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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 元 年 ５ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和元５月１０日（金曜日）午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 仮議席の指定について 

日程第 ２ 選 挙 第 １ 号 議長の選挙について 

日程第 ３ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ４ 選 挙 第 ２ 号 副議長の選挙について 

日程第 ５ 会議案第１号 議席の指定について 

日程第 ６ 選 任 第 １ 号 常任委員の選任について 

日程第 ７ 選 任 第 ２ 号 議会運営委員の選任について 

日程第 ８ 選 挙 第 ３ 号 西胆振行政事務組合議会議員の選挙について 

日程第 ９ 選 挙 第 ４ 号 西いぶり広域連合議会議員の選挙について 

日程第１０ 諸般の報告について 

日程第１１ 行政報告について 

日程第１２ 報 告 第 １ 号 専決処分の報告について 

（洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例） 

日程第１３ 報 告 第 ２ 号 専決処分の報告について 

（洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第１４ 報 告 第 ３ 号 専決処分の報告について 

（平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１０号）） 

日程第１５ 同 意 第 １ 号 監査委員の選任について 

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

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第１５まで議事日程に同じ 

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

出席議員（１２名） 

  １番   越 前 谷  邦  夫  君    ２番   大 久 保  富 士 子  君 

  ３番   篠  原     功  君    ４番   大  屋     治  君 

５番   立  野  広  志  君    ６番   五 十 嵐  篤  雄  君 

７番   千  葉     薫  君    ８番   今  野  幸  子  君 

９番   下  道  英  明  君   １０番   石  川  邦  子  君 

１１番   板  垣  正  人  君   １２番   大  西     智  君 

────────────────────────────────────────── 
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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 
毛  利  敏  夫  君 

企画防災

課 長 
高  橋  秀  明  君 

 

税務財政

課 長 

 

佐  野  大  次  君 

住民課長 佐  藤     融  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 
田  所  昭  博  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 

会 計 

管 理 者 
佐  藤  孝  之  君 

教 育 長 遠  藤  秀  男  君 教育次長 天  野  英  樹  君 

教育参与 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 
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事務局長 佐  藤  久  志 書 記 中  川  翔  太 

庶 務 係 阿  部  は る か   



－4－ 

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

◎臨時議長の選出 

○議会事務局長（佐藤久志君） おはようございます。 

  本会議は、一般選挙後、初めての会議でございます。 

  議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定によりまして、出席委員の中で年

長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 

年長の議員は、篠原議員でございます。臨時議長の職務を行っていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

        〔臨時議長 登壇〕 

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

◎開会の宣告 

○臨時議長（篠原 功君） おはようございます。 

  ただいま紹介されました篠原でございます。 

  議長選挙が終わるまでの間、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いをいた

します。 

  ただいまから、洞爺湖町議会令和元年５月会議を開会をいたします。 

（午前１０時００分） 

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

◎町長挨拶 

○臨時議長（篠原 功君） 洞爺湖町議会令和元年５月会議の招集に当たって、町長から発言

を求められておりますので、これを許します。 

町長。 

○町長（真屋敏春君） 本日、洞爺湖町議会令和元年５月会議を招集したところでございます

が、洞爺湖町議会議員選挙後、初議会となりますので、議員各位の皆様に一言ご挨拶を申し

上げます。 

  このたびの選挙におきまして、皆様は激戦を制され、見事ご当選の栄誉を勝ち取られまし

たことに対し、心からお祝いを申し上げるところでございます。 

  さて、昨年度は、全国各地で自然災害が発生し、７月には西日本豪雨災害や９月の北海道

胆振東部地震など、大きな災害が続き、洞爺湖町におきましても大規模停電への脆弱性が浮

き彫りとなり、改めて災害に強いまちづくりに向け、命を守る防災を第一とした防災体制の

構築を強く認識したところでございます。 

  さらに、第２期まちづくり総合計画の実現に向け、重要課題である人口減少問題に対応す

べく、産業構造のツインタワー、観光、医療、福祉分野への効果的な施策によるにぎわい創

出と、定住、交流、関係人口の拡大、３地区の特性に合った振興策の充実、子育ての支援充

実、さらには生活基盤の整備、住宅施策など、各種連動した地域経済の活性化を図ってまい

りたいというふうに思っております。 
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  どうか、議員各位におかれましても、町政執行に当たりまして、今以上のご協力、ご指導

を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、選挙後の初議会に当たりお祝いの言葉と

させていただきます。 

  どうぞ、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

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

◎開議の宣告 

○臨時議長（篠原 功君） ただいまの出席議員数は12名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

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

◎議員・管理職の挨拶 

○臨時議長（篠原 功君）本日は、改選後の初議会でありますので、議員と町側の皆さんにそ

れぞれ自己紹介をお願いをしたいと思っております。 

まず初めに、仮議席１番議員から、順次お願いをいたします。 

１番議員。 

○石川邦子君 おはようございます。 

  新人議員の石川邦子でございます。このように皆様方の前でご挨拶できますことを、本当

にうれしく思っております。 

議員として精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○千葉 薫君 おはようございます。 

千葉薫でございます。虻田町時代から加えて６期目の議員の活動となります。 

今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。（拍手） 

○今野幸子君 今野幸子です。 

去年の１年間の経験をもとに、今年も精一杯頑張っていきたいと思っています。どうぞよ

ろしくお願いします。（拍手） 

○下道英明君 下道英明でございます。 

  新人になったつもりで、しっかり頑張ってまいりたいと思いますので、一つよろしくお願

いを申し上げます。（拍手） 

○大西 智君 おはようございます。 

大西智です。今回３期目です。 

皆さんのご協力のもとに、しっかり頑張ってまいりたいと思います。どうかよろしくお願

いいたします。（拍手） 

○越前谷邦夫君 おはようございます。 

越前谷邦夫でございます。私は９期目に入るわけでありますが、何といっても弱者にやさ

しい、安心安全なまちづくりを目指して頑張ってまいりますので、どうぞご指導ご鞭撻のほ

どお願い申し上げます。（拍手） 
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○板垣正人君 おはようございます。 

