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

◎開議の宣告 

○議長（佐々木良一君） おはようございます。 

現在の出席議員は13名全員であります。 

  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、10番、大屋議員、11番、篠原議員

を指名いたします。 

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

◎議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、議案第47号 平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予

算（第９号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の3１ページをお開き願います。 

  議案第47号 平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号）でございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

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

１億4,224万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億8,752万1,000円

とするものでございます。 

第２条で、繰越明許費でございます。地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」によるものでございます。

これは35ページに表記がされております。繰越明許費で民生費、社会福祉費、プレミアム付

商品券事業で125万3,000円の計上でございます。 

戻っていただいて、地方債の補正第３条でございます。地方債の変更は、「第３表 地方

債補正」によるものでございまして、これも35ページに表記されております。補正から全て

事項別明細でご説明をさせていただきますので、事項別明細書をお開き願います。 

一般会計の補正予算の事項別明細書、５ページからでございます。 

まず歳入でございます。 

12款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金で35万3,000円の増額補正でござ

います。高齢者福祉費負担金で、高齢者福祉施設入居者費用徴収金、入所者の増によりまし

て35万3,000円の増額でございます。 
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続いて、14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金で395万2,000円の増額

でございます。１節で心身障害者福祉費負担金で、障害者自立支援給付費等負担金、居宅介

護の利用者増によりまして317万2,000円の増額でございます。障害者自立支援医療負担金、

更生医療入院者の増によりまして484万8,000円の増額で、合わせて802万円。それから、２

節の児童福祉費負担金で、児童手当負担金で、対象児童の減によりまして216万4,000円の減

額。それから子どものための教育・保育給付費負担金、私立幼稚園の関係でございますけれ

ども、公定価格の改定によりまして190万4,000円の減額。合わせて406万8,000円の減額でご

ざいます。 

続いて、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金で238万8,000円の減額、総務費補助金で

社会保障・税番号制度システム整備費補助金で、額の確定によりまして238万8,000円の減額

でございます。続いて、２目の民生費国庫補助金で73万5,000円の増額補正でございます。

これについては、障害者福祉費補助金で、地域生活支援事業補助金、業務委託料の減により

まして51万8,000円の減額でございます。続いて、４目のプレミアム付商品券事務費補助金

で、これにつきましては31年度消費税増税にかかわるプレミアム付商品券の発行にかかわる

システムの改修費として125万3,000円、これは繰り越して31年度に執行いたします。続いて、

５目土木費国庫補助金2,859万1,000円の減額でございます。１節で道路橋梁費補助金、防

災・安全社会資本整備交付金、これは橋梁の長寿命化交付金の額の確定によって327万7,000

円の増額でございます。それから、社会資本整備総合交付金で、これは雪寒機械の関係でご

ざいますが、額の確定によって1,005万8,000円の増額で、合わせて1,333万5,000円の増額で

ございます。それから、２節の建築指導費補助金で、これは民間大規模建築物補強設計事業

補助金、これは設計の関係でございますけれども、事業費の変更による減額で25万3,000円

の減額。それから、改修の事業になりますが、改修のほうで、これも事業費の変更によって

4,416万8,000円の減額で、合わせて4,442万1,000円の減額となります。３節の住宅費補助金

で、これについては社会資本整備総合交付金、町営住宅の家賃減免交付金の確定によりまし

て249万5,000円の増額でございます。続いて６目の教育費国庫補助金で269万3,000円の減額。

１節の教育総務費補助金で、幼稚園の就園奨励費補助金の額の確定によって９万円の減額で

ございます。それから、４節の社会教育費補助金で、史跡等保存整備事業費補助金で、これ

も額の確定によって260万3,000円の減額となります。 

続いて、７ページ、８ページでございます。 

15款道支出金、１項道負担金で民生費道負担金123万7,000円の増額補正でございます。２

節で、これも障害者自立支援給付費等負担金で、居宅介護の利用増によって158万6,000円の

増額。それから、障害者自立支援医療費負担金で、更生医療入院者の増によりまして242万

4,000円の増額で、合わせて401万円の増額でございます。それから、３節の児童福祉費負担

金で、児童手当の関係で、対象児童の減によって45万4,000円の減額、それから、子どもの

ための教育・保育給付費負担金、公定価格の改定によって231万9,000円の減額で、合わせて

277万3,000円の減額でございます。 
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２項道補助金、１目民生費道補助金で238万5,000円の減額でございます。高齢者福祉費補

助金で、介護保険サービス利用者負担金減免措置事業費補助金、対象者の減によりまして22

万6,000円の減額。それから３節で、障害者地域生活支援事業費補助金で、事業費の減によ

りまして25万9,000円の減額。それから４節で、重度心身障害者医療費補助金、それからひ

とり親家庭等医療費補助金、乳幼児医療費補助金、それぞれ医療費の助成の減によりまして

の減額となりまして、総額で190万円の減額となります。続いて、３目の農林水産業費道補

助金で27万3,000円の減額。２節の林業費補助金で、未来につなぐ森づくり推進事業費補助

金、額の確定によって７万3,000円の減額。それから水産業費補助金で、地域づくり総合交

付金で、額の確定によりまして20万円の減額となります。４目の土木費道補助金で、8,884

万1,000円の減額、これにつきましては、民間大規模建築物補強設計、それから耐震改修、

それぞれ事業費の変更による残となりまして、8,884万1,000円の減額でございます。それか

ら、５目の教育費道補助金で、189万1,000円の減額。社会教育費補助金で、地域づくり総合

交付金、それから学校支援地域本部事業費補助金、それぞれ額の確定によりまして、トータ

ルで189万1,000円の減額でございます。続いて、６目の電源立地地域対策交付金26万3,000

円の減額。電源立地地域対策交付金の額の確定によりましての減額でございます。 

17款の寄附金でございます。一般寄附金で2,765万6,000円の増額でございます。これにつ

いては、一般寄付金で、ふるさと納税の増によりましての増額でございます。２目の観光費

寄附金で299万円の増額でございます。これにつきましては、トライアスロン大会の寄附の

部分の増額補正となります。 

続いて、９ページ、10ページでございます。 

18款繰入金で１目繰入金、1,082万7,000円の減額でございます。繰入金で、財政調整基金

繰入金を1,000万円減額。それから町営住宅敷金の基金繰入金については、退去者の減によ

りまして82万7,000円の減額でございます。 

20款諸収入、５項雑入、３目雑入で１万7,000円の減額。雑入で市町村交付金、宝くじ収

益金で357万1,000円の増額、それから支障物件移転補助金、道道の光ケーブル移設に伴う補

助金で21万1,000円の減額で、合わせて336万円でございます。４節の高額療養費附加金で、

これについては重度障害、それからひとり親、乳幼児医療費等の減によって255万円の減額

でございます。６節の町営住宅敷金で、これについては退去者の減によりまして82万7,000

円の減額となります。 

続いて、21款町債、１項町債でございます。民生債、それから農林水産業債、商工債、消

防債、教育債、それから土木債、トータルで4,100万円の減額でございますが、全て事業費

の確定によります減額の補正でございます。 

続いて、11ページ、12ページでございます。 

歳出に移ります。 

１款議会費、１項議会費、１目議会費で、33万6,000円の減額でございます。報償費で、

箱根町議会議員来町経費の執行残11万7,000円、それから議会広報事業の印刷製本費で21万
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9,000円の減額となります。 

２款総務費、１項総務管理費、一般管理費で60万円の増額でございます。これについては、

役務費で、郵送料の不足によりましての60万の増額でございます。２目職員福利厚生費で25

万円の減額、旅費で職員研修費の執行残で10万円、それから産業医委託料、委託料の執行残

で15万円の減額でございます。３目公有財産管理費で1,699万4,000円の増額でございます。

これについては、工事請負費の執行残で29万2,000円、それから基金管理費事業で積立金で

ございますが、ふるさと納税、みんなの基金等で1,728万6,000円の増額でございます。それ

から、４目物品集中管理費で105万4,000円の増額でございます。これについては、消耗品、

それから印刷製本費の不足による増額、それから事務機器借上料による不足で、合わせて49

万9,000円、それから55万5,000円の増額でございます。それから、５目の電子計算管理費で

141万6,000円の減額。需用費で、印刷製本費の執行残40万円、それから地方公共団体情報シ

ステム機構負担金、額の確定によりまして101万6,000円の減額でございます。６目諸費、

1,274万9,000円の増額で、報償費それから委託料、これについては、ふるさと納税の返礼品

の増額等によりまして、合わせて1,274万9,000円の増額でございます。７目財政会計管理費

で76万5,000円の減額、使用料及び賃借料で電算システム使用料借上げに伴う執行残で76万

5,000円の減額でございます。企画費、８目企画費139万8,000円の増額、これについては地

域公共交通対策事業決算見込みで139万8,000円の増額でございます。 

それから、13ページ、14ページでございます。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございまして120万円の増額でござ

