

されたようなことで大体話はわかりました。だけど、私は先ほど質問したかったのは、都道

府県によって各期も変わってくるでしょうし、それをどの都道府県に合わせるのか。それも

ちょっと教えていただきたかったのです。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

〇６番（立野広志君） ちょっと質問の意図がよくわからない面もあるのですが、いずれにし

ても現時点で、昨日の一般質問を聞いていていただいたら制度の中身もよく理解していただ

けたのではないかと思うのですが、要は国民健康保険という制度は、ほかの健康保険に入れ

ない方々が強制的にそこに入らざるを得ない健康保険制度です。入ることもできる、入らな

いこともできるではないのです。ほかに健康保険に入ることの、例えば会社などが行ってい

る健康保険などがあれば、当然そちらのほうに保険も入るでしょう。でも、最後に入るとこ

ろがない方については、この国民健康保険に入らなくてはいけないわけです。 

  ですから、それは所得には関係ないのです。所得があろうとなかろうと、この健康保険に

入らざるを得ない制度なのです。だから、所得が少ない人、もう７割を超えていましたよね、

この前、説明の中でも。それであるにもかかわらず、ほかの健康保険から比べて1.3倍、あ

るいは1.7倍という高い保険料を納めなければならない現実があるのだということ。だから

こそ、それをほかの健康保険と横並びで、同じように負担できるようにするためには、国が
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その分を補塡してくださいというのがこの全国知事会や市長会、町村会で要望している中身

です。 

  私は、別にこれ作文をしていないのですよ。実はこういう団体が、実際に国に要望してい

る文章をそのまま、一部はちょっと付け加えてはありますけれども書いている。要望事項も

そうです。そうやって、もうどこの知事も、どこの市町村長も、この洞爺湖町の町長も昨日

明言しましたように、本当にこの制度で負担が重いということはもう実感しているというこ

とを言われています。 

  ですから、これをぜひ、この議会としても、町村会の団体が国に要望しているのですよ。

そうなれば、そこに所属、それと一緒になって町村議会も国に要望すると、これはごく当然

のことではないでしょうか。そういうことを提案させていただきました。 

  なお、国保法の第９条第３項には、被保険者証の返還を定める条項が含まれています。滞

納が続いた場合、支払いが滞った場合、国民健康保険証を返還しなくてはいけないという規

定がこの中には含まれています。ですから、そうなると結局、滞納を理由に差し押さえされ

たり、保険証を取り上げられたりということで、今度はもうどこの健康保険にも入れないわ

けです。そんな状態をつくってはならないということで、第４項も入れてありますので、ぜ

ひご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終了いたします。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  10番、大屋議員。 

〇10番（大屋 治君） 反対の立場で討論させていただきます。 

  国民健康保険は全ての被保険者が等しく保険給付を受ける、そして被保険者全体の総合補

助で支えるというのは基本理念であると私は考えております。均等割については、政府は児

童手当を二人以降、増額するなど真に支援の必要なところに適切にしているとのことです。

平成30年度予算では30年から投入する約1,700億円を確保した上で、財政安定化基金300億円

については30年度に積み増しを行い、当初予定していた2,000億円を確保しているとのこと

でございます。 

  したがって、本案が求めている国保負担金のさらなる増額は、現下の厳しい財政状況で実

現が難しく、次年の国保回復による財政安定化措置により対応していくものと考えています。 

  よって、意見書案第11号国保の抜本的改革を求める意見書案は、10番大屋は反対でござい

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。 



－170－ 

〇４番（今野幸子君） 私は意見書案に賛成の立場から話させていただきます。 

  先日の立野議員の一般質問でも明らかなように、高すぎる国民健康保険税は住民の暮らし

を苦しめているだけではなく、町長も認めていますように国民健康保険制度の根本を揺るが

す問題です。国保は、世帯主が家族の人数に応じて保険料が変わります。ところが、協会健

保は人数が何人いても変わりません。医療費の自己負担割合はどちらも３割負担ですが、国

保の保険料は全額自己負担なのに対して、社会保険は事業主が半分負担しています。国保は

家族の人数で変わる均等割や、先ほど言った世帯割、平等割といいますか。協会健保にはな

い負担が国保にはあります。また、加入者も個人事業主、または個人経営、職場で  のそ

の職場で働く人やその家族。また、短い労働時間で働いているパートやアルバイト、その社

会保険には加入できない方々。また無職の人。そういった所得の少ない人の加入者が最も多

いところです。 

  また、先ほど言った児童手当は国保税を納めるためのものではなく、児童のために使われ

るべきであります。 

 このような理由から、私は意見書案第11号の国保の抜本的改革を求める意見書案に賛成し

ます。 

○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11号国保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。 

〔起立少数〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第11号国保の抜本的改革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12号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第17、意見書案第12号憲法９条改正断念を求める意見書（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。 

〇６番（立野広志君） それでは、意見書案の第12号について読み上げて提案をさせていただ

きます。 

  意見書案第12号、平成30年12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。 

憲法９条改正断念を求める意見書(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。 
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憲法９条改正断念を求める意見書案。 