板垣正人でございます。私は今回で６期目になります。虻田町時代、洞爺湖町合わせて６

期目になります。 

普段から皆様方には大変お世話になっておりますが、これからもご指導のほど、よろしく

お願いいたします。（拍手） 

○大久保富士子君 おはようございます。 

大久保富士子です。新人のため、とっても身の引き締まる思いです。皆様にお応えできる

ように、一生懸命努力して頑張っていきたいと思います。 

  何かと初めてのことだらけで皆様に大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいた

します。お世話になります。（拍手） 

○大屋 治君 おはようございます。 

  私、昨年４月に議員を務めさせていただきまして、たまたまこのたび議員ということで、

ここの席を汚すような形となりました大屋治と申します。 

  まだまだ未熟なことがたくさんございますけれども、町民のために精一杯頑張ってまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○立野広志君 おはようございます。 

  日本共産党の立野広志です。今期で９期目になります。 

  憲法と地方自治法に基づく住民自治を実践するために、これからも引き続き頑張っていき

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○五十嵐篤雄君 五十嵐篤雄でございます。住民とのお約束をしっかり果たすために、初心に

帰ってまた頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。（拍手） 

○臨時議長（篠原 功君） 仮議長を務めております篠原功と言います。 

  年長議員でありますけれども、初心に帰って頑張るつもりでおります。よろしくお願いい

たします。（拍手） 

  それでは、次に町側の皆さん。まず副町長からお願いをいたします。 

○副町長（森 寿浩君） 副町長の森でございます。 

  このたびは、ご当選おめでとうございます。引き続き、またよろしくお願いをいたします。

（拍手） 

○教育長（遠藤秀男君） 教育長の遠藤でございます。 

  皆様のご指導をいただきながら、より良い教育を目指して、少しでも努力してまいりたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○総務部長（佐々木清志君） 総務部長の佐々木でございます。 

  皆様のご協力をいただきまして精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

○経済部長（八反田稔君） おはようございます。経済部長の八反田でございます。 

  今後もしっかりと経済対策取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし
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ます。（拍手） 

○洞爺総合支所長（毛利敏夫君） 洞爺総合支所の支所長の毛利でございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○教育次長（天野英樹君） 教育次長の天野でございます。 

  引き続き教育行政、しっかり取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。（拍手） 

○経済部参与（鈴木清隆君） 経済部参与、観光を担当しております鈴木と申します。 

  観光振興に力一杯頑張っていきたいと思いますので、ご支援よろしくお願いいたします。

（拍手） 

○経済部参与（武川正人君） 経済部参与の武川でございます。 

  世界が認めたユネスコの資源を活用して、町を元気にしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。（拍手） 

○総務部次長（皆見 亨君） 総務部次長兼健康福祉課長の皆見でございます。 

  安心したまちづくり、住みやすいまちづくりのために尽力させていただきたいというふう

に思います。ご指導、ご鞭撻、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○教育参与（永井宗雄君） 教育参与の永井でございます。 

  社会教育、担当しております。どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

○会計管理者（佐藤孝之君） 会計管理者の佐藤孝之です。 

  どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

○企画防災課長（高橋秀明君） 企画防災課長の高橋です。 

  よろしくお願いいたします。（拍手） 

○税務財政課長（佐野大次君） 税務財政課長の佐野でございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○庶務課長（見付敬蔵君） 洞爺総合支所庶務課長の見付でございます。 

  精一杯取り組んでまいりますので、ひとつ今後ともよろしくお願いいたします。（拍手） 

○住民課長（佐藤 融君） ４月１日の人事異動で住民課長を拝命しました佐藤融と申します。 

  まだわからないことが多いような状況ですが、皆様のご指導をいただきながら頑張ってい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。（拍手） 

○健康福祉センター長（原 信也君） 健康福祉センター長の原と申します。 

  私のほうは、主に保健業務と包括のほうを担当しておりますので、今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。（拍手） 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 農業振興課の片岸です。 

  どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

○洞爺湖温泉支所長（山崎貞博君） おはようございます。 

洞爺湖温泉支所長の山崎でございます。よろしくお願いを申し上げます。（拍手） 

○産業振興課長（田所昭博君） おはようございます。 
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  本年４月１日付で産業振興課課長を拝命いたしました田所昭博です。 

  どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○上下水道課長（篠原哲也君） 上下水道課長の篠原です。 

  水道下水道事業にしっかり取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

（拍手） 

○環境課長（若木 渉君） 環境課長の若木でございます。 

  町の環境整備に尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○火山科学館長（杉上繁雄君） おはようございます。 

  火山科学館館長の杉上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○臨時議長（篠原 功君） 代表監査委員の自己紹介をお願いいたします。 

○代表監査委員（山口芳行君） 議員の皆様、改めましてご当選おめでとうございます。 

 監査委員を務めさせていただいております山口芳行と申します。 

  委員となってからはまだ１年経って、これしか経っておりません。ですので、まだまだ不

慣れで未熟者ではございますが、皆様のご指導を賜りつつ、自分なりに精一杯務めていきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○臨時議長（篠原 功君） 事務局は省略をいたします。ありがとうございました。 

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

◎仮議席の指定について 

○臨時議長（篠原 功君） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

  仮議席は、ただいまご着席の議席を指名をいたします。 

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

◎選挙第１号の上程、選挙、当選の告知 

○臨時議長（篠原 功君） 日程第２、選挙第１号、これより議長の選挙を行います。 

  この選挙は、投票で行います。 

議場の出入り口を閉じます。 

          〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（篠原 功君） ただいまの出席議員数は12名であります。 