います。洞爺湖町社会福祉費協議会交付金で、デイサービス事業等の増によりまして120万

円の増額となっております。２目高齢者福祉費で82万1,000円の増額でございます。高齢者

福祉事業で、対象者の減によります減額で30万1,000円、それから32万円の減額、合わせて

62万1,000円の減額。それから老人福祉施設入所事業で、こちらは施設入所者の増によりま

して144万2,000円の増額でございます。それから、３目の心身障害者特別対策費で1,500万

6,000円の増額でございます。委託料と扶助費での増額でございます。補装具給付扶助と各

扶助、これにつきましては、利用者の増減に伴う扶助費のそれぞれの補正でございます。そ

れから、３の障害者地域生活・自立支援事業委託料の執行残で103万6,000円の減額というこ

とで、合わせて1,500万6,000円の増額でございます。それから、６目後期高齢者医療費で、

2,000万3,000円の減額補正でございます。負担金補助及び交付金で、それぞれ医療費給付負

担金、それから特別会計の操出金、額の確定による減額の補正で2,000万3,000円の減額でご

ざいます。それから、７目プレミアム付商品券事業費で125万3,000円の増額でございます。

これについては、10月からの消費税増税に伴うプレミアム付商品券事業の電算システム改修

委託料での増額でございまして、31年度は繰り越して執行いたします。 

それから、３項医療助成費、２目の重度心身障害者医療助成費で378万6,000円の減額でご

ざいます。これについては、重度心身障害者医療助成事業でそれぞれ手数料、委託料、扶助

費、決算見込みによる減額でございます。それから、３目ひとり親家庭等医療助成費で145
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万円の減額でございます。これについても、ひとり親家庭等医療助成事業の決算見込みによ

る減額でございます。続いて、４目の乳幼児等医療助成費で425万円の減額。これにつきま

しても、決算見込みによる減額でございます。 

続いて、15、16ページでございます。 

３款民生費の４項児童福祉費、１目児童福祉総務費で736万円の減額補正でございます。

これにつきましては、子ども・子育て支援事業の関係で、インフルエンザ予防接種料の執行

残、それから私立幼稚園施設型給付費負担金、額の確定による390万円の減額。児童手当支

給について対象児童の減による300万円の減額。インフルエンザワクチン接種費用助成扶助

で、接種者の減により16万円の減額となっております。続いて、２目の児童特別対策費で20

万円の減額。これにつきましては、児童デイサービス施設等運営負担金で、額の確定による

20万円の減額でございます。 

５項保育所費、２目常設保育所で1,636万7,000円の減額でございます。嘱託職員の社会保

険料、それから賃金の不足ということでの増減の補正、それから消耗品以下については不足

分に対する増額補正、それから工事請負費につきましては、洞爺保育所建替工事の入札執行

残によって2,039万円の減額ということで、トータルで1,636万7,000円の減額となります。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生管理費で109万3,000円の増額でございます。

需用費でございまして、虻田地区の健康福祉センター運営管理事業での燃料費、光熱水費の

増額、それから洞爺地区健康福祉センターの運営事業で、これも燃料費、光熱水費の増額補

正で、合わせて109万3,000円の増額でございます。２目の予防費、40万円の増額でございま

す。これにつきましては、基本健診事業の委託料で、受信者の増によりまして40万円の増額

でございます。３目保健衛生指導費、10万5,000円の減額でございます。委託料でございま

して、電算システム改修委託料の執行残での10万5,000円の減額でございます。 

続いて、17ページ、18ページでございます。 

４款衛生費、４項清掃費、１目清掃管理費で818万7,000円の減額でございます。これにつ

きましては、清掃管理事業で消耗品、ゴミ袋作成の執行残で150万円、それからゴミ収集運

搬業務委託料、これについては、漁業系廃棄物の増による運搬委託料で、50万円の増、西い

ぶり広域連合負担金で、これについては決算見込みによる578万7,000円の減ということで、

合わせて678万7,000円。それから、花美館維持管理事業で、これについては燃料費、光熱水

費の減額、それからリサイクルセンター花美館管理運営委託料については、契約の執行残で

110万円、合わせて140万円の減となります。 

それから、６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費で40万2,000円の減額でござ

います。国営大原地区畑地かんがい維持管理事業で、臨時職員に関係して、社会保険料、そ

れから賃金の減、40万2,000円でございます。 

２項林業費、１目林業振興費で38万5,000円の減額。これについては、林業振興事業、有

害鳥獣一斉捕獲委託料の執行残で26万7,000円、未来につなぐ森づくり推進事業補助金で、

額の確定によって11万8,000円の減額でございます。 
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３項水産業費、１目水産業振興費で392万9,000円の減額でございます。水産振興対策事業

で、漁業の近代化資金の利子補給の決算見込みで12万2,000円の減額。それからフォークリ

フト・ステンボックス導入事業補助金で、事業費の確定によって269万2,000円の減額でござ

います。それから、虻田漁港整備事業負担金については、導入事業の確定による減額の補正

でございます。 

続いて、19ページ、20ページでございます。 

７款商工費、１項商工費、１目商工振興費で368万7,000円の減額でございます。需用費の

光熱水費で30万円の増額、これ三角ついているかと思いますけれども、三角はとっていただ

きたいと思います。それから地域振興事業で、後継者対策支援事業補助金、これは婚活の事

業でございますけれども、ちょうどあの胆振東部の震災と重なって、参加者が不足したとい

うことで中止をしておりまして、その執行残でございます。それから、チャレンジショップ

支援事業補助金については、事業取り止め等によって358万7,000円の減額となっております。 

２項観光費、１目観光振興費で2,490万円の増額でございます。負担金で、北海道ツー

デーマーチが、これも震災の関係で中止になったということでの60万円の減額。それから貸

付金でございますが、これについては洞爺湖温泉利用協同組合の貸付金でございます。昨年、

数カ月にわたりまして、スケール障害がございまして、それの改修工事で、多額の改修費を

使っているということで、剰余金が減少しているという中で、3,000万円の貸付金の要望が

ございました。それで、剰余金がかなり減って、さらに今貸し付けている貸付金も全て償還

が終わっていないということでございまして、３年間据え置きを希望されておりますので、

これについては３年間の据え置き10年償還という形で貸付をしたいということでの計上でご

ざいます。 

続いて、２目の観光施設管理費で80万8,000円の減額でございます。森林博物館の管理運

営事業の基本設計委託料の執行残で30万円でございます。それから工事請負費で、月浦運動

公園管理事業で、トイレ設置工事の入札執行残で350万円。それから洞爺地区温泉源管理事

業で、これについては洞爺の２号井のポンプが故障いたしまして、交換工事によって299万

2,000円の増額でございます。 

８款土木費、１項土木管理費、２目車輌管理費で149万円の減額でございます。車両購入

の入札執行残による減額でございます。 

続いて、21ページ、22ページでございます。 

８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費で2,512万5,000円の増額でございます。

虻田地区道路橋梁補修事業の関係で、社会保険料、それから嘱託職員等の賃金、途中で退職

されたことによりましての減額。それから消耗品、燃料費等については、これは不足による

増額。それから除排雪業務委託料、降雪量の増によって3,000万円の増額。それから原材料

費については40万円の増額、この部分で3,167万円の増額となります。それから、橋梁長寿

命化計画修繕事業、これにつきましては、委託料、工事費、それぞれ入札執行残による減で

ございます。それから、橋梁点検負担金については、額の確定。それから、道路ストック総
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点検事業の委託料、これについては入札執行残ということでの計上でございます。 

続いて、３項河川費、１目河川費で72万4,000円の減額でございます。河川管理事業で、

調査設計委託料の入札執行残で72万4,000円の減額でございます。 

５項都市計画費、１目都市計画管理費で500万円の増額補正でございます。公共下水道特

別会計の操出金でございまして、下水使用料の減、９月の震災によりまして、特に温泉の観

光入込みが急減しましたが、そういった関係の減というふうに考えておりますが、これにつ

いての操出金500万円でございます。 

それから、６項住宅・建築費で、１目建築指導管理費、１億7,768万4,000円の減額でござ

います。建築指導管理事業、耐震補強改修補助金で、事業費の変更に伴って１億7,768万

4,000円の減となります。続いて、２目の住宅管理費で165万4,000円の減額。町営事業管理

事業の関係でございまして、町営住宅敷金の還付金、それから基金積立金、いずれも退職者

の減ということで、同額の82万7,000円の減額でございます。 

続いて、23ページでございます。 

９款消防費、１項消防費、１目消防費、552万4,000円の減額補正でございます。これにつ

いては西胆振行政事務組合負担金が前年度の決算剰余金に伴う552万4,000円の減額となりま

す。それから、２目の災害対策費で115万5,000円の減額でございます。災害対策事業でござ

いまして、委員報酬、費用弁償、普通旅費、これについては防災会議、それから国民保護会

議等の執行残のよる減額、それから北洞爺テレビ中継局バックアップ委託料、以下について

は、委託料の執行残によるそれぞれの減額でございます。 

10款の教育費、１項教育総務費で２目事務局費、33万1,000円の増額でございます。これ

については、学校長寿命化計画策定委託料の執行残、それから育英資金の基金積立金、ふる

さと納税の増によりまして61万1,000円の増額、合わせて33万1,000円となります。３目諸費

でございます。463万2,000円の減額でございます。教育推進事業で、雇用予定者の減によっ

て社会保険料、賃金の減、それから報奨金については執行残でございます。英語・漢字検定

手数料については、受験者の減によって70万円の減。それから洞爺地区等通学費等助成金で、

対象者の減によって40万円の減。私立幼稚園の補助金については対象者なしということで27

万2,000円の減ということで、トータルで383万2,000円の減。それから小中学校スクールバ

ス等運営事業、これについては修繕料、バスの修繕料で30万円の減。スクールバス運行委託

料、委託料の執行残で50万円の減で、合わせて80万円の減ということでございます。 

２項小学校費、１目小学校管理費で740万円の減額でございます。これについては光熱水

費の増額、それから自動車、コピー費等の借上料の執行残での減額でございます。 

次のページでございます。 

備品購入費で、暖房機購入費で560万円の減。これについてはとうや小学校の体育館の暖

房機入れ替え予定でございましたけれども、納入時期、それから金額、財源の検討等のため

に31年度に改めて更新するということでの減額でございます。それから教師用パソコン購入

については入札執行残で207万円の減額と、合わせて767万円の減額でございます。 
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３項中学校費、１目中学校管理費で65万円の減額でございます。これについては、中学校