総理は、９月の自衛隊高級幹部会合、10月の自衛隊記念日観閲式などで、９条改憲を進め

ることを事実上宣言しました。政治的中立を最も厳格に守らなければならない実力組織であ

る自衛隊に、その最高指揮官が改憲の号令をかけることが、どんなに危険で異常なことであ

るかは明らかです。自衛隊の最悪の政治利用であり、閣僚に憲法の尊重・擁護を義務づけた

憲法99条に違反することは明瞭であります。 

さらに、総理は、臨時国会の所信表明で、「憲法審査会において、政党が具体的な改正案

を示すことで、国民の理解を深める努力を重ねていく」と述べ、「国会議員の責任を果たそ

う」と呼びかけました。 

行政府の長が立法府の審議のあり方に事実上の号令をかけることは、立法府である国会へ

の重大な介入・干渉であり、憲法の三権分立を蹂躙するものです。 

安倍政権以前の歴代首相は、たとえ改憲が持論であったとしても、在任中は発言を慎みま

した。就任以来、憲法破壊を重ね、ついに明文改憲を言い出したのは安倍首相だけであり、

その異常さは際立っています。 

自民党改憲案をこの臨時国会に提出することに対して、どの世論調査を見ても、国民の多

数が反対しています。「毎日」、「朝日」、「読売」、「産経」、「共同」、「ＮＨＫ」、

どの世論調査でも例外なく反対が多数です。国民が望んでもいないのに、権力を握る政権・

与党が、権力への制約をとりはらう改憲論議を強引に押し進めることは、それ自体が立憲主

義の乱暴な否定であり、憲法の私物化そのものです。 

よって、憲法違反の９条改定案を臨時国会へ提出することをやめ、憲法の尊重・擁護を義

務づけた憲法99条を守ることを強く求めます。 

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12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。 

  ５番、千葉議員。 

〇５番（千葉 薫君） ９条ということであります。自衛隊のことも書かれていますけれども、

自衛隊の組織とは何をするところなのか、どんな仕事をしているのかお聞きしたいのと、提

案者が自衛隊に対して、提案者というのは日本共産党が、この自衛隊に対してどういう立ち

位置なのかを教えていただければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

〇６番（立野広志君） 私はこの場所で、意見書の提案をしたわけです。そのことについて、

自衛隊とはどういうものかということについて、ここでは本来、自衛隊とはどういうものか

と、それを求めている意見書ではないということをまずはっきりさせていただきたいことと、

それから問題は、この文章の全文で、総理大臣が自衛隊の隊員に向かって憲法を改正しなけ
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ればならないということを述べていることなのです。なぜこれが問題か、憲法の99条という

のはご存じでしょうか。憲法の99条というのは、こういうふうに書いてあります。「天皇、

または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する

義務を負う」というのです。 

〔発言する者あり〕 

〇６番（立野広志君） いやいや。そうではなくて。 

〔発言する者あり〕 

〇６番（立野広志君） つまり、ですから、自衛隊というのは政治的には中立な立場でなけれ

ばならない。そういう中立的な立場でなければならない、それもはっきり言えば武力を行使

できる組織なわけですよね。その組織に対して、国の首相が憲法を守らなければならないと

いうことを99条に規定しているのです。それにもかかわらず、憲法を改正しなくてはいけな

いと言っているわけです。 

〔発言する者あり〕 

〇６番（立野広志君） 説明の中で当然必要なことですから私は言わせていただいております。 

〇５番（千葉 薫君） じゃあお答えできるのですね。 

〇６番（立野広志君） 何が。 

〇５番（千葉 薫君） 今、先ほど私が言った、質問したことをお答えできるから。 

〇６番（立野広志君） だから今それを答えているじゃないですか。だって、自衛隊というの

は政治的中立的な立場にあるのだと言っているのですよ。 

○議長（佐々木良一君） ちょっとまずお聞きください。説明を続けてください。 

〇６番（立野広志君） 先ほど、自衛隊とはどういう組織かということを聞かれましたよね。

だから、私は自衛隊というのは。 

〇５番（千葉 薫君） 何の仕事をしているのですか。何の仕事をするところですかと聞きま

した。そうやって聞きました。そのお答えをするために、その前段でお話しされているのだ

ろうと思うのですけれども、そういったことですよね。それならお話しください。 

○議長（佐々木良一君） まず説明をしてください。 

〇６番（立野広志君） 多分、その辺の認識は同じだと思いますよ。自衛隊がどんな仕事をし

ているか。国内で例えば災害があった場合でも率先してその災害救済、救援に向かう。それ

から今、法律もだいぶ変わりましたけれども、それにしても憲法９条のもとでは海外での戦

闘行為というのは認められていないわけですから。 

だから、そういう意味では戦力というものではなくて、いわゆる防衛力と言っていますよ

ね。そういう中で専守防衛、日本の国が攻撃されれば、それを守るというのは自衛隊の任務

であって、国内では災害等が起これば、それに派遣をし、国民の命と財産を守る。これが自

衛隊の任務ではないですか。多分同じ認識だと思うのですけれども。 

〇５番（千葉 薫君） そうしたらもう一つ。立野さんの、また日本共産党の自衛隊に対する

立ち位置はどういった思いですかと聞きました。 
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〇６番（立野広志君） 私、この意見書とは関係がないと思います、そのことは。つまり、憲