次に、立会人の指名をいたします。 

会議規則第27条の規定により、立会人は仮議席１番石川議員、２番千葉議員の２名を指名

をいたします。 

これより、投票用紙の配付をいたします。 

         〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（篠原 功君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○臨時議長（篠原 功君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検をします。点検ください。 
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          〔投票箱点検〕 

○臨時議長（篠原 功君） 異状なしと認めます。 

確認のために申し上げます。投票は単記無記名投票であります。 

他事の記載については無効となります。自席で投票用紙に、被選挙人の指名を記載の上、

点呼により順次投票願います。 

点呼を命じます。職員が仮議席順に氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

それでは、よろしくお願いします。 

          〔職員点呼、投票〕 

○臨時議長（篠原 功君） 投票漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○臨時議長（篠原 功君） 投票漏れなしと認めます。 

  これで投票を終わります。 

  これより、開票を行います。立会人、石川議員、千葉議員の立ち合いをお願いをいたしま

す。 

          〔開  票〕 

○臨時議長（篠原 功君） 選挙の結果を報告をいたします。 

  投票総数は12票で、出席議員数に符合をいたしております。 

そのうち、 

有効投票  12票 

有効投票のうち、 

大西議員  12票 

以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は３票であります。 

  したがって、大西議員が議長に当選をされました。 

  議場の出入り口を開きます。 

        〔議場開鎖〕 

○臨時議長（篠原 功君） ただいまから、ただいま議長に当選されました大西議員が議場に

おられますので、当選の告知をいたします。 

  議長に当選されました大西議員から発言を求められておりますので、これを許します。 

○議長（大西 智君） ただいま、議長選挙におきまして、今回の議長を務めさせていただく

ことになりました大西でございます。 

  議員各位の皆様方のご協力と、真屋町長初め、多くの職員の方々のご協力を得ながら、開

かれたまちづくりの議会運営をしっかり議長として務めさせていただきたいと思います。 

今後、任期の間、どうか皆様方にご支援、ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げまして、

簡単ではございますけれども、議長になりました挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

  どうかよろしくお願いいたします。（拍手） 
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○臨時議長（篠原 功君） これで、臨時議長の職務は全て終了をいたしました。 

  ご協力ありがとうございました。 

それでは、大西議員が議長席にお着きください。私はこれで退席をいたします。 

         〔議長着席〕 

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

◎会議録署名議員の指定について 

○議長（大西 智君） それでは、引き続きまして会議のほうを行いたいと思います。 

 日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、１番、石川議員、２番、千葉議員を指名いたします。 

また、会派代表者会議にて、会議日数を本日１日と予定しておりますので、議事運営にご

協力のほどをよろしくお願いいたします。 

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

◎選挙第２号の上程、選挙、当選の告知 

○議長（大西 智君） 引き続き、会議を進行いたします。 

日程第４、選挙第２号副議長の選挙を行います。 

  この選挙は、投票で行います。 

議場の出入り口を閉じます。 

         〔議場閉鎖〕 

○議長（大西 智君） ただいまの出席議員は12名であります。 

次に、立会人の指名をします。立会人は３番今野議員、４番下道議員の２名を指名いたし

ます。 

続きまして、投票用紙の配付をいたします。 

         〔投票用紙配付〕 

○議長（大西 智君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

配付漏れなしと認めます。 

次に、投票箱を点検いたします。 

         〔投票箱点検〕 

○議長（大西 智君） 異状なしと認めます。 

確認のために申し上げます。投票は単記無記名投票であります。 

他のこと以外は無効となりますので、自席で投票用紙に、被選挙人の指名を記載の上、点

呼により順次投票を願います。 

職員が仮議席順に氏名を呼び上げますので、順番に投票を願います。 

          〔職員点呼、投票〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れなしと認めます。 
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  これで投票を終わります。 

  次に、開票を行います。立会人、今野議員、下道議員の立ち合いをお願いいたします。 

          〔開  票〕 

○議長（大西 智君） 選挙の結果を報告をいたします。 

  投票総数は12票で、出席議員に符合をいたしております。 

そのうち、 

有効投票  12票 

有効投票のうち、 

板垣議員  12票 

  以上のとおりでございます。 

  この選挙の法定得票数は３票であります。 

  したがって、板垣議員が副議長に当選されました。 

  議場の出入り口を開きます。 

          〔議場開鎖〕 

○議長（大西 智君） ただいま副議長に当選されました板垣議員が議場におられますので、

当選の告知をいたします。 

  副議長に当選されました板垣議員から発言を求められております。これを許します。 

○副議長（板垣正人君） おはようございます。 

このたびの５月会議におきまして、洞爺湖町議会副議長の大任を拝しました板垣でござい

ます。 

この結果をもって、本当に身の引き締まるような思いですが、大西議長を支え、公正でま

た円滑な議会運営がこれからもできますよう、鋭意努力していくつもりでございます。 

我が町洞爺湖町は、少子高齢化、また人口減少という大きな問題、また先ほど町長さんの

ほうからも話ありましたけれども、いろいろな問題、課題もたくさんあります。 

そういった中、議会の役割をきっちりとして、皆様の協力のもと頑張っていきたいと思い

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（大西 智君） ここで休憩をいたします。 

  再開は、11時５分といたします。 

  なお、議員は第２委員会室にお集まりお願いいたします。 

（午前１０時３６分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午前１１時０５分） 

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

◎会議案第１号の上程、指定 

○議長（大西 智君） 日程第５、会議案第１号議席の指定を行います。 
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  議席は、議長において指定いたします。 