管理事業で、光熱水費の65万円の増、それから工事請負費で入札執行残50万円の減額、教師

用パソコンの購入で入札執行残で80万円の減額でございます。２目教育振興費で９万円の減

額でございます。中学校就学援助事業で、決算見込みによる44万円の増額、それから英語指

導助手の帰国に伴う旅費の執行残で53万円、合わせてトータルで９万円の減額ということに

なります。 

それから、４項社会教育費、１目社会教育総務費で57万5,000円の減額でございます。こ

れについては、臨時職員の賃金の関係で、執行残による減額でございます。２目社会教育奨

励費で、これについては財源補正となります。３目社会教育施設費で97万6,000円の減額で

ございます。児童会運営事業ということで、嘱託職員の賃金の執行残で150万円、燃料費の

増で15万円の増額となります。それから社会教育施設の維持管理事業で、燃料費で18万円の

増額。洞爺総合支所管理で、これも燃料費の増額で19万4,000円の増額となります。５目文

化財費で745万円の減額でございます。委託料でございますが、いずれも入札の執行残に

よって、合計で745万円の減額ということになります。 

続いて、27ページでございます。 

10款の教育費、５項保健体育費、２目体育施設費で20万円の減額でございます。体育施設

の運営事業で、燃料費の75万円の増額、それから工事請負費、これは虻田小学校グラウンド

の照明設置工事の入札執行残で80万円、それから柔道の畳購入で、これも入札執行残で15万

円の減ということでございます。 

続いて、３目給食施設費で66万9,000円の増額でございまして、虻田の給食センターの蒸

気排気管が破損によりましての修繕による66万9,000円の増額でございます。 

11款公債費でございます。１項公債費、１目元金1,274万7,000円の増額でございます。こ

れについては、地方債の償還金で利息の見直しによって低利の資金に借り替えたことによる

元金の増でございます。下の利子の関係は、逆に借り替えたことによって、168万9,000円の

減というような補正でございます。 

12款給与費で１目給与費、70万円の減額でございます。これについては、中途退職者がご

ざいましたので、それにかかわる執行残で70万円の減額でございます。 

13款予備費でございまして、1,987万1,000円の増で、現計で5,228万9,000円とするもので

ございます。 

14款災害復旧費で１項その他公共施設・公用施設災害復旧事業、１目その他公共施設・公

用施設災害復旧事業で167万8,000円の減額でございます。これについては、虻田小学校屋根

の修繕等の執行残で11万5,000円、それから学校プールの上屋シート等の除去委託料の入札

執行残で156万3,000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。 
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  質疑はありますか。 

  ９番、板垣議員。 

○９番（板垣正人君） ３点ほどについてお聞きします。まず、事項別明細書の８ページです。

寄附金のところで観光寄附金、299万円と。これトライアスロンの関係だと思うのです。こ

れ、今年度分はこれで良いのですけれども、31年度はどういうような計画でいるとか、そう

いうことがあればちょっとお聞きします。まず、それだけまず１点確認します。それと、10

ページの、すみません、間違えました。22ページですね。22ページの除排雪業務委託料で

3,000万円と出ていますけれども、これイメージ的には何か増額することがどうなのかとか、

その内容を確認したいと思いますので、答弁お願いいたします。とりあえず、まず２点お願

いします。 

○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） ８ページの観光寄附金の290万円の増額であります。この部分

につきましては、北海道トライアスロンの寄附金の部分を考えている部分です。ただ、トラ

イアスロン、今年８月18日に開催予定という形の中で、今申し込みを２月１日から公開して

いる部分であります。その中で、昨年は４月１日からふるさと納税の募集をしたところです

けれども、今回は募集と同時に２月１日からふるさと納税の募集を行ったところでありまし

て、平成31年度にかかわる収入にはなるのですけれども、この部分に関しての増額という形

で見込んでいます。この部分に関しましては、31年度、基金に積み立てして基金に取り崩し

をいたしまして活用をしていきたいと思っています。また、来年度のトライアスロンの見込

みですけれども、ふるさと納税に関してはほぼ同額を考えているところです。参加はおよそ

300名という形で今見込んでいます。 

○議長（佐々木良一君） 若木環境課長。 

○環境課長（若木 渉君） 除雪の委託の関係でございますけれども、今回3,000万円という

ことでご要望させていただいてございます。２月に入りまして、２月の後半に入ってからは、

皆さんご承知のとおり、雪が少ない状況にはなっているのですけれども、それまでの、その

12月、１月、２月前半にかけての降雪が非常に多くて、実際、前年と比べても降雪量として、

気象庁のデータでいっても１月までのデータでいきますと前年に比べますと69センチほど降

雪量が多いというデータにもなってございまして、その除雪にかかる費用、また排雪にもま

た費用のほうがかかってございまして、その分で今回増額の補正とさせていただいたという

状況になってございます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木良一君） 板垣議員。 

○９番（板垣正人君） 参与、課長の話はわかりました。もう一つ確認します。20ページのと

ころで、商工費のところで、洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金ですか、これ、事

業取り止めということで、さっき副町長のほうからお話ありましたけれども、その辺の内容

というか、せっかく予算つけても使われなかったのかなって思うのがちょっと残念だなと思
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いますけれども、その辺のちょっと、確認程度にお話聞ければと思います。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） チャレンジショップでございますが、これ、年度当初は２件

分の予算措置をしておりまして、その２件の相談を受けておりましたけれども、その後、新

たに２件の方の相談がありまして、内容からいっても補助の対象になるというような状況で、

その２件分についてもそのような議会、補正予算で増額したというようなことで、４件分の

予算措置をしておりました。それで、その後、３件分の正式な申請がございまして、決定を

したのですが、中身をいろいろと審査というか、内容を確認していきますと、まず１件は、

申請者の家族の都合で、実は住民票も移せないというようなことになりまして、そして実際

にこちらに移り住むこともできないというような状況になってしまったということで、本人

のほうといろいろとお話をしまして、これは補助の対象にならないということで、その辺納

得していただきまして、１件については補助の対象外ということで取り消しをしたところで

ございます。それから、もう１件については、個人事業主ということで申請があったのです

が、その町外の事業所にその方勤務しているということがわかりまして、その事業所とその

事業内容も同じ内容であるということで、実際は支店の従業員の状態であったというような

内容でございまして、支店ですとかフランチャイズについては補助対象外ということでござ

いまして、その方のほうにもその辺の説明をして納得していただいて、補助対象外というこ

とで、２件については補助対象外ということになりました。それと、あと１件については、

当初申請の希望が出ていまして、いろいろ計画も出していただいたのですが、途中取り止め

ということになってしまいまして、１件は取り止めというような状況で、実際には１件だけ

の決定というような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） そのほか、質疑はありませんか。 

  ２番、越前谷議員。 

○２番（越前谷邦夫君） ページ数は16ページであります。保育所費の中で、節でいきますが、

15の工事請負費、2,039万円の減額ということになっているのですが、これ、あまりにも執

行残としては大きいのではないのかなという気がするのですけれども、それは原因は一体

何なのか。ちょっと伺っておきたいなと思います。それから、ページ数は17ページの林業

費のところで、節でいきますが18ページになるかと思いますけれども、有害鳥獣の一斉捕

獲委託料が26万7,000円減額と、執行残でありますが、何か聞くところによると、一生懸命

努力をされてシカ駆除のほうも何か３桁にまで上るかのようなことも伺っておりますけれ

ども、一生懸命やっている割には減額ということは、どうなのかなって。増額になるのが

考えられるのですけれども、減額ということは、どういう要因で減額になったのか、伺っ

ておきたいなと思います。それから、ついでに、19節の未来につなぐ森づくり推進事業補

助金ということで、これも11万8,000円って。今、全国的にもご承知のとおり、国土の70％

は森林であると。それから、これからやはり、日本の国土を活性化していくためには、や
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はりこの林業の重要性というのが非常にクローズアップされております。民間の方々は、

いろいろ植樹など一生懸命していると思うのですが、やはり町として、この推進事業補助

金が11万8,000円少なくなってきているという要因は一体どうなのか。もっと増えて良いべ

きではないのかなという、そういう思いもあるものですから、その点もお聞かせをお願い

したいなと思います。先ほどそして、板垣議員と同じなのですが、商工費の振興費で、節

でいくと19節のチャレンジショップ事業の補助、取り止めということで、今、産業課長の

ほうから説明受けたのですけれども、十分理解できました。ただ、来年度に向けては、取

組としてこの事業の方向性というものをあったのならば伺っておきたいなと思うのですけ

れども、いかがでしょうか。以上、３点。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 保育所の工事請負費用の大きく減額になった理由でございますけ

れども、入札におきまして新築工事、建築工事でございますが、予定価格、１億4,256万円

のところ、落札契約額が１億2,787万2,000円と、89.7％というような、89.70％。それから

電気設備工事につきましては、2,835万のところ、契約額は2,700万と、95％程度というこ

とで、全て執行残と。契約、入札による執行残という結果になってございますので、ご理

解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木良一君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 駆除の委託料の減額の関係でございます。国の鳥獣害被害防