法の９条改正、今はしないでほしいというのは、それを答える必要はないと思います。世論

調査で国民の多くが、この今の9条改正には、今やるべきではないというふうに言っていま

す。毎日新聞では急ぐ必要がないが65％、朝日新聞では反対が42％で賛成が36、つまり、国

民の多数が今の憲法９条の改正に賛成している人たちが圧倒的に多いわけではない。むしろ、

今やるべきではないと言っているわけですよ。そのことを私たち議会が代弁をして、国にそ

の憲法９条の改正を断念すべきだと求める意見書なのですね。そのことをぜひ理解していた

だきます。 

○議長（佐々木良一君） 説明を簡潔にお願いいたします。再質問ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） ほかに質問ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質問を終了いたします。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

  ５番、千葉議員。 

〇５番（千葉 薫君） 憲法９条改正断念を求める意見書案について、反対の立場から討論さ

せていただきます。 

  自衛隊は我が国の独立、国の平和と安全、国民の生命と財産を守る上で必要不可欠な存在

であると私は考えています。 

  また、現在の自衛隊に対して、90％近い方が好ましいと感じている調査もあります。 

  しかしながら、現行憲法においては、憲法学者の中でもいまだに自衛隊の存在については

違憲とする見方があり、こうした内容が学校教育の現場でも取り上げられていることから、

憲法９条を改正し、憲法上自衛隊を明記し、自衛隊の目的、性格をより明確化する改正を行

うべきとの考えに基づき、論議がなされると承知をしております。 

  私は、この協議が進展をし、多くの方の賛成を得るのであれば提案されるのは何ら問題の

ないことだと考えております。国会で発議されましても、最終的には国民投票により国民自

身が判断することになるわけでありまして、今提案されております憲法９条改正断念を求め

る意見書案について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。 

  ４番、今野議員。 

〇４番（今野幸子君） 私は憲法９条改正断念を求める意見書案に賛成の立場からお話しさせ

ていただきます。 

  日本国憲法第99条、先ほど出ました。「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官

その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」となっています。これは、内閣

は憲法の忠実な執行者であり、また憲法のもとにおいて法規を真面目に実行する、そのとこ



－174－ 

ろの行政機関です。したがって、内閣が各種の法律を審査して、憲法に違反するかどうかを

調査することは十分できます。 

  しかし、憲法を批判し、憲法を検討して、そして憲法を変えるような提案をすることは、

内閣には何の権限もありません。ですから、憲法の改正は内閣の提案すべき事項ではありま

せんし、できることでもありません。憲法は安倍首相のように国民の声を聞かずに暴走する

権力者によって、国民の基本的人権が侵害されないように、国の権力者を縛るためのもので

す。それを絶対に中立であるべき自衛隊、高級幹部会などで９条改正を進める、事実上宣言

したり、憲法審査会において政党が具体的な改正案を示すことで、国民の理解を深める努め

を重ねていくと述べ、国会議員の責任を果たそうと呼びかけること自体が憲法違反です。 

憲法を守らない、その首相が憲法を論じること自体が私は許すことができません。以上の

理由から、意見書案第12号憲法９条改正断念を求める意見書案に賛成いたします。 

○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12号憲法９条改正断念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。 

〔起立少数〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第12号憲法９条改正断念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13号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第18、意見書案第13号被災者生活再建支援制度の拡充に関する

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。 

〇４番（今野幸子君） 意見書案を読み上げて提案とします。 

  意見書案第13号、平成30年12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。 

被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書 (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、内閣府。 

被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書（案）。 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた被災者に対して、被災者生活再建支援

金を支給することにより、その生活再建を図ることになっています。しかし、現状では、住

家が全壊ないし大規模半壊と認定されなければ、被災者支援金の支給が制限されています。 

多発する震災や集中豪雨による住家の被災は、半壊の場合も、また一部損壊の場合であっ
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ても、住居にすることが困難な状況が少なくありません。 

住宅は人間のくらしの基礎をなすものですから、普通の生活を困難にしている場合にあっ

ては再建支援金の対象としてほしいとの要望が出ています。 

よって、以下のように「生活再建支援法第３条（被災者生活再建支援金の支給）」に基づ

く支援制度の拡充を強く要望するものです。 

  記。１、支援制度の対象を半壊等にも拡大すること。 

２、全壊等の場合は、限度額を引き上げること。 

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12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。 