各議員の議席番号は、お手元に配付のとおりであります。 

別表議席表のとおり、議席表を指定いたします。 

  議席が決まりましたので、指定した議席に氏名標を持って移動をお願いいたします。 

          〔各議員、議席着席〕 

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

◎選任第１号の上程、選任 

○議長（大西 智君） 続きまして、日程第６、選任第１号常任委員の選任を行います。 

  常任委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長により選任いた

したいと思います。 

  お手元に、各常任委員会委員の名簿を配付しておりますので、ごらんいただきたいと思い

ます。 

  お手元に配付の名簿のとおり指名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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、各常任委員については、お手元に配付の名簿のとおり選任することに決定い

たしました。 

  なお、私は総務常任委員会に所属することになっていますが、議長は各常任委員会に出席

できますので、常任委員を辞任したいと思います。 

これをお諮りするに当たり、議長は除斥の対象となりますので、副議長と交代いたします。 

副議長、お願いいたします。 

          〔議長退席、副議長着席〕 

○副議長（板垣正人君） それでは、議長の常任委員の辞任についてを議題といたします。 

  ただいま総務常任委員に選任されました議長から、常任委員を辞任したい旨の申し出があ

ります。議長は、その職責上、どの委員会にも出席できる権限を有しているほか、可否同数

の際における採決権など、議長固有の権限を考慮するとき、一つの委員会の委員として所属

することは適当ではなく、また、行政実例でも議長については辞任を認めているところでも

ありますので、辞任を申し出たものであります。 

  お諮りいたします。 

  議長の総務常任委員の辞任について許可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〕 

○副議長（板垣正人君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議長の総務常任委員の辞任については、許可することと決定いたしました。 

  議長と交代いたします。 

          〔副議長戻席、議長着席〕 

○議長（大西 智君） それでは、ここで暫時休憩をいたします。 
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  休憩中に各常任委員会は委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 

（午前１１時１０分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開いたします。 

                                （午前１１時３１分） 

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

○議長（大西 智君） 休憩中に各常任委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果が手元にまいりましたので、報告いたします。 

総務常任委員会 

委員長、五十嵐議員。副委員長、今野議員。 

経済常任委員会 

委員長、下道議員。副委員長、千葉議員。 

議会広報常任委員会 

委員長、石川議員。副委員長、五十嵐議員。 

以上のとおり、決定されました。 

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

◎選任第２号の上程、選任 

○議長（大西 智君） 日程第７、選任第２号議会運営委員会の選任を行います。 

  議会運営委員会の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長により選

任いたしたいと思います。 

  お手元に、議会運営委員会の名簿を配付しておりますので、ごらんいただきたいと思いま

す。 

  お諮りいたします。 

  お手元に配付の名簿のとおり指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会についてはお手元

に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

  それでは、ここで暫時休憩いたします。 

  休憩中に、議会運営委員会は委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 

（午前１１時３３分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、会議を再開いたします。 

                                （午前１１時３９分） 

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

 

○議長（大西 智君） 休憩中に議会運営委員会において、委員長及び副委員長の互選が行わ
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れ、その結果が手元に参りましたので、報告いたします。 

委員長には千葉議員、副委員長には下道議員と決定いたしました。 

ここで、休憩といたします。 

再開を午後１時といたします。 

（午前１１時４０分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                （午後 １時００分） 

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

◎選挙第３号の上程、選挙、当選の告知 

○議長（大西 智君） 日程第８、選挙第３号西胆振行政事務組合議会議員の選挙を行います。 

  この選挙は、投票で行います。 

なお、西胆振行政事務組合の規定により、２名を選出することになりますが、公職選挙法

第46条の規定が適用となり、１名ずつ選挙することとなります。 

したがいまして、まず２人のうち１人目の選挙を行います。 

議場の出入り口を閉じます。 

          〔議場閉鎖〕 

○議長（大西 智君） ただいまの出席議員数は12名であります。 

立会人の指名をします。 

会議規則第27条の規定により、立会人には１番越前谷議員、２番大久保議員を指名いたし

ます。 

投票用紙を配付いたします。 

          〔投票用紙配付〕 

○議長（大西 智君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 配付漏れなしと認めます。 

続きまして、投票箱を点検いたします。 

          〔投票箱点検〕 

○議長（大西 智君） 異状なしと認めます。 

念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼により順次投票を願います。 

職員が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票を願います。 

          〔職員点呼、投票〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れはございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れなしと認めます。 
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  これで投票を終わります。 

  開票を行います。１番越前谷議員、２番大久保議員の立ち合いをお願いいたします。 

          〔開  票〕 

○議長（大西 智君） それでは、選挙の結果を報告をいたします。 

  投票総数12票で、これは先ほどの出席議員数に符合をいたしております。 

そのうち、 

有効投票  12票 

有効投票のうち、 

千葉議員  10票 

立野議員  ２票 

以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は３票であります。 

  したがって、千葉議員が１人目の西胆振行政事務組合議会議員に当選されました。 

  次に、２人目の西胆振行政事務組合議会議員の選挙を行います。 

この選挙も投票で行います。 

投票用紙を配付いたします。 

          〔投票用紙配付〕 

○議長（大西 智君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 配付漏れなしと認めます。 

次に、投票箱を点検いたします。 

          〔投票箱点検〕 

○議長（大西 智君） 異状なしと認めます。 

念のために申し上げます。 

投票は単記無記名であります。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼により順次投票を願います。 

職員が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票を願います。 

          〔職員点呼、投票〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れはございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れなしと認めます。 

  これで投票を終わります。 

  続いて、開票を行います。１番議員越前谷議員、２番議員大久保議員の立ち合いをお願い

いたします。 

          〔開  票〕 

○議長（大西 智君） 選挙の結果を報告いたします。 
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  投票総数12票で、出席議員数に符合をいたしております。 