止総合対策交付金が決定したということで、そこが洞爺湖町鳥獣被害防止対策協議会が事業

を実施したために不用となったことによる減額ということで、一斉捕獲のほうは実際に実施

しておりますので、本年何とか頭数を３桁まで捕獲したいということで努力しているところ

でございます。あと、林業費の減額の関係でございますが、減額の要因ですが、実は事業費

単価の減によって、実際には民有林の植栽事業になるのですが、面積は、当初は15.5ヘク

タールでしたが、実際に植栽をした面積は22.06ヘクタールということで、面積は増えてお

ります。事業単価が安く済んだということでの減額ということになります。また、予算には

反映されておりませんが、町有林の整備につきましても、植栽、それから下張り等も実施し

て、林業の振興に寄与しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 佐藤産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤孝之君） チャレンジショップの関係でございますけれども、今までも

多くの利用によりまして、店舗も大分、空き店舗も大分減少してきたというような状況には

なってきておりますけれども、ただ、なかなか店舗も、利用者のほうから相談を受ける内容

につきましては、なかなか店舗も、空き店舗も少ないような状況で、紹介していただけない

でしょうかというような問い合わせもございますが、なかなか現状ではそういった店舗が少

ないような状況で、今後につきましては、なるべくそういった利用できるような店舗を少し

でも増やせるような条件をもっていければなというふうには考えてはいるのですが、現状で
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はなかなか難しい部分もございますけれども、その辺もっと周知をして、なるべく利用でき

る店舗、あるいは空き家もそうなのですが、そういう形で増やしていければなというふうに

考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。ほかに質疑はありますか。 

  ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） それでは、まず事項別明細の16ページですが、ちょっと今質問もあり

ましたけれども、私もちょっと気になっているのですけれども、保育所の工事の不用額とい

いますか、2,039万といえば家１軒建つくらいの金額ですよね。次長のほうからの答弁では、

落札率89.70であったり、あるいは九十数パーセントですか、予定価格に対する落札率とし

て公表がありましたが、実はその後の20ページの月浦運動公園のトイレの、これも執行残で

す、350万円出ています。ちょっとこの際ですからお聞きしたいのですが、こういう、建物

もそうですが、工事を行う際の予定価格というのは、標準的な積算表があって、その積算表

のどのランクを用いて予定価格に積み上げていくかということになるのだと思うのですが、

単にその表見てその金額を当てはめるだけではなくて、当然その設計というのは、その専門

的な資格や技術をもっていなければできないわけであります。ですから、洞爺湖町として、

こういう工事を積算する際に、職員が行っているのか、それともどちらかのコンサルタント

に委託をして積算を行っているのか、その辺、ちょっとお答えをいただきたいなというふう

に思うのです。工事残額が出るということは決して悪いことではないと思うのですけれども、

それにしても金額があまりにもかけ離れている場合には、本当に適切な工事が行われている

のかどうかという、ちょっと心配な部分もありますし、やはりその辺も、そして町の中にも

しっかりとしたそういった積算をした結果に対する評価ができる職員なり技術者がいなけれ

ばならない。当然町の工事を行う事業者に対しても現場監督を含めて行っていかなければな

らないわけですから、そういう一定の技量をもった技術者が要請されて行かなければならな

いのだと思うのですけれども、そのような職員がこの町の中に、庁舎の中にきちんと配置さ

れているのかどうか、こんなことも含めてちょっとお答えをいただきたいと思っています。 

  それから、ちょっとページは進みますが、26ページです。26ページの教育費の関係なので

すが、教育費の、これは小学校費ですね、備品購入費。今回、実は総務常任委員会でもとう

や小学校の体育館ボイラーの煙突の状況を確認させていただきました。その際に、次長も一

緒にお出でいただいて、現場を見ていただいたと。早速、これは修理しますというようなお

話があったわけですけれども、現場でその後いろいろ、現場というか、その、お聞きします

と、もう数年前から実はそのボイラーの調子が悪くて、あるいは煙突の破損があったのです

が、なかなかこう、修繕していただけなかったと。それで今回、時期が非常にこの体育館を

使うような、こういう卒業式や入学式の時期に当たったので、これを回避するということも

含めて、来年度に多分繰り越しされたのだと思うのですが、合わせて財源も合併特例債を利

用できるのではないかということで、新たに財源確保についても検討されたということなの
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ですよ。私、例えば、修繕の時期を考えることもそうですが、財源をどこから充てるかとい

うことも、単に部局だけで判断するのではなくて、当然町のそういう税務や、あるいは企画

や、さまざまなそういうその財源確保のために何が一番、今有効な手法があるのかというこ

とをしっかりとやはり調べた上で、工事計画を立てるということが大事だと思うのです。た

またま今回は、合併特例債が利用できることがわかったというような話なのですが、では何

で今までわからなかったのだろうというふうにちょっと私は気になるところがありまして、

そういう意味でいってもやはりきちんとして、役場の中でそういう職員が、あるいは工事を

行う際についても財源の確保から工事の仕上がりまできちんと管理、そして責任を得るよう

な状況にあるのかどうなのかということも非常に危惧されるところでございます。 

  二つ目は、実はここの中学校費の中に、新入学生等学用品扶助ということで440万円増額

ということになりました。あ、44万円ですね、ごめんなさい。44万円。それで、小学校につ

いてはこの項目がありません。いずれにしても多分新学期前に扶助費が準備金として、就学

援助の対象としてさまざまな学用品なども購入できる、そういう手立てもあったと思うので

すが、例えばこの、小学校についてはもう予算のとおりということだったのかどうかという

ことを改めてちょっと説明いただきたいと思います。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田 稔君） まず工事の関係でご説明させていただきます。まずもって、事

業費の割に執行残が出たということでございますが、例えばこの洞爺保育所につきましては、

事業費は２億5,000万円強くらいだったと記憶があるのですが、その中で、工事がかなり大

きな工事ということで、一つは町外の業者と町内の業者で共同企業体を組んでいただいて、

町外の業者も一緒に参入していただいて工事を執行することによって、少し委託削減も見込

めたのかなというところは確かにございます。もう一つは、その執行残のもう一つの影響と

いたしましては、今、ご承知のとおり、公共事業も含めて、建築業、土木業というのは、い

ろいろな業務で、札幌市あたりもかなり人件費が高騰してございます。休暇もとってきちん

としなさいということもある中で、我々が使っている単価というのは、営繕工事と、北海道

がつくっている営繕工事の単価表を使わせていただいて、それに伴って、それを私どもが積

算をしていく状況になっています。そうなると、その工事費がかなり割高になってきている

単価を使っているのですが、実際に先ほど言ったことも要因も含めまして、この地域におい

てどれだけ人件費が上がっているのかというと、そんなに上がっていないことによって落札

減もある程度見込まれたのかなというふうには思っています。 

もう一つは、職員の関係を申し上げますと、この事業につきましてはかなり大きな事業と

いうことで、設計事務所に図面とともに積算の数量までは頼んであります。月浦のトイレも

そうです。それで、その単価については、町の私どもの職員が単価を入れて、標準単価表っ

てあるのですけれども、それを当てはめて積算として積み上げていく形になってございます。

それで、それによって構成されているのですが、その職員の資格というのは、建築で言えば

私も一応はあるのですけれども、そういう資格をもったものが私どもの職員の中に、建設課
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にいるものですから、それによって対応させていただいてますし、土木につきましてもいま

す。昨年、おかげさまで土木と建築の職員１人ずつ採用していただきまして、何とかそこら

辺も自分たちで賄えるような、今、業務形態になっているところであります。 

以上です。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） とうや小学校の体育館の暖房機の関係でございますけれども、議

員おっしゃられたとおり、総務常任委員会でもご説明しましたが、実際にやろうというとこ

ろで再度始めた、確認をして業者に確認したところ、実際には予算が当初見込んだよりも

もっと多くかかることがわかったことだとか、それから、納入時期、当然自主生産でござい

まして相当時間がかかる、それはもう当初からわかっていたのですが、それからたびたび止

まるということもあったのですが、今年つけたとき、実際動いているということもあって、

それからあと財源のことも実際ありました。それで現場のとうや小学校さんと相談をして、

ちょっと予算が足りないということで、当初予定していた暖房機にするか、それとも予算内

で別なものにするかとか、学校と相当協議させていただきました。そして最終的に、たまた

ま暖房機も故障気味だったのですが、今年ずっと、一時若干電気系統で止まったことはあっ

たのですが、それは修繕できて、結局２基あるのですが、ずっと今回焚けているということ

もあって、それであれば来年度に今と同じもので、高くなっていますからそれも合わせて

ちゃんとした金額でということで学校さんと話はまとまりました。それで、今年度の30年度

分のこの暖房機の、今560万円につきましては、当然査定がございますので、財政当局と、

これは緊急を要するということで、財源的には当然合併特例債も枠がございますので、ある

のだけれども平成30年についてはないのだけれども、当然学校のことだから緊急を要すると

いうことであえて30年度つけていただいたというのが実態でございます。それで、31年度に

ついては、ちゃんと財源も合併特例債でつけるから、これでしっかりしてやろうということ

で、当然財政と協議しながらやっているので、30年度はそういう状況で予算をつけていただ

いたというのが実態でございます。 

それから、中学校費の就学援助の新入学生徒の学用品費の扶助でございますが、これにつ

きましては、当初13名見込んでおりましたが、実際21名ということで、８名増えているとい

うことのことと、それから来年度、今国のほうで就学援助のこの新入学生徒学用品費等の単

価引き上げと、１万円を単価引き上げるということになっているものですから、それも合わ

せて足りないということで、中学校のほうについては44万円を補正させていただいたと。小

学校のほうについては、全体で間に合いますので補正をしていないという状況でございます。 

○議長（佐々木良一君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 合併特例債の関係でございます。私どもの町も、町長よくおっしゃ