  ２番、越前谷議員。 

〇２番（越前谷邦夫君） 先ほどから行政当局を見ていると活発な討論をやっているなという

ことで感心しているような顔が浮かんでおります。 

  被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書で、提案者に何点かにわたって質問させて

いただきます。 

  この意見書の趣旨と言いましょうか、総論というのは理解できるわけでありますけれども、

自然災害により生活基盤に著しいということでなっておりますが、この自然災害というのは

具体的にその用語を教えていただきたいなと思います。 

  それから２点目は、その現在の限度額はいくらなのか。これは自分も知っておるつもりで

いますけれども、間違ったら申しわけないなと思ってその限度額はいくらかと。そして、そ

の限度額は何を基準として支給されているのか。 

  それから４点目でありますが、限度額を引き上げるべきとのことでございますけれども、

いかほどに引き上げてほしいという、その支給額を教えていただきたいと。当然なことに、

やはり基準設定というものが設けられるわけでしょうから、しっかりとその、いくらにすべ

きのことなのか教えていただきたいと思います。 

  それから５点目でありますが、過去にいろいろな未曾有の災害が発生いたしまして、いろ

いろな過去の災害の被災者の方々も非常に苦慮されているわけでありますけれども、その過

去の災害の被災者と、今提案者が述べておる被災者生活再建支援制度の拡充に対しての公平

性というのはどう考えているのか。 

  それから６点目でありますけれども、これが私は最も今日の提案者、賛成者で先ほどから

議論されておりますけれども、伺っておきたいなと思うのは、その議員の方々の同意を得ら

れるような環境を整える努力をしたのだろうか。協調性というものはあるのかどうなのか。

その辺を伺っておきたいなと思います。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

〇４番（今野幸子君） まず自然災害の具体的なものとあります。もちろん今は大雨、いろい
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ろな自然な、たくさんありますよね。急に大きな雨風、そういった台風、大型台風。それか