そのうち、 

有効投票  12票 

有効投票のうち、 

下道議員  10票 

立野議員  ２票 

○議長（大西 智君） 以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は３票であります。 

  したがって、下道議員が２人目の西胆振行政事務組合議会議員に当選されました。 

  議場の出入り口を開きます。 

          〔議場開鎖〕 

 ○議長（大西 智君） ただいま、西胆振行政事務組合議会議員に当選されました千葉議員、

下道議員が議場におられますので、会議規則第28条第２項の規定により、当選の告知をいた

します。 

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

◎選挙第４号の上程、選挙、当選の告知 

○議長（大西 智君） 続きまして、日程第９、選挙第４号西いぶり広域連合議会議員選挙を

行います。 

  この選挙は、投票で行います。 

なお、西いぶり広域連合の規定により、２名を選出することとなりますが、公職選挙法第

46条の規定が適用となり、１名ずつ選挙することとなります。 

したがいまして、まず２人のうち１人目の選挙を行います。 

議場の出入り口を閉じます。 

          〔議場閉鎖〕 

○議長（大西 智君） ただいまの出席議員数は12名であります。 

立会人を指名いたします。 

会議規則第27条の規定により、立会人には３番篠原議員、４番大屋議員を指名いたします。 

これより投票用紙を配付いたします。 

          〔投票用紙配付〕 

○議長（大西 智君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検いたします。 

          〔投票箱点検〕 

○議長（大西 智君） 異状なしと認めます。 

念のために申し上げます。 
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投票は単記無記名であります。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼により順次投票を願います。 

職員が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票を願います。 

〔職員点呼、投票〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れなしと認めます。 

  これで投票を終わります。 

  開票を行います。３番篠原議員、４番大屋議員の立ち合いをお願いいたします。 

          〔開  票〕 

○議長（大西 智君） 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数12票で、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

そのうち、 

有効投票  12票 

有効投票のうち、 

板垣議員  10票 

立野議員  ２票 

以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は３票であります。 

  したがって、板垣議員が１人目の西いぶり広域連合議会議員に当選されました。 

  次に、２人目の西いぶり広域連合議会議員の選挙を行います。 

この選挙も投票で行います。 

投票用紙を配付いたします。 

          〔投票用紙配付〕 

○議長（大西 智君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検いたします。 

          〔投票箱点検〕 

○議長（大西 智君） 異状なしと認めます。 

念のために申し上げます。 

投票は単記無記名であります。 

投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼により順次投票を願います。 

職員が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票を願います。 

          〔職員点呼、投票〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れはございませんか。 
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          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 投票漏れなしと認めます。 

  これで投票を終わります。 

  開票を行います。立会人の３番篠原議員、４番大屋議員の立ち合いをお願いいたします。 

          〔開  票〕 

○議長（大西 智君） 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数12票で、出席議員数に符合をいたしております。 

そのうち、 

有効投票  12票 

有効投票のうち、 

五十嵐議員 10票 

立野議員  ２票 

以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は３票であります。 

  したがって、五十嵐議員が２人目の西いぶり行政事務組合議会議員に当選されました。 

  議場の出入り口を開きます。 

          〔議場開鎖〕 

○議長（大西 智君） ただいま、西いぶり広域連合議会議員に当選されました板垣議員、五

十嵐議員が議場におられますので、会議規則第28条第２項の規定により、当選の告知をいた

します。 

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

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 続きまして、日程第10、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願いたいと思います。 

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

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第11、行政報告を行います。 

  町長からの行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 洞爺湖町議会令和元年５月会議に当たり、町の行政報告を申し上げま

す。 

まず一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うようありが

たく受納いたしました。 

  一つ目は、金品の寄附でございます。洞爺湖町旭町30番地12、笠井誠氏、金額は５万円で

ございます。 
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  二つ目も金品の寄附でございまして、ふるさと納税でございます。今回、個人で176件、

総額で452万3,000円でございます。 

  三つ目が、物品の寄附でございます。洞爺湖ロータリークラブ会長吉田聡氏より、ロータ

リークラブのほうからベンチ２台を町道の海岸通り線に設置、寄附をいただいたところでご

ざいます。 

  二つ目に、洞爺湖町非核平和の町宣言10周年記念講演会についてでございます。 

３月18日及び19日に洞爺湖町非核平和の町宣言10周年記念事業として、講談師の宝井梅福

さんを講師に招き、虻田ふれ合いセンターおよび虻田中学校で２回の講演会を開催いたしま

した。 

  講演会には一般町民のほか、虻田中学校、洞爺湖中学校及び虻田高校の在校生が参加され、

鹿児島県知覧での特攻隊にまつわる物語の「ホタル帰る」を読んでいただきました。参加者

の中には涙される方もおり、これをきっかけに更なる非核平和の実現に向けた取り組みの広

がりを願うものであります。 

  また、本事業の一環として、洞爺湖町非核平和の町づくり実行委員会が作成した洞爺湖町

の戦争体験者の体験談をまとめた記録集の製本化を行いましたので、今後、各学校や団体な

どのほか、町内周知を行い、希望される方へ配付を行ってまいります。 

  本事業に当たりまして、ご協力いただきました皆様、議員各位並びに検討会に参加いただ

きました皆様に感謝を申し上げるところでございます。 

  三つ目として、町道虻田ノットコ線の一部通行止めについてでございます。虻田地区市街

地から三豊地区を経由して、洞爺湖温泉地区へ通じる町道虻田ノットコ線において、職員に

よる道路パトロールを実施していたところ、道路法面の一部が崩落していることが発見され

ました。 

現地を確認した結果、道路通行の安全が確保できないと判断し、４月22日から一部の区間

において通行止めといたしました。 

  今後は、迂回路があるため、当面は通行止めを継続し、これ以上、崩落が進まないよう、

雨水流末を切替える応急工事を行い、復旧に向けての調査を実施いたします。 

  四つ目ですが、各種事務事業の取組状況についてでございまして、前会議から本会議まで

の各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告いたします。なお、朗読については省

略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で行政報告を終わります。 

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

◎報告第１号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 続きまして、日程第12、報告第１号専決処分の報告についてを議題と