いますけれども、財政健全化団体という形となって、なかなか大型の事業ができなかったと

いう時期がございました。それで、合併特例債については、期限の延長なんかもいろいろ国

への要望なんか、中でまた５年延長になって37年度まで発行できるというような状況でござ
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います。この特例債、大枠がございまして、洞爺湖町で38億円だか全部で使えるというよう

な枠があるのですけれども、その２、３割しか消化していなかったということがあって、で

きるだけいろいろな事業に使えないかということでの要望もしてまいりました。そんな中で、

その合併特例債というのは新町建設計画に基づく、それに該当するような項目で使えるとい

うようなことなのですが、そういったことで、その解釈をもう少し広くして、できるだけ使

えるようにというようなことも要望してきた状況がございます。去年から行っている本町側

の道路整備もそうなのですが、単体での道路ではそういうのは使えないよと。ただ、町の全

体計画の中で面的にこう広く計画的にやるのであればつけて良いですよというようなことも

ございました。そういった中で、いろいろ事業ごとによって、北海道と相談しなければなら

ないような状況もあるのですが、そういった状況の中でいろいろな事業、特例債使えないか

というような協議もしながら進めている状況でございますので、できるだけそれを確保して

財源にしたいということでやっているので、ご了解お願いしたいというふうに思います。 

○議長（佐々木良一君） ６番、立野議員。 

○６番（立野広志君） 最初のほうの説明、特に町の職員として、今は民間の事業者のほうが

どんどんとやはり技術が進んでいて、それを要は行政という立場から言えば、工事の内容で

あったり、完成した状態を確認する完成検査にしても、やはり町側としてもそれなりにしっ

かりとした技術者を養成していかなければ、後でいろいろやはり起こってくる場合が多いの

だと思うのです。でも、今回の場合は、工事額が高いので、民間のそういう設計会社に委託

をして、そして積算の表までつくってもらったと。あとは、町が、職員が一応資格がある方

ということなのですが、それに数値を当てはめて総額を出してきたということのなのですが、

では中身として数字を入れるだけではなくて、当然それがどういうふうに反映していくのか、

実際の中身もよく理解していないと、ただ打ち込めば良いと当然そうはならないわけでしょ

うね。ですから、そういった意味で言うと、これから、いろいろとこれから出てくると思う

のです。その、いろいろな工事をやるにしても、まず予定価格を適正な価格にするというこ

と。低ければ低いほど良いというふうには私は思いません。当然、それはやはり一番影響を

受けるのは、そこで働く労働者の賃金にも影響してくるわけですから、やはり適正な予定価

格を立てて、それに基づいて適正な入札価格と言いますか、それの執行が必要なのだと思う。

そのことは行政として、しっかりと点検できなければいけない。今回のように、非常に金額

が多額に不用額が出てくるということは、ちょっと私はやはり普通ではないなという気がし

ますし、改めて、これがなぜこんなに金額、差額が出ているのか、その検証は私、すべきだ

と思うのです。今の説明だけではなくて、具体的に何がどう、どういう価格を盛り込んだこ

とによって、これだけの差額が出たのかということをしっかりとやはり実施後に検証して、

次のまた事業に生かしていくと、こういうことが私は大事なのではないかなと、そのことを

ぜひやるべきではないかというふうに思います。それから、学校教育の関係なのですが、30

年度の当初の予算から、確か組んでいたはずです、これ。だけれども、実施時期が非常に遅

くなったというのも正直なところだと思うのです。やはり、予算で当初から組んでいた事業
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であれば、いつ頃に、特に子どもたちが学校を使う期間が少ない夏休みであったり、そうい

う暖かい時期に、暖房ですからね、そういう時期に改修するということをしっかりと計画立

てていかないと今回のような状況も生まれるし、たまたま合併特例債という有利な財政措置

を受けることになったわけでしょうけれども、それだって、実際に工事を始めようと思った

らこんなにかかるのだと、何とかならないだろうかということになって、財源の確保につい

ても検討が真剣に行われるのだと思うのです。そういう意味で言うと、やはり取組としては、

遅かったなというふうに思いますし、その辺もやはり反省しながら、財政当局とも今後も綿

密に協議しながら進めていく必要あるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木良一君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 今の技術者に関係することでございますが、町といたしましては

先ほど言いましたように、職員が張りつけるようになってございまして、当然検定、検査に

つきましても技術をもった、主に私がやっているところはあるのですけれども、それで検査

させていただいて、いろいろちょっと指摘させていただいているところでもございますし、

特に若い人たち、うちの職員に対しては、総務課のほうから何とか研修をお願いして、橋梁

等の特殊な技術の勉強等々も、先ほど言われましたように最新の技術がどんどんどんどん進

化しているということで、それは、その機会があるごとに可能な限り出席できるように、私

どもも旅費等もお願いして、その技術の維持というか向上を取り組ませていただきたいと

思っております。また、先ほどの執行残の話、減の、執行の話ですけれども、先ほど申し上

げた理由とともに、検証が必要ではないかというお話かと思います。私ども、一昨年前から

ぐらいだと思いますけれども、入札する際には、入札の業者さんから出てくる入札の札のほ

かに、その見積もりの内訳書も出てくるようになってございまして、それを見て大幅に変動

がないかどうかということも、そこも審査の基準になっていると思いますので、今議員が言

われることにつきましては、ちょっとそこら辺も今回のものについてはそれも確認して、検

証と言えるかどうかわかりませんけれども、そこら辺も確認させていただきたいとは思って

おります。 

  以上です。 

○議長（佐々木良一君） 遠藤教育長。 

○教育長（遠藤秀男君） 洞爺保育所の、すみません、とうや小学校の体育館の暖房機の問題

でございますが、さまざまな要因があって、今回減額補正ということにさせていただきまし

たが、今議員からご指摘がありましたように、実施時期等本当遅くなかったのかという話で

ございますが、私どももその点に関しては非常にもう反省をしているところでございます。

本当に、今後、スケジュール管理というものをしっかりしないといけないというのは改めて

認識したところでございまして、今、31年度に向けては、そのスケジュール管理をしっかり

としたものを今つくろうということで、今、事務局内で整理しているところでございます。

そういうこともありまして、来年度はさまざまな事業がまた予定されてございますので、全

てしっかりとしたスケジュールのもとで進めたいと思っているところでございます。 
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○議長（佐々木良一君） それでは、ほかに質疑はありませんか。それでは、もし質疑が残っ

ているのであれば、ここで若干休憩をとってからやりたいと思います。再開を11時25分とい

たします。 

（午前１１時１２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２５分） 

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

○議長（佐々木良一君） これから、質疑を受けます。 

  13番、五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） ３点ほどお伺いをいたします。 

  まず、第１点ですが、事項別明細20ページの観光費、貸付金の3,000万円の増額補正の件

でございます。この利用協同組合は、大変重要な役割を担っていただいている組合組織です

ので、私はこの貸付金が悪いということではなくて、大事なお仕事を担っていただいていて

も、民間の企業でありますので、やはりこの貸付に際しての一定のルール、そういう協議、

そんな、どういう協議を経てこの額が決定されていくのかという、その仕組みについてお伺

いをしたいと思います。 

  次に、24ページの災害対策費の委託料、13節委託料の北洞爺ＴＶ中継局バックアップ委託

料、減額補正です。額のことではなくて、前も私伺ったと思いますが、ブラックアウトのと

きにバッテリーが切れて、テレビが映らないことが起きました。抜本的な解決にならないか

とちょっと伺ったこともあったと思いますが、やはりこれは、バッテリーが切れたらその都

度直すしかないのか。その辺の検討をされたのか、ちょっと確認をしたいことが第２点目で

す。 

  第３点目ですが、同じ24ページの教育総務費の報償費で、室蘭青少年科学館出前講座報奨

金ということで、これも４万円の減額補正になっています。私もこの青少年科学館の中を見

たときに、私どもの町にもこういう施設があったら良いな、教育委員にとって大変重要な役

割を果たす施設だなと思ってました。残念ながら、大都市にしかこの青少年科学館というの

が設置されていないので、できたらある学年だけを毎年バスで連れて行って、科学館の見学

をさせたらどうかなって、何か、どこかでお話ししたような記憶もありますけれども、出前

で来てもらってということなのでしょうけれども、この講座がどこの学校で行われているの

か、これ、全学校を対象にしてやっているのか、小学校なのか、中学校なのか、毎年行う予

定にしているのか、この確認をさせていただきたい。 

  以上です。 

○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） 観光費の貸付金の関係であります。洞爺湖温泉利用協同組合が

関する洞爺湖温泉金比羅火口付近にありますＫＨ－１の地熱性能スケール障害によりまして、
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今回事故ということ形の中であります。この部分に関しては、皆さんご存知かと思います。