ら地震、噴火、水害。そういったものの、それぞれの起こす被害ですよね。当然、土砂崩れ、

この間ありましたような土砂崩れなどにおいても全て自然災害の対象になっています。 

  そのくらいのあれで良いですか。 

  今の限度額というのは、例えば地震や何かにおける基準というのは、例えば家が全壊、も

う絶対住める状況ではないというところにおいては、基本支援金というのは100万円です。

ただし、もう住めないから建て替えます、または購入しますとなると加算支援金というのが

200万円つきます。計300万円、これは最高の金額です。それから、補修するという程度であ

れば、基礎が100万円で加算が100万円で200万円。また賃貸、そういった場合は基礎支援金

100万円に加算が50万円で最高が150万円。あと、全壊ではない、ちょっと住めそうだ、大規

模半壊、これは基礎支援金、先ほど言った建てても50万円、補修も50万円、賃貸も50万円。

それから加算支援金に対しては、建て替えや何かに関しては200万円。それから補修は100万

円。それから賃貸の場合も加算は50万円。合計が大規模の場合、その建て替えるよといった

場合は250万円が最高。補修の場合は150万円。それから、賃貸であるというところでは最高

が100万円。 

それから、これは家族のいるところが大体対象です。単身世帯というのはまた違ってきま

す。単身世帯によると、全壊で基礎支援金は75万円。そして加算が150万円、最高で225万円。

次、補修しますよというのでは、やはり75万円、基礎が。加算が75万円、合わせて150万円。

また、賃貸においても75万円、加算が37.5万円、合わせて112万5,000円。それから大規模半

壊ですね。それにおいても大体基礎支援金は37.5万円、全部それは順番からいって同じです。

それから加算にしては、建て替えの場合は150万円、購入も同じです。補修は75万円。賃貸

にしては37.5万円。そういった形の支援金が今の現状です。 

  それから、水害は床上浸水、天井までいったというのが大体全壊とみなします。１メート

ル以上上がったというのが大規模半壊、１メートル以下というのが半壊、それ以下というこ

とですね。こういった感じの支援金もまたここに含まれていきます。 

  何を基準としているかということは、私にもわかりません。到底この金額では少ないと

思っていますから。どういう、本当に本来ならもっともっと出してもらいたくてこういうの

を出しているわけですので、ちょっとその何を基準としているのか、ちょっと今のところ私

はちょっとわからないのですみません。 

  いかほどに引き上げたいか、であります。半壊は今、ゼロなので、とにかく出してほしい。

出してくれるならいくらでも良いから出してほしいというのが本音です。また、全壊の場合

で最高300万円、これも出してくれるのならば本当に、すぐに住めるような状態にできるよ

うな範囲で出してもらえるのなら最高ですが、一応それは500万円くらいに上げてほしいと

思っています。 

  それと次に、過去の被災者との公平さ。これがちょっと意味が、例えば支援金が上がる前

と上がってからという意味ですか。 
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〔発言する者あり〕 

〇４番（今野幸子君） そういうふうにとるとすれば、上がる前の人には、これは上がった後

の法律として通用しないかもしれませんけれども、善意があればちょっとだけ遡ってやって

くれる可能性も出てくるかもしれませんけれども、そこはちょっと。 

  それから、議員の賛成を得られるような何か手立てをしているか。これを出しますという

ことは言ってありますよね。こういう意見書を出します、出したいのだということで提案し

ている。だけど、それに対して意見も言ってくれなければ、そしたらこの意見書ではまずい

からここをこうしたら良いのではないかとか、それなら俺は賛成できるよというのであれば、

そういう話し合いがもてるのであれば、本当にしたいです。そういう「よし、やってやる

よ」という賛成者もいなかったので、そういう得られるようなというものができませんでし

た。その中で私が賛成議員として立っています。 

提出議員として立っていますけれども、それと、この洞爺湖町においてもいつ噴火するか

わからないこの状況です。もう間もなく噴火するかもしれない。そうなったら、本当にもう

私たち自身のこととして、本当に町の大変さが今度、どういうふうな被害が起きるかわから

ない状況なので、その人ごとではなく、もうこの洞爺湖町のためにもぜひとも支援金を増や

してほしい。そういう思いで提案しました。 

○議長（佐々木良一君） ２番、越前谷議員。 

〇２番（越前谷邦夫君） 今、限度額がいくらとか、基準がどうとか、そういったのはこの被

災者生活再建支援法の中に明確に謳われていますから、それは私もあなたと同じように、こ

のように理解しております。 

  ただ、今この支援法の制度そのものを拡充していただきたいということで、全国の知事会

もいろいろ提言をなさっています。これは平成30年の、正確に言うと11月９日に出されてい

るわけでありますけれども、この中には限度額をこうだから上げろということは全く明記さ

れていないのですよね。やはりそれは、限度額を上げることによって、どれだけのその財源

が必要なのか。それから、先ほど僕が申し上げたように公平性が云々ということになると、

過去の災害の、それ相当の財源が必要だということで、知事会のほうもそれはわかっている。

ただ、あなたがおっしゃっているように半壊のところは、それは該当にしてくれということ

は述べておりますけれども、知事会ではその限度額をどのくらいまでアップしろということ

は明確に謳っていない。 

  それと、今それと同時に国あたりが知事会あたりのそういう提言をいただいた中、検討あ

るいは協議を含めていると。検討というと、自分もあまり良い言葉だとは思っていないので

す。検討といったら、やったけれども、検討したけれどもだめだったということも。だけど、

協議も含まれているということなのですよね。その辺もわかっていただきたいと同時に、改

めて伺いたいのですが、いわゆるこの提案者は、今回の９月６日の地震がありました。それ

でブラックアウトになった。そして全壊、半壊も出た。液状被害によって多くの、札幌市あ

たりは被害ができた。こういった戸数的なものはご存じでしょうか、戸数的なことは。正直
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言って、自分、昨日申し上げたつもりでおりますけれども、そういったことを提案者の中で

例えば理解をしていて、把握していて、この制度が通った場合についてはこれほどの、どれ

ほどの財源が必要であるかという、そういう額がおおむね出てくるのではないかなと思うの

ですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員。 

〇４番（今野幸子君） 額ですか。 

○議長（佐々木良一君） 被害戸数を答えてください。 

〇４番（今野幸子君） 戸数のことで良いですか。被害戸数に関して、具体的な戸数はわかり

ません。どこで何件、どこで何件という戸数は把握しておりません。ただ、この戸数も町村

によってとか、都道府県によって何件以上なかったらその支援金が出ないとか、そういうの

もあるのですよね。だから、１件しか、例えば全壊したとしても、１件が突風によって全壊

したとしても、そこは保障の対象から外れてしまう。そういう対象外になる全壊や大型半壊

というのもあるものですから。 

○議長（佐々木良一君） 今野議員、質問に対してだけ答えてください。よろしいですか。 

〇４番（今野幸子君） 戸数にしてはわかりません。実際のあれはわかりません。 

○議長（佐々木良一君） ほかに質問はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終了します。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します 

  ２番、越前谷議員。 

〇２番（越前谷邦夫君） 被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書に反対をする立場で

討論させていただきたいなと思います。 

  我々、洞爺湖町は先ほど提案者も述べておりますけれども、有珠山噴火災害で激甚災害法

が２回ほど適用されたこの町であります。この意見書には、そういった有珠山噴火という災

害を受けた町であるにもかかわらず、噴火という用語そのものも明記されていない。 

  そして、そういう明記されていない意見書を洞爺湖町議会として、意見書を出すというこ

とにはならない。もっともっと速やかに私どもにも、こういう内容のものを出すという、中

身そのものも協議できるような、内容そのものは私は意見書をきのう突然もらって初めて見

ただけですよ。そういうことを考えれば、もっともっとやはりこの出す側のほうも協調路線

を歩むと、強調し合って、何とか町民の方々やまた被災をされた方々の救済策を何とか国に

お願いしようではないかという、そういうことならば私自身は考えさせられたと思っており

ます。 

  それから、この被災者生活再建支援制度の拡充について、先ほど過去の災害との公平さは

どうなのかということを伺いました。やはりそれは、しっかりと過去の災害を受けた被災者

に対して、公平性をもってやはり対応するという、そういうことでなければならないのでは
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ないかなと思います。そうすると、国やあるいはまた都道府県の財政負担等を考えてみると、