いたします。 

  報告を求めます。 
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森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の１ページをお開き願います。 

  報告第１号専決処分の報告についてでございます。 

  地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定された事項について、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

  記として、洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例でございます。 

  次の２ページが、専決処分書になります。 

  隣の３ページ、これが改正する条例でございまして、第１条から第５条まで、そして附則

の構成になっております。 

  この改正の趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が、平成31年３月29日

に交付されたことに伴い、地方自治法第180条第１項の規定により、３月31日付で専決処分

により条例規定を定めた洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例について議会に報告するも

のでございます。 

  改正の主な内容でございますが、３点ほどございまして、１点目は個人町民税の寄附金税

額控除の見直しということでございまして、これはふるさと納税の国の基準が示されたこと

に伴う改正でございます。 

  ２点目は、同じく個人町民税の非課税範囲の見直しということで、児童扶養手当を受給し

ている単身児童扶養者を加えるというような改正でございます。 

  ３点目は、軽自動車税の軽課税率の見直しということで、消費税の引き上げに対応する改

正となっております。 

  なお、元号の表記は、３月31日専決処分のため、平成の表記となっております。改元日以

降、新元号令和に読み替えて運用するということでございます。 

  それでは、以下、議案説明資料でご説明をさせていただきます。 

  議案説明資料の１ページからごらんいただきたいと思います。 

まず、改正条例の第１条の関係でございます。第34条の７寄附金税額控除でございますが、

ふるさと納税制度の利用ができる地方公共団体に対する寄附金について、特例控除対象寄附

金として個人住民税の税額控除を適用するとしたものでございます。 

その下、附則でございますが、１ページから２ページにわたりますが、これは住宅ローン

の関係でございますが、第７条の３の２、個人の町民税の住宅借入金等、特別税額控除でご

ざいますが、消費税増税に伴う控除期間の延長、並びに当該税額控除を適用する手続きの要

件を緩和したものでございます。 

続いて、２ページでございます。 

下のほうになりますが、第７条の４、寄附金税額控除における特例控除額の特例、それか

ら３ページにわたって、第９条個人の町民税の寄附金税額控除に係る申告の特例と、それか

ら４ページにいきますが、第９条の２として、ふるさと納税制度の見直しで、特例控除対象

寄附金を個人住民税の税額控除に適用したことにより、それぞれ条文を整理したものでござ
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います。 

同じく４ページの下段になりますが、10条の２でございます。 

法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合でございます。これは、我が町特例の関

係になります。対象施設等の課税の特例割合を定めたものでございまして、地方税法の改正

に伴い、規定を整備したものでございます。 

続いて７ページにいきますが、７ページから９ページにわたりますけれども、第10条の３

新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告でござ

います。 

高規格堤防の整備に伴い代替家屋を取得した場合の固定資産税の軽減の申請の手続につい

て規定をしたものでございます。 

それから、９ページにいきますが、９ページから13ページにわたります。第16条軽自動車

税の税率の特例でございます。対象の軽自動車の経過税率について、平成31年度分に適用す

ると規定を整備したものでございます。 

13ページでございます。 

第16条の２、軽自動車税の賦課徴収の特例でございますが、引用する条文の変更に伴い、

規定を整備したものでございます。 

13から14にわたりますが、第22条、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適応を受けよ

うとする者がすべき申告等でございますが、引用する条文の変更に伴い規定を整備したもの

でございます。 

15ページになります。今度は第２条の関係でございます。 

第36条の２、町民税の申告でございますが、市町村申告書を提出するときの記載方法につ

いて、施行規則で定めるとした規定の整備でございます。 

同じく15ページになりますが、第36条の３の２、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書でございますが、給与所得にかかわる扶養親族等申告書に控除対象となる単身で

児童を扶養している方の記載事項を追加したものでございます。 

それから16から17ページにわたりますが、第36条の３の３、個人の町民税に係る公的年金

等受給者の扶養親族等申告書でございますが、公的年金等に係る扶養親族等申告書に控除対

象となる単身で児童を扶養している方の記載事項を追加したものでございます。 

同じく17ページの第36の４、町民税に係る不申告に関する過料でございますが、引用する

条例に変更に伴い規定を整備したものでございます。 

次に、下の附則になりますが、17から18ページにわたります。 

第15条の２軽自動車税の環境性能割の非課税でございます。平成31年10月１日から平成32

年９月30日までの間に取得した対象車両について、軽自動車税環境性能割を課さないとした

規定でございます。 

次、18ページから19ページにかかりますが、第15条の２の２、軽自動車税の環境性能割の

賦課徴収の特例でございます。納付額に不足があった場合の取り扱いなど、自動車税の環境
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性能割の取り扱いと同様の規定を新たに規定したものでございます。 

続いて、19ページになりますが、第15条の６軽自動車税の環境性能割の税率の特例でござ

います。平成31年10月１日から平成32年９月30日までの間に取得した対象車両の軽自動車税

環境性能割について１％の税率とした規定でございます。 

次に、同じページ、16条でございますが、21ページまでわたります。軽自動車税の種別割

の税率の特例でございます。軽自動車税の軽課税率について、平成32年度分及び平成33年度

に適用するという規定を整備したものでございます。 

続いて、21ページの第16条の２、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例でございますが、

納付額に不足が生じた場合の取り扱いなどを新たに規定したものでございます。これが、22

ページまででございます。 

続いて、23ページ、これは第３条の改正の関係でございます。第24条個人の町民税の非課

税の範囲でございますが、単身児童扶養者について非課税の範囲に追加したものでございま

す。 

続いて、附則でございますが、第16条軽自動車税の種別割の税率の特例でございますが、

電気自動車などの軽自動車税の軽課税率について平成34年度及び平成35年度に適用するとし

た規定の整備でございます。 

24ページでございます。第16条の２軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例でございますが、