本来であれば、８月20日の事故の後、２、３週間程度で終わるであろうという考えで、事故

の修復を進めていたところですけれども、原因がそれであるかはあれですけれども、９月５

日に溶解剤を入れて溶かした後ポンプの引き上げをしようとしていたところですけれども、

震災により、ブラックアウトで停電になり、ポンプ引き上げができなくなったという現状で、

４カ月ほど工事が停止したところであります。この間に重油を焚いて、温泉を送水、配当し

ていたところですけれども、重油代が４カ月で4,000万円ほどかかるという形で、当初見込

んでいた修繕費用よりも多くかかったということで、総額では9,814万9,000円かかったとこ

ろであります。その中で、温泉利用協同組合と協議をさせていただいたところですけれども、

本来であれば自己資金の中で何とかやっていきたいということもあったのですけれども、や

はり金額が高額になったという部分の中で、一つには３分の１の部分は銀行からの借り入れ

で何とかできるということ。また、残り3,800万円に関しては、自主財源で何とかしていく

と。そして、この3,800万円の自主財源の部分に関しましても、やはり貸借対照表等見させ

ていただきまして、経設営を今後見込んでいくための資本剰余金等の使い切るという中では、

どうしても3,000万円程度、やはり資金的には何とかお手伝いをしていただけないかという

お話になったところであります。そうした部分の中では、貸付に関する協議の中で、いろい

ろと温泉利用協同組合ともお話をしてきたところであります。もう一つ、据え置きの部分も

ございます。この部分では、今現在ＫＨ－１の整備を平成26年にやったときの貸付がまだ

残っているところでありまして、平成31年度におきましては、まだ1,500万円ほど残ってい

るという中で、両方の支払いをしていく部分の中で、この３年間に関しては、何とか貸し付

け融資をしていただきたいということの中で、３年据え置きという部分を決めました。また、

それ以降に関しては、前もお話をさせていただいたところでありますけれども、休眠ホテル

の再開や、また今後、それなりの収入が見込まれるところもあるので、そうした部分の中で、

３年後償還をしていきたいということで、この部分に関しましては、いろいろと組合さんと

も協議をして、そして決めてきたところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 佐野企画防災課長。 

○企画防災課長（佐野大次君） 北洞爺ＴＶ中継局バックアップの関係でございます。現在、

こちらの中継局には、８時間、停電時対応できるバッテリーを搭載しております。昨年のブ

ラックアウト時においては、その８時間以上の停電が続いたために、バッテリーの交換作業

が必要となっていたところでございます。ただ、バッテリーの交換の業者につきましては、

札幌にその事業者がございまして、そちらのほうに８時間経過と同時につながるような依頼

をしたのですけれども、その事業者自体が、車輌のガソリンが確保できないということで、

洞爺湖町に工事ができないということで、札幌全域、そういったトラック輸送、そういった

ガソリンの供給ができないというところもございました。現在は、そういった８時間、当町

の８時間バッテリーが継続されるように、そういった全道的な停電においてもそういう体制

が構築できるよう、関係機関と言いますか、事業者との調整がついておりまして、今後はテ
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レビにつきましては、防災情報といたしましては、それぞれその貴重な情報が、それぞれ受

信できるというところになっておりますので、今後につきましては、前回のことがないよう、

しっかり事業者と連携を取りながら対応をしてまいりたいと考えております。 

○議長（佐々木良一君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） 室蘭青少年科学館の出前講座ということでございますけれども、

大分前に議員のほうから、多分一般質問でお答えをしたこともあるかと思いますけれども、

町内小中学校、全校対象ということで、自校で例えば理科だとかとかで、そういう学習をす

るときに来てもらってというときにそれのかかる経費ということで、全校分ということで見

て、どこがやっても良いのですけれども、その経費を見ているということで、たまたま対象

がなかったということでございます。それで、多分これは、広域圏の、広域圏でやっている

事業で、どこが行ってもこんな感じでやりますよということなのですが、もう相当前に一度

あったきりで、長くないということになってございます。ただし、逆に、町内の小学校が、

例えば室蘭の新日鉄に行って、鉄の造るところを見たりとか、そういう校外学習はしている

ようでございますけれども、来てもらって自校でやるというというのは数年来ないという状

況となっているところでございます。 

○議長（佐々木良一君） 五十嵐議員。 

○１３番（五十嵐篤雄君） テレビ局の件と出前講座、これ、なかったということで、わかり

ました。ただ、今、鈴木参与じゃない、失礼、参与で良いのですね、説明ありました。事情

は私も説明を受けているのでわかっていますし、支援をすべきだという気持ちに変わりはご

ざいませんが、内部的にそれを決定するのに、何かルールとか、町長の決裁があれば良いの

かわかりませんけれども、その辺の協議とするものが、きちんとした、決まった取組がある

のかどうか、そのことをちょっと伺ったつもりです。 

○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） 今までも、見込んでおります温泉利用協同組合には、補助金、

また貸付等させていただいております。その一つの部分に関しましては、投資的事業につき

ましては、やはり２分の１なり３分の１というルールがございます。ただ、今回の部分に関

しましては、修繕という形の部分でのものでもありましたので、この修繕の部分でどのよう

な考えをしていけば良いかという部分は、町内、また温泉利用協同組合とも協議をさせてい

ただいてきたところであります。そうした中では、この、基本的には３分の１という部分の

負担の中で貸付をするという部分で決定をさせていただいております。 

○議長（佐々木良一君） よろしいですか。町長。 

○町長（真屋敏春君） 関連でございますけれども、私ども洞爺湖温泉利用協同組合が今、Ｋ

Ｈ－１で掘っていただいている。これは、国からの手厚い補助があって、地熱発電を起こす

ということから、本当に多額の補助金をいただいて、１本掘る。北海道掘削委員会の中で、

本来であれば３本くらい掘らさせてほしいというところを、１本しか今掘り上げておりませ

ん。ただ、こういうふうな事故があったら困るということと、議員方ご承知のとおり、今回
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は深層水まで掘らさせていただきました。1,500メーター付近まで掘って、そして地下700か

ら900辺りに湯溜まりがあったと。それで、厚い岩盤が下にあって、またさらに下のほうに

も湯溜まりがありそうだということで、それはもう結構なことなのですけれども、１本がだ

めになったらほかのほうにまだまだ影響が出てくると。今回もこちらのほうで全く使えない

ような状態になって、共同開発区域、こちらのほうの温度の低下したものをタンクの中に入

れなければならなかった。そのために、感温をしてということで、重油代が非常に高くつい

てしまった等々の関係がありますので、これから洞爺湖温泉の将来のことを考えると、やは

り今、一つは有望なところで200メートル以下、200メートルより下のほうでも、何だか有望

な箇所があり得るというふうな情報もありますので、そこら辺はこれからも利用協同組合の

ほうと協議しながら、その地域になろうかと思いますけれども、その地域から若干離れる場

合もあるかと思いますけれども、何とかバックアップ機能をできるような管を今後考えてい

かなければならないなというふうに思っています。 

○議長（佐々木良一君） 13番。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47号 平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９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47号 平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第９号）につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第３、議案第48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、議案書の36ページでございます。 

  議案第48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４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４号）は、次に定めるとこ
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ろによるものでございます。 

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

110万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億7,460万2,000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。 

  国民健康保険特別会計事項別明細書でございます。ページは、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、110

万円の増額でございます。保険給付費等交付金普通交付金として、一般被保険者、高額療養

費の増に伴って、100万円の増額でございます。それから、保険給付費等交付金特別交付金

で、これは、システム改修費でございますが10万円の増額でございます。 

  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、10万円の増額補正

でございます。一般管理事業で、北海道クラウド負担金、システム改修費で10万円の増額で

ございます。 

  ２款保険給付費、１項保険給付費、２目高額療養費で100万円の増額でございます。高額

療養費で、一般被保険者高額療養費の決算見込みで100万円の増額でございます。 

  ６款基金積立金、１項基金積立金、１目国民健康保険事業運営基金積立金で、1,000万円

の増額補正でございます。国民健康保険給付費支払準備基金積立金として1,000万円を積み

立てるものでございます。 

  ９款予備費でございます。1,000万円の減額補正で、現計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） 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48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。 
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  したがって、議案第48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

４号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第４、議案第49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、議案書の39ページでございます。 

  議案第49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４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４号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

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

195万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億8,806万8,000円とする

ものでございます。 

  それでは、事項別明細書をお開き願います。 

  公共下水道事業特別会計の事項別明細書でございます。ページは、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款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料で660

万円の減額でございます。これについては、現年度分で、震災の影響で、洞爺湖温泉の入込

みもかなり一時的に減ったというようなこともありまして、決算見込みで660万円の減額で

ございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫補助金、２目浄化槽施設整備事業費国庫補助金で35万1,000円

の減額でございます。これは、浄化槽設置整備事業補助金で、額の確定による減額でござい

ます。 

  ５款繰入金で、１項繰入金、１目繰入金500万円の増額でございます。一般会計からの使

用料減に伴う繰入金でございます。 

  続いて、７ページ。8ページ、歳出でございます。 

  １款公共下水道費、１項下水道管理費、２目公共下水道施設維持管理費でこれについては

財源補正でございます。３目特定環境保全下水道施設維持管理費で75万円の増額でございま

す。これについては、下水道施設、薬品代の増額補正ということで75万円の計上でございま

す。４目浄化槽設置整備事業費で275万円の減額でございます。合併処理浄化槽整備補助金

の額の確定による減額でございます。 

  ３款予備費でございます。４万9,000円の増額補正で、現計で236万1,000円とするもので

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49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

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49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４号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第５、議案第50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、議案書の42ページでございます。 

  議案第50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４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４号）は、次に定めるところに

よるものでございます。 

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

1,087万7,000円を追加し、歳入予算の総額を歳入歳出それぞれ10億6,294万円とするもので

ございます。 

  第２条で、繰越明許費でございます。地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」によるものでございます。