勘案してみると、慎重にやはり検討をしていただかなければならないだろうと思うわけであ

ります。 

  したがって、そういう２点からの理由を考えまして、今回のその意見書案については修正

すべきところがたくさんある、こういうことをつけ加えて、私はこの意見書に反対するもの

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。 

  ６番、立野議員。 

〇６番（立野広志君） 被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書について、賛成の立場

で発言をいたします。 

  今、反対者が、反対する議員が２、３日前に初めて見たという話をされました。これは一

体どういうことかと、むしろ私は疑問に思うくらいです。11月27日に会派代表者会議があり

ました。その会派代表者会議で私ども政党としてはこういう意見書を提案したいと、ぜひ皆

さんからご意見をいただいて、一緒に提出したいので12月３日の議運の前の日までにぜひ協

議結果を教えてほしいということでお話しした経緯があります。 

〔発言する者あり〕 

〇６番（立野広志君） わかっています。 

  それで、会派代表者会議が終わった直後、議会事務局からファックスが送られたはずです。

会派代表者会議でどういう提案がされたのかということが、全ての議員にファックスが送ら

れて、どこの会派がどんな意見書を提案しようとしているかというのは、もうそこでわかっ

ているはずです。それを２、３日前に初めて知ったというのは、これは一体どういうことか

と。 

  私は、それとこの間もそうですが、会派の代表の方にも何人かこれまでも何回か相談して

みました。ところが、議運で正式な成案として出すまでの間に会派での協議はしていないと、

こういう返事が多かったということのために、議論をしたくても、修正したくてもすべがな

いわけです。 

  ですから、当然成案として出す期日までには、会派として出さざるを得ないという状況は

あります。今反対理由で述べられた噴火の明記もないと言っています。これは全ての被災者

に対して、全国で今起こっている災害で、被災していまだに困っている人たちのことも含め

て生活再建支援法の改正を求める内容になっています。 

例えば、最近の被災で見れば、生活再建の道筋を確かなものにするための住環境を整える

ことは重要課題の一つなのですが、住み慣れた地域で安心して暮らせるような、例えば応急

仮設住宅の建設とか、賃貸住宅を借りるみなし仮設住宅の提供も今急がれておりますが、同

時に地震と液状化などで今、多くの建物の被害が起こっています。ところが、住宅再建への

支援というのは大きく立ち遅れています。現在、生活再建支援法では、支援の対象が全壊か

大規模半壊にしか適用されません。半壊とか一部損壊には適用されていないのです。ですか
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ら、この罹災証明をしてもらって、受けとった中には一時損壊というような明記をされてい

る方たちもいます。それはなぜ一部損壊なのかは、その判定の段階のチェックリストでやっ

ていますから、提案者が決めているわけではありません。一部損壊の被害が多いために、今

までは被災者の85％が実は支援金を受け取れないでいる。仮設住宅にも入れないという状況

です。その支援金も今１世帯で最大、先ほど説明がありました最大でプラスして300万円な

のです。ちなみに、有珠山噴火のときには100万円でした、ご存じだと思います。それから

全国で、この生活再建支援の制度を拡充して、限度額を上げてほしいという要望が国会で取

り上げられて、今ようやく300万円になっているのです。しかし、それでは全壊している住

宅も、あるいは大規模半壊した住宅も建て替えなどできないのですよ。 

  ですから、せめてこれを引き上げてほしい、金額を書いていないのは、これは一方的に私

たちが何ぼだということではなくて、これは国会での議論の中でも引き上げる方向で引き上

げてもらうことが大事だということで金額を書いていないということであります。 

  ６月の大阪北部地震や７月の西日本豪雨などでも、多くの住宅被害がありました。国の支

援対象から除外されている被災者からは、強くこの制度の改善を求める声が上がっています。 

  もう一つ、今国会でも野党が一致して生活再建支援法の適用対象を拡大して、支援額の上

限を現行300万円から500万円に引き上げる改正案が国会に上程されています。今、継続審議

されています。野党が、これは共同で出しているのです。改正案を一刻も早く審議成立させ

るためにも、むしろ噴火でまた被害を受ける可能性のあるこの洞爺湖町議会としても、この

制度の拡充を求めるということは大事なことだと私は思います。 

  そういう意味で、この意見書を提出することには賛成です。 

○議長（佐々木良一君） これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第13号被災者生活再建支援制度の拡充に関す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。 

〔起立少数〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第13号被災者生活再建支援制度の拡充に関する意見書案については

否決されました。 

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

◎意見書案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第19、意見書案第14号後期高齢者の窓口２割負担への引き上げ

を行なわない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。 

〇６番（立野広志君） それでは、読み上げて提案をさせていただきます。 
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  意見書案第14号、平成30年12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。 

後期高齢者の窓口２割負担への引き上げを行なわない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、厚生労働大臣、財務大臣。 