納付額に不足が生じた場合の取り扱いなどを新たに規定したものでございます。 

次、25ページが改正条例の４条の改正でございます。これにつきましては、平成28年12月

13日条例第32号及び平成29年３月８日条例第４号の洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例

の内容の一部について改正をしたものでございます。 

26ページ、附則第15条の６軽自動車税の環境性能割の税率の特例については、引用する条

文の変更に伴い規定を整備したものでございます。 

27ページが改正条例の第５条の関係になります。これにつきましては、平成30年３月31日

条例第９号の洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の内容の一部について改正をしたもの

でございまして、次のページまで行きますけれども、第48条法人の町民税の申告でございま

すが、対象の法人の法人住民税の申告書の提出方法について、電子申告の義務化に伴う手続

を規定したものでございます。 

それでは、改正条例の附則についてご説明をさせていただきますので、議案書の12ページ

にお戻りいただきたいと思います。 

議案書12ページの附則でございます。 

第１条の施行期日でございます。この条例は平成31年４月１日からの施行としたものでご

ざいますが、次の各号に掲げる規定につきましては、当該各号に定める日から施行するもの

でございます。 

（１）からございますが、（１）は第１号でございます。第１号は、寄附金税額控除の特

例控除額の創設など、寄附金税額控除に関連した規定につきまして平成31年６月１日からの



－23－ 

施行としたものでございます。 

（２）第２号でございますが、軽自動車税の環境性能割の税率の特例や種別割の賦課徴収

の特例に関連した規定につきまして、平成31年10月１日からの施行としたものでございます。 

（３）第３号でございます。個人町民税の申告書の給与所得者の扶養親族等申告書、公的

年金等受給者の扶養親族等申告書及び単身児童扶養者の扶養親族等申告書の提出に関連した

規定につきまして、平成32年１月１日からの施行としたものでございます。 

（４）第4号でございますが、個人町民税の非課税の範囲に関連した規定につきましては、

平成33年１月１日からの施行としたものでございます。 

（５）第５号でございますが、軽自動車税の種別割の税率の特例に関連した規定につきま

して、平成33年４月１日からの施行としたものでございます。 

続いて、第２条、下段のほうになりますが、町民税に関する経過措置でございます。第１

項につきましては、住宅借入金特別控除の期間の拡充などについて、平成31年度以後の個人

の町民税について適用するとしたものでございます。 

13ページの第２項でございますが、第２項から第４項につきましては、平成31年６月１日

以後に支出した寄附金を寄附金税額控除の特例控除額とし、平成32年度以後の個人町民税か

らの適用としたものでございます。 

同じページの下のほう、第３条でございます。個人町民税の申告書の給与所得者の扶養親

族等申告書、それから、公的年金等受給者の扶養親族等申告書及び単身児童扶養者の扶養親

族等申告書の提出に関連した規定につきましては、平成32年以後の個人町民税から適用する

としたものでございます。 

14ページに入っておりますが、第４条でございます。個人町民税の非課税の範囲に単身児

童扶養者を追加することについて平成33年以後の個人町民税から適用するとしたものでござ

います。 

次に、第５条の固定資産税に関する経過措置でございます。今回改正の固定資産税に関す

る部分につきましては、平成31年度以後の固定資産税について適用したものでございます。 

次に、第６条でございます。軽自動車税に関する経過措置でございまして、第１条で改正

の軽自動車税の重過に関する部分につきましては、平成31年度以後の軽自動車税について適

用するとしたものでございます。 

次に、第７条でございます。附則第１条第２号で規定の軽自動車税の環境性能割について、

平成31年10月以後に取得した軽自動車について適用するものでございます。また、軽自動車

税の種別割の賦課徴収の特例に関する部分については、平成32年度以後に適用するものでご

ざいます。 

次に、第８条でございます。附則第１条第５号に掲げる規定の軽自動車税の種別割にかか

わる軽課税率について平成33年度以後に適用するものでございます。 

以上、ご報告申し上げます。 

○議長（大西 智君） 以上で説明を終わります。 
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  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