明許費については45ページに書かさっておりますが、合わせて事項別明細で御説明をさせて

いただきます。 

  介護保険特別会計の事項別明細書をごらんいただきたいと思います。ページは、５ページ、

６ページでございます。 
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  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200万9,000円の減額でございます。現年度分で、収納見込みによる減額でございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金で77万9,000円の増額でござい

ます。これについても、現年度分決算見込みによる増額補正でございます。 

  ２項国庫補助金でございます。１目調整交付金で511万9,000円。これも決算見込みによる

ものでございます。それから、２目地域支援事業交付金（総合事業）で53万7,000円の増額

補正でございます。これについても、決算見込み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69万8,000円の減額でございます。これにつ

いても決算見込みによる減額でございます。４目介護保険事業費補助金で25万円の減額。こ

れにつきましては、介護保険事業費の補助金で、これも決算見込みによる25万円の減額とい

うことでございます。５目保険者機能強化推進交付金で208万9,000円の増額でございます。

保険者機能強化推進交付金で、重度化防止の取組を支援する交付金ということで208万9,000

円の計上でございます。６目総務費国庫補助金で688万5,000円の増額でございます。これに

ついては、地域密着型特養ホームの自家発電機設備整備に対する交付金でございまして、こ

れは繰り越して31年度に執行する予定でございます。 

  ４款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金で59万1,000円の増額でございまし

て、これは決算見込みによる増額でございます。 

  続いて、２項道補助金、１目地域支援事業交付金（総合事業）で26万8,000円、それから3

目の地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）については、決算見込みによる増減

の補正でございます。 

    続いて、７、８ページでございます。 

  ５款支払基金交付金で１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金で113万8,000円の増額

でございます。決算見込みによる増額でございます。２目地域支援事業交付金（総合事業）

で58万円の増額で、これも決算見込みによるものでございます。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金で、介護給付費繰入金から５目の地域支援事業繰入金ま

で、全て決算見込みによる増減の補正でございます。 

  それから、２項基金繰入金で、介護保険給付費支払準備基金繰入金380万3,000円の減額で

ございまして、これも決算見込みによる減額でございます。 

  続いて、９ページ、10ページ、歳出でございます。 

  １款総務費、１項管理費、１目一般管理費で688万5,000円の増額でございます。特養施設

への自家発電機設備交付金として688万5,000円の計上でございます。 

  ２項介護認定審査会、１目介護認定審査会、これについては財源補正でございます。２目

認定調査費で72万2,000円の減額でございまして、これは認定調査費の関係、手数料、委託

料で、執行残でございます。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目介護サービス等諸費で1,063万8,000円の

増額でございます。これについては、施設介護サービス給付費の決算見込みの増額補正でご
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ざいます。 

  それから、２項介護予防サービス等諸費から下の、含めて下の３段は財源補正でございま

す。 

  続いて、11、12ページでございます。 

  ２款保険給付費、５項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等諸費

で641万9,000円の減額でございます。これについても、特定入所者介護サービス等費の決算

見込みによる減額でございます。 

  ６項その他諸費については財源補正でございます。 

  ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス等事業費、１目一般介護予防事業

費で29万円の減額。一般介護予防事業で、時間外手当、講師謝金、それぞれ決算見込み、執

行残によるものでございます。２目介護予防・生活支援サービス事業費で264万1,000円の増

額でございます。介護予防サービス委託料、それから介護予防サービス負担金で、執行残と

利用者増による増額補正ということでございます。３目介護予防ケアマネジメント事業費で

21万3,000円の減額補正でございます。介護予防支援事業委託料の執行残での減額でござい

ます。 

  ２項包括的支援事業で１目包括的支援事業費164万3,000円の減額でございます。包括的支

援事業の中で、時間外手当等、決算見込みによる減額、それから家族介護用品支給利用減に

よる減額。成年後見人制度利用支援事業給付扶助についても利用減による減額でございます。

介護予防支援事業については、執行残ということでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第50号 平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（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50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４号）

については、原案のとおり可決されました。 

  ここで、昼食休憩をとりたいと思います。午後１時から再開いたします。 
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（午前１１時５６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51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51号 平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特

別会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の46ページでございます。 

  議案第51号 平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）でござ

います。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

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

120万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億179万8,000円とするもので

ございます。 

  第２条は地方債の補正でございます。事項別明細書のほうで合わせてご説明をさせていた

だきます。 

  簡易水道事業特別会計の事項別明細書をごらんください。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款分担金及び負担金、１項負担金、１目負担金で130万円の

増額補正でございます。水道利用加入金の決算見込みによる増額でございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目使用料で60万円の増額でございます。専用給水

料現年度分で、決算見込みで60万円の増額。新規ホテルのオープンということの要因でござ

います。 

  ６款町債、１項町債、１目簡易水道債で70万円の減額補正でございます。事業費の確定に

よる減額でございます。 

  次、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20万円の減額でございます。共済組合負

担金の決算見込みで20万円の減額でございます。 

  ２款簡易水道施設費、１項施設管理費、１目簡易水道施設維持管理費で152万2,000円の増

額でございます。燃料費で14万4,000円、それから洞爺地区で漏水事故が発生しまして、そ

の修繕料で129万3,000円の増額でございます。 

  ２款簡易水道施設費、２項簡易水道建設費、１目簡易水道建設費、これについては財源補
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正でございます。 

  ４款予備費、１項予備費、１目予備費で12万2,000円の減額で、現計267万円とするもので

ございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  質疑、７番、小松議員。 

○７番（小松 晃君） 確認ですが、６ページの水道利用加入金、副町長の説明では決算見込

みとしか言いませんでしたけれども、補正前の額が69万円で補正額が130万円ですから、相

当大きいですから、どこか大型のホテルかどこかが、かなと思われたのですけれども、その

辺、内容お知らせください。 

○議長（佐々木良一君） 篠原上下水道課長。 

○上下水道課長（篠原哲也君） 130万円の内訳なのですけれども、今回13ミリが４件、20ミ

リが１件、40ミリ２件の増がありまして、この40ミリというのは新設のホテルの、ホテルは

オープンしたのですけれども、来年予定していたのですが、スパ湯とお風呂の部分なのです

けれども、それが来年予定していたものがちょっと早くなって、今年度で設置したいという

ことで、ちょっと増になった部分で、ちょっと40ミリ、金額大きいものですから、ちょっと

金額的に130万円出そうとなりました。 

○議長（佐々木良一君） そのほかございませんか。 

          〔「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51号 平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第51号 平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木良一君） 日程第７、議案第52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３号）についてを議題といたします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の50ページでございます。 

  議案第52号 平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療会計補正予算（第３号）でござい

ます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

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

132万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億6,517万4,000円とする

ものでございます。 

  それでは、事項別明細書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。１款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目

後期高齢者医療保険料で78万8,000円の減額補正でございます。現年度分決算見込みによる

減額でございます。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金、３目その他一般会計繰入金で54万円の減額でございま

す。事務費繰入金で、市町村事務費負担金の減による減額でございます。 

  続いて、７ページ、８ページ、歳出でございます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金で１項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132万8,000円の減額補正でございます。後期高齢者医療広域連合納付金の事

務費負担金、それから保険料等負担金、納付金の額の確定による減額補正でございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありますか。 

          〔「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52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

３号）についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第52号 平成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
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（第３号）については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第53号から議案第59号まで一括上程、説明、委員会付託 

○議長（佐々木良一君） 日程第８、議案第53号 平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算か

ら議案第59号 平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算までを一括として議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案第53号から59号まで、一括してご提案をさせていた

だきます。 

議案書の53ページからでございます。 

  まず、議案第53号 平成31年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算でございます。平成31年度虻

田郡洞爺湖町一般会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ70億5,944万円と定めるものでございます。 

  第２条は、債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により債務を負担する

行為をできることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」によるもの

でございます。 

  第３条は、地方債でございます。地方自治法第230条第１項の規定により起こすことがで

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表 地方債」

によるものでございます。 

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

入金の借入れの最高額は、10億円と定めるものでございます。 

  60ページをお開き願います。 

  第２表の債務負担行為でございます。これにつきましては、北海道市町村備荒資金組合か

ら戸籍システムの譲渡を受ける債務負担行為で、期間は平成31年度から平成35年度、限度額

は1,728万円でございます。 

  第３表の地方債につきましては、事項別明細の中で説明を申し上げます。 

  次に、62ページに移ります。 

  議案第54号でございます。平成31年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算でござい

ます。平成31年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる

ものでございます。 

第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ14億2,730万7,000円

と定めるものでございます。 

第２条は、一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は、４億円と定めるものでございます。 

  続いて、65ページに飛びます。 
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議案第55号 平成31年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算でございます。平成

31年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでご

ざいます。 

第１条は、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億8,412万1,000

円と定めるものでございます。 

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

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」

によるものでございます。 

  第３条は、一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は、３億円と定めるものでございます。 

68ページの地方債の関係は、事項別明細の中でご説明をさせていただきます。 

続いて、69ページでございます。 

議案第56号 平成31年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算でございます。平成31年度

虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算は次に定めるところによるものでございます。 

第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億7,370万円と定めるものでございます。 

続いて、72ページでございます。 

議案第57号 平成31年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算でございます。平成31

年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計の予算は次に定めるところによるものでございま

す。 

第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ9,325万

4,000円と定めるものでございます。 

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

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地方債」

によるものでございます。 

第３条は、一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は、5,000万円と定めるものでございます。 