後期高齢者の窓口２割負担への引き上げを行なわないことを求める意見書（案）。 

平成30年５月23日に開催された財政制度等審議会（財政審）において、新たな財政健全化

計画に関する建議（概要）が示されました。 

社会保障の医療・介護分野の取り組むべき事項として後期高齢者の医療費負担について、

「年齢ではなく能力に応じた負担」として「世代間の公平の観点からの後期高齢者の窓口負

担の２割への引き上げ・現役並み所得者の判定方法の見直し、介護保険の利用者負担の引き

上げ、金融資産等を考慮に入れた負担を求める仕組みの導入」が示されました。 

これまでの財政審で議論された内容は、世代間の公平性や制度の持続性を確保していく観

点から、まずは75歳以上の後期高齢者の自己負担について２割にすべきとしています。その

際、現在の70歳から74歳について段階的に実施している自己負担割合の２割へ引き上げと同

様に、75歳到達後も２割のままとすることに加えて、すでに後期高齢者になっている者につ

いても数年かけて２割負担にすべきとしています。 

医療を年齢で区切るという世界でも類例がないとされる後期高齢者医療制度がスタートし

て10年が経過し、この制度の矛盾が露呈しています。 

この間の後期高齢をとりまく環境は大きく変わり、生活必需品の値上がり、年金の引き下

げ、医療・介護負担の増大など深刻です。とりわけ平成29年度からの低所得者などが対象の

保険料の特例軽減措置の縮小・廃止は大きな打撃となっています。 

厚労省発表のデータ（後期高齢者医療制度の所得階層別被保険者数：平成29年9月30日）

によっても北海道の被保険者のうち「所得なし層」(旧但し書き方式)が56.8%を占めていま

す。 

北海道後期高齢者医療広域連合が加盟する全国後期高齢者医療広域連合協議会が平成30年

６月６日に厚生労働大臣に対して「制度の根幹である高齢者が必要な医療を受ける機会の確

保という観点から現状維持に努めること」いう要望書を提出しています。このような状況に

鑑み、政府におかれては、後期高齢者の窓口２割負担を行なわないよう強く求めます。 

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12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。 

  板垣議員。 

〇９番（板垣正人君） 午後、もう２時間経ちましたので、たくさん聞きたかったのですが一
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つに絞りたいと思います。 

  まず提出者ね、私の持っている資料の中では、2030年には要するに75歳以上の方が２割く

らいになるのではないかというデータもあります。今、18年でもう12月だから19年ですね。

とにかく大体10年くらいの間で２割くらいになるというときに、そういう数字が出ていて、

そしてあとそれだけの２割の75歳以上が生まれて、そして現役世代と言いますよね。現役世

代と後期高齢者の関係ですね。そういう、例えば提出者のとおりにして１割にして、このま

ま何十年も続けていくとすれば、現役世代が今まで以上にまた負担がかかるのではないかと

いうような気がするのですけれども、その辺の提出者の考え方、１点だけお聞きします。 

○議長（佐々木良一君） 立野議員。 

〇６番（立野広志君） ごめんなさい。最初のほうが、その２割に2023年ですか。30年になる

と、それはいわゆるその現役世代のことを言われたのですか、後期高齢者。 

  実は、私がこの意見書の中で最初に書いてある財政審、財政制度等審議会という、これは

ネット情報でも入るのですが、この中に明記されているわけなのですけれども、実は今、何

年、今言われたような年代で２割にしますよなどという確定したことは何もないわけです。 

  実は今、意見書の中のある文章というのは、この平成30年５月23日の財政制度等審議会、

ここの中で新たな財政健全化計画等に関する建議というのがあります。この中に書かれてい

る文面も含めて、これから実は後期高齢者というのは、もう制度ができて10年になるのです

けれども、その当時は75歳以上の高齢者を今までの老人保険からなくして、もう完全に年齢

で区別をしてやってきたわけです。 

  ところが、それが年齢区分ではなくて、またまたその所得区分に変えて、一定所得があれ

ばと言いながら、実は大変その負担額も大きいのですけれども、その後期高齢者医療制度そ

のものがつくられた根底そのものがもう今、矛盾を起こしている。その中でもさらに窓口負

担を増やしていかなければできないということをこの中に実は書いてあるのですね。 

  ですから、そういうことになるとわずかな年金しかもらえない人たちも含めて、今度は窓

口負担、病院の窓口負担ですよ、保険料ではなくて。病院の窓口負担が、今までは１割だっ

た、今度は２割にする。さらに現役並みの所得があれば３割にしますと、こういうふうにど

んどんと負担を引き上げていく、そういう状況を今つくろうとしているわけです。審議会の

中身がそういう内容になっています。 

  ですから、今ちょっと言われた年代でそうなるというふうにはちょっと確定したことはこ

こには書いていないのでお答えはありませんけれども、いずれにしてもますます負担が増え

ていく状況にあると。現役並みの世帯との関係はどうなのだということになるのですけれど

も、実は国は現役並みのほうも先ほど言ったように国保もそうですが保険料を引き上げてい

く方向、あるいは窓口の負担も引き上げていくという方向で進んでいます。そうなれば均衡

がとれるかもしれません。現役の負担も高くなる。そして後期高齢者も高くなる。それが本

当にいいのですかということなのですね。病院に安心してかかれるような、そういう状況を

つくるということが本来は社会保障として必要なのですけれども、そういう流れからも後退
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しているということで、こういう意見を出させていただいておりますし、それから私が参加