  ５番立野議員。 

○５番（立野広志君） ただいま提案されました洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例とい

うことで、税条例の関係でいうとかなりの件数、全部で５条ですから５件ですか、大きく分

けて、あるのです。 

それで、私、これが地方税法等の一部を改正する法律がこの３月末で施行されたというこ

とで、それに伴う改正だということなので、実はホームページなどを調べまして、総務省の

説明資料を入手しました。 

それを見ると、今副町長が説明された以上に実は詳しく、図柄も書いて、図表も書いて、

一つ一つの税条例の改正、税条例等の改正について、どういう内容なのかということを説明

しているのです。 

  私は、まず最初に質問したいのは、こういう条例改正の提案のときに、型どおりの資料で

はなくて、本会議にかけるには、この本文と、原稿と改正案が比較するものだけがあれば良

いということにはならないというか、できるだけその改正されて、どういう内容が改正され

るのかということを詳しく説明するための資料もぜひつけていただきたいと。そうしないと、

今、副町長が改正内容を説明されても、多分あのまま、私自身もそうなのですが、頭の中で、

では一つ一つの税の改正によって何がどうなっていくのかということが見えないのです。で

すから、ぜひ、そういう点では、今後、今期初めての議会でもありますので、こういう、特

に税条例改正、税と言わず条例改正等については、附則資料として議会にしっかりと説明で

きるようにしていただきたいと思うのです。 

  その上でちょっとお聞きしたいのですが、例えば、私ちょっと気になったのが、個人住民

税の関係です。ここにはふるさと納税制度の見直しや住宅ローン控除の拡充に伴う措置だっ

たり、あるいは個人住民税の非課税措置として、名目上は子どもの貧困に対応するためだと

いうふうに書かれているのですが、事実、貧困状態でないことを確認した上で135万円以下

のひとり親に対しては個人住民税を非課税とすると。こういうような内容も入っているので

すが、そういう、例えばふるさと納税制度の見直し、一体どう見直しされたのかと。 

そしてこれまで町が行ってきたふるさと納税のあり方と、今後、この新しい税条例が、法

律が施行されたことによって、何を厳格に守っていかなければならないのか、その辺の説明

がほとんどされないまま、ただ文言が改正されたということで説明がありました。 

ですから、ふるさと納税制度の見直しをして、何がどうなっていくのかということについ

ても、改めて説明をいただきたいと思いますし、それから個人住民税の非課税措置の関係に

ついても、もう少し具体的に説明いただきたいというふうに思います。 

  あと、車体、車輌の関係の、車体課税の大幅、これ今回すごい大幅な見直しになっている

のです。これについても、特に恒久減税によって、つまり軽自動車税を含めた恒久減税に

よって、市町村減収になる可能性があります。 

エコカー減税等の見直しや国税からの地方税の税源移譲などによって、これに見合った地
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方税の財源確保というのはできるのかどうかということについても伺いたいと思います。 

  まずちょっと、この点についてお答えください。 

○議長（大西 智君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 前段の部分、私のほうからお答えさせていただきます。 

  今回、選挙があって、議会の体制が定まらない中で、こういった形の専決処分ということ

で報告をさせていただきましたけれども、非常に複雑な内容でもございますので、今後、で

きるだけわかりやすい資料を出したいなというふうには思っています。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 私のほうではふるさと納税のことをお話しさせていただきます。 

  まず、一番何が違うかと申しますと、今度の６月からは、総務大臣が基準に合っているか

どうかを指定した町村ということでございます。 

今までは、皆さん報道等でもご存じで、５割ですとかいろいろな地元になじまない商品券

等の発行がありますけれども、一番大事な点は総務大臣が指定した市町村。それに対しまし

て各市町村は、もう届出、必要書類を総務省に提出し認定していただくと。 

もしこれを破れば、２年間の指定取り消し、そのほか、ちょっと細かい話ですけれども、

その規定する基準というものが告示されておりまして、総額で送料も含めて５割ですとか、

お得、おまけ、ネット上でよくあるのですけれども、セールだとか還元とか、こういう言葉

を使ってはいけないと。また、皆さんご存じだと思いますけれども、昨年の11月までから総

務省でいろいろと指導しているのですけれども、その趣旨に反した市町村でないという、皆

さんご存じの市町村、数町村あるのですけれども、そういうところ、また、町内で生産され

ているものですとか、いろいろと10点ほど細かい、町のキャラクターだとかそういうのが認

定されているとか、いろいろなものの条件がありますということで、まず一番大事なのは、

総務省の指定されているということで、認定いただいた町ということでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 個人町民税非課税範囲の拡充の関係でございますけれども、

子どもの貧困に対応するため、事実婚でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の

支給を受けており、前年の合計所得金額が135万以下であるひとり親の個人町民税を非課税

とするものでございます。 

  もう１点、軽自動車税の財源確保の観点でございますけれども、その財源につきましては、

国からの交付金によって措置されるということで確認してございます。 

○議長（大西 智君） ５番立野議員。 

○５番（立野広志君） 前段で副町長のほうからは、今後は詳しい資料をつけてということで

すので、今回もこういう議会で何が議論されたのだと、そして条例がどう変わったのだとい

うことを、やはり議員の立場からもしっかりと理解をして、町民の皆さんにもお伝えするこ

とができればと思うのです。 
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そういう点では、町側から、提案が終わったからこれは出さなくて良いというのではなく

て、ぜひ、今回の改正内容についても、図式も含めて、具体的に資料として提出していただ

きたいと。そのことをお願いしたいと思うのですが、いかがでしょう。 

○議長（大西 智君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 努力したいと思います。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  以上で、報告第１号専決処分の報告についての報告を終わります。 

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

◎報告第２号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第13、報告第２号専決処分の報告について、洞爺湖町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  報告を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の15ページになります。 

  報告第２号専決処分の報告についてでございます。 

  地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定された事項について、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

  記として、洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 

  次のページが専決処分書になります。 

  その隣のページ、17ページが改正する条例ということになりますが、これについて議案説

明資料でご説明をさせていただきます。 

  議案説明資料の一番最後のページ、31ページでございます。 

  新旧対照表でございますが、第23条国民健康保険税の減額についてでございます。これに

つきましては、税額軽減判定基準の緩和により、納税者の負担軽減を図ることとしたもので

ございまして、第２号の５割軽減判定所得の加算額を27万5,000円から5,000円引き上げて28

万円に改め、第３号の２割軽減の所得判定の加算額を50万円から１万円引き上げて51万円と

改めるものでございます。 

  議案書17ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、施行期日でご

ざいますが、平成31年４月１日から施行するというものでございます。 

  また、適用区分ですが、改正後の洞爺湖町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以降

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たものでございます。 

  以上、ご報告を申し上げます。 
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○議長（大西 智君） 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番立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回の国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の提案ですが、国

保税は、先ほどの説明もありましたように、世帯の所得が一定額以下の場合に、被保険者均

等割額や世帯別の平等割額の７割、５割、または２割を軽減するというふうになっておりま

すが、今回提案されているのは、７割軽減というのは改正しないと。 

それで、５割軽減、それから２割軽減、現行では５割軽減については33万円の基礎控除額

に対して、それに27万5,000円と被保険者数掛けた金額を足した額です。これが今度27万

5,000円ではなくて28万円にすると。 

２割軽減の場合は、50万円掛ける被保険者数と33万円足した額に対して、改正後は50万か

ら51万円にすると。こういうことになっているわけですが、そうすると、例えば、これは結

局、基準を拡大するということですよね。５割軽減にしても２割軽減にしても、