75ページの第２表 地方債については、事項別明細でご説明を申し上げます。 

次に、76ページでございます。 

議案第58号 平成31年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算でございます。平成

31年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計の予算は次に定めるところによるものでござ

います。 

第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億6,153

万8,000円と定めるものでございます。 

次に、79ページでございます。 

議案第59号 平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算でございます。 

第１条、総則でございまして、平成31年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計の予算は、次に定
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めるところによるものでございます。 

第２条で、業務の予定量でございます。給水戸数は、3,780戸。年間総給水量は、93万

7,700立方メートル。１日平均給水量は、2,569立方メートルと定めるものでございます。ま

た、主な建設改良事業としては、月浦浄水場のろ過装置更新事業の8,096万円を予定してお

ります。 

第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めております。収入及び支出をそれぞれ２億

8,076万4,000円としております。 

第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めております。資本的収入では9,590万円と

しております。資本的支出につきましては１億4,119万9,000円としております。なお、資本

的収入が資本的支出に対して不足する4,529万9,000円は、過年度分損益勘定留保資金、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補塡をするものでございます。 

次に、80ページでございますが、第５条は企業債でございます。記載の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法を定めております。内容につきましては、事項別明細の中で

ご説明をさせていただきます。 

第６条は、一時借入金の限度額を5,000万円と定めるものでございます。 

第７条は、議会の議決を受けなければ流用することができない経費を定めております。職

員給与費で2,152万6,000円でございます。 

第８条は、たな卸資産の購入限度額を定めております。限度額を498万5,000円としており

ます。 

次に、平成31年度の各会計予算の概要でございます。配付されております予算書付属説明

資料というのをごらんいただきたいと思います。 

まず、１ページからでございます。ここには、平成31年度の各会計予算の概要を示してお

ります。一般会計、特別会計、企業会計を含めた全会計の予算総額は109億2,132万3,000円

でございまして、前年度比10.2％の増となっております。内容的には、事項別明細、この後

説明をさせていただき、概要についてだけ申し上げますが、一般会計については70億5,944

万円で、前年度比15.1％の増でございます。昨年度は選挙がございまして、骨格予算との比

較でございますが、参考までに申し上げますと、５月に選挙後の政策予算が計上されており

まして、その総額が68億124万円でございます。これとの比較では、3.8％の増ということで

ご承知をお願いしたいというふうに思います。予算総額の要因でございますが、人参選別機

等整備補助事業、あるいは定住促進住宅事業、虻田地区の町道の整備、それから民間大規模

建築物耐震補強補助事業の増によることが主なものになっております。 

２ページをお開き願います。一般会計、歳入款項別集計表になっていますが、前年度との

比較で大きなものだけご説明をさせていただきます。 

１款の町税については、前年度の決算見込みから前年比879万2,000円の増となっておりま

す。11款の地方交付税でございますが、普通交付税における償還終了に伴う公債費の減、合

併による算定外措置の終了等による減額を見込み、前年比で１億2,000万円の減としており
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ます。 

15款国庫支出金は、主に民間大規模建築物耐震補助事業に対する国庫補助金の増などに

よって、前年度比１億5,342万1,000円の増となっております。 

16款の道支出金でございますが、主に人参選別機等整備事業に対する産地パワーアップ事

業補助金、それから民間大規模建築物耐震補助事業に対する道の補助金の増などによって、

前年度比４億5,719万9,000円の増となっております。 

18款寄附金でございますが、ふるさと納税寄附金の増などを見込んで、前年度比で4,510

万円の増としております。 

19款繰入金でございます。財政調整基金の繰入で１億9,000万円、みんなの基金繰入で

3,360万円などの取り崩しを計上して、前年度比２億2,517万8,000円の増となっております。 

21款町債では、主に人参選別機等整備事業、それから虻田地区環境整備事業、定住促進対

策事業などの増によって、前年度比１億5,100万円の増としております。 

次の３ページについては、歳出予算の款別性質別集計表でございます。義務的経費のうち

人件費が、１番の人件費が前年度比で2,165万8,000円、それから９の公債費が前年度比

1,135万円の増となっております。２の物件費、それから３の維持補修費、４の補助費等に

つきましても増となっております。１２の特別会計の操出金は、若干減少しております。ま

た、６の普通建設事業については、前年度比６億5,807万7,000円の増となっております。 

それから、５ページ以降には、31年度の予定している主な事務事業の内容を掲載しており

ますが、お目通しいただきたいと思います。ただ、その中で、主な主要事業をご説明をさせ

ていただきますが、６ページの民生費、社会福祉管理事務事業の中で、地域食堂運営事業と

して、502万円を計上しております。 

それから、７ページにいきまして、中段辺りに、乳幼児等医療費助成事業、拡大分として

中学生以下の医療費助成にかかわる経費で、1,300万円を計上しております。その三つ下に

なりますが、私立幼稚園利用者負担金減額事業で、町内外の私立幼稚園利用者への負担額の

助成ということで183万9,000円。それからその下の子育て支援対策事業で、出産祝い金、乳

幼児世帯へのゴミ袋支給などの事業で734万8,000円。それから一番下で、常設保育所運営事

業で、旧洞爺保育所解体経費で785万8,000円を計上しております。 

それから９ページに飛びますけれども、農業振興事業費で、３段目に人参選別機等整備事

業補助ということで３億2,756万5,000円を計上しております。それから、その三つ下で多面

的機能支払事業補助で、2,432万円の計上でございます。それから、２段下で農道整備事業

ということで、花和１号線復旧工事にかかわる道営事業負担金ということで585万円を計上

しております。 

それから、10ページに移りますけれども、商工費で上から３段目で、地方消費喚起事業と

いうことで、住宅リフォーム支援、それからぐるっと洞爺湖プレゼント事業、引き続き行っ

ていきたいということで950万円の計上でございます。それから二つ下で、移住定住促進住

宅建設ということで、花和地区に予定しております１棟４戸の住宅でございます。6,766万
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4,000円を計上しております。それから、同じページの下から４段目は、北海道トライアス

ロン大会事業ということで、トライアスロン大会開催に関する補助で920万円の計上でござ

います。 

それから、次の11ページの一番下で、ジオパーク推進事業、洞爺湖有珠山ジオパーク推進

事業で806万6,000円の計上でございます。 

次に12ページに移りまして、上から２段目、土木費で道路橋梁維持事業ということで、特

に虻田地区の道路等環境整備事業ということで、9,383万円の計上をしております。それか

ら、同じ土木費の下から２段目で、民間大規模建築物耐震改修補助事業、ホテルの耐震改修

補助に４億2,808万4,000円の計上をしております。それから、消防費で、西胆振行政事務組

合共通経費で、洞爺の水槽車、多機能積載車の更新ということで、自賄部分でございますけ

れども8,480万3,000円の計上をしております。それから、同じく消防費、災害対策事業で、

避難所等非常用電源整備事業で350万円を計上しております。 

それから、14ページにいきますが、教育費で下から５段目、高砂貝塚保存整備事業でござ

いまして、高砂貝塚の整備に2,595万3,000円を計上しているところでございます。 

なお、17ページ以降に特別会計等の集計表がございますけれども、説明は省略させていた

だきまして、総額の前年度増減の主要な要因だけをご説明させていただきます。 

まず17ページでございますが、国民健康保険特別会計でございます。前年度比8,078万

1,000円の予算増でございますけれども、保険給付費における療養給付、高額療養費の増が

主な要因でございます。 

次のページが、公共下水道事業特別会計でございます。18ページになりますが、前年度比

2,185万2,000円の予算増額については、下水道管路長寿命化に伴う管路更新工事費の増が主

な要因となっております。主要工事等につきましては、長寿命化計画に基づく下水道管の更

新で6,600万円ほど計上しております。 

それから、19ページが介護保険特別会計でございます。前年度比3,409万1,000円の予算増

でございますが、保険給付費における施設介護サービス給与費の増が主な要因でございます。 

続いて、20ページでございます。簡易水道事業特別会計でございまして、前年度比で525

万8,000円の予算減でございます。排水管移設工事の減が主な要因でございますが、主要な

31年度の工事としては、排水管の布設替え850万円を計上しているところでございます。 

次に、21ページでございます。後期高齢者医療特別会計でございます。前年度比246万

1,000円の増、予算増でございまして、ほぼ前年度並みの予算額となっております。 

それから、次のページが、22ページでございます。水道事業会計でございまして、収益的

収入及び支出でございます。前年度比4,779万1,000円の予算減でございますが、機械設備等

の対応年数経過による減価償却の減が主な要因でございます。資本的収入及び支出でござい

ますが、収入及び支出で予算額が異なりますが、予算減については、企業債償還金の減が主

な要因でございます。主要工事としては、先ほど申し上げましたろ過膜の更新事業で8,096

万円。それから、排水管布設替えで1,196万円を計上しているところでございます。 
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以上、全会計、概要を申し上げましたが、この後、予算特別委員会の設置が予定されてい

るということで、その中で詳細、ご説明させていただきたいと思います。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  ここで、お諮りをいたします。本案については、議長を除く全議員による予算審査特別委

員会を設置し、これに付託して審査することといたしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案の各会計予算については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

  ここで、正副委員長の選出のため、暫時休憩いたします。特別委員会を開催していただき、

正副委員長の互選をお願いいたします。暫時休憩いたします。 

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

（午後 １時３３分） 

○議長（佐々木良一君） それでは、休憩前に戻し、再開いたします。 

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

（午後 １時５４分） 

○議長（佐々木良一君） ただいま、予算審査特別委員会が開催され、正副委員長が決定いた

しましたので、ご報告申し上げます。予算審査特別委員長には五十嵐議員、副委員長に小松

議員が選出されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 １時５４分） 
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