しております北海道後期高齢者医療広域連合議会、この中でも広域連合として国に対して同

様の実は意見を述べている。このように窓口負担の負担率を引き上げることはしないでほし

いということを、北海道の後期高齢者医療広域連合としても出している、全国でも出してい

ます。ですから、そこに加わる市町村の議会としても同じ内容で求めていくことが大事では

ないかということです。 

○議長（佐々木良一君） そのほか質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） これで質疑を終了いたします。 

  これから、討論を行います。討論はありますか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します 

  ９番、板垣議員。 

〇９番（板垣正人君） 今出された後期高齢者の窓口２割負担への引き上げを行なわないこと

を求める意見書（案）について、反対の立場で討論させていただきます。 

  今もお話がありましたけれども、基本的には少子高齢化が一番の原因になっていると思い

ます。また、こういうものを全て今までどおり１割１割、所得のある方も、所得のある高齢

者の方も１割なら１割という、例えばそうなっていくとすると、基本的にはやっぱり現役世

代との差が出て、私の記憶の中では後期高齢者の決算書などを見ると、例えば保険料が100

万円だけど全部使っているので10倍くらいになるのかな。だから、９割が基本的にはほかの

税金等で賄われていると。先ほども話がありましたけれども、もしこのまま、これも先ほど

の消費税の話ですけれども、こういうことをやっていくと、基本的に消費税が10％どころか

15％、20％だとどんどん上がっていかないと賄っていけなくなるのではないかなと思います。 

  片や、私の知り合いがこの間、私は病院に一緒につき合いました。がんの方でした。それ

で大変なお金がかかると、その中で本当は働いていない方です。最近ちょっと働いているけ

れども、去年あたりは働いていなかったです。それで病院へ行った。そしてケースワーカー

と相談しました。そしたら、月にしたら１万円、約２万円かそのくらいの金額で１カ月いい

ですよみたいな話がありましたし、そのお金も厳しかったら分割払いで結構ですと。月１万

円でも良いですし、月5,000円でも良いです。そういうことを病院からも言われましたけれ

ども、そこまで今の現状で徹底しています。ということは、何百万円もかかるような手術で

も、個人負担はそのくらいの金額で済んでいるということは、本当にありがたい医療制度だ

なと、私は本当に感動しました。 

  そういった中で、個人の負担という部分が今、今回は２割負担ということになっています

けれども、これはやっぱり所得の本当にない方はない方なりのいろいろなことがあると思い

ますから、そこそこ、例えば私は昔こういう制度がある前に、私の知り合いの中でもうちの

近所にいたあるおばあちゃんがものすごい、何十億円という財産を持っていた方ですけれど

も、私に「板垣さん、年寄りになったら良いわよ。病院代がただだから」と、こう言ってお
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りました。そういう方も含めて、ある程度公平性を保ちながら、現役世代とあと高齢者の方

と、一番問題は今の団塊世代の方が75歳になろうとしているときに、やはり数がまたたくさ

ん増えるのではないかと。またこうなったら現役世代にいろいろな負担がかかっていくと思

いますので、やはりこれは、まだはっきりこれは決まったことではないですけれども、本当

は上げたくないのはやまやまですけれども、でも基本的には今回のこの意見書だけに対して

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。 

  ４番、今野議員。 

〇４番（今野幸子君） 私は意見書案第14号の後期高齢者の窓口２割負担への引き上げを行な

わないことを求める意見書案に賛成の立場から討論します。 

  制度が発足して10年、後期高齢者医療制度の矛盾の拡大と負担増です。保険料は２年ごと

に改定される仕組みになっていて、発足時北海道の保険料は均等割額４万3,143円、所得割

率9.63でしたが、2018年、19年度の均等割は５万205円、所得割率は10.59です。均等割額で

およそ7,000円、所得割で0.96ポイントも引き上がっています。加入者の圧倒的多数が年金

の受給者であり、しかも旧ただし書き方式での所得階層別加入者の統計でも、所得なし層が

全体の57％を占める北海道の後期高齢者にとって、軽減特例の廃止も伴って重い負担となっ

ています。 

  年金から天引きされる保険料の値上げは歯止めなく、暮らしを圧迫しています。年齢でも

差別され、その上所得でまで負担をかけられることは認められません。保険料が上がる上に、

窓口負担も上がる、重ねて高齢者を苦しめることにしかなりません。 

  以上の理由から、意見書案第14号後期高齢者の窓口２割負担への引き上げを行なわないこ

とを求める意見書案に賛成します。 

○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14号後期高齢者の窓口２割負担への引き上げを行なわないことを求

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。 

〔起立少数〕 

○議長（佐々木良一君） 起立少数です。 

  したがって、意見書案第14号後期高齢者の窓口２割負担への引き上げを行なわないことを

求める意見書案については否決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  明日から明年３月の定例日の前日まで休会となっていますのでご承知願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。ご苦労様でございました。 
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（午後３時０５分） 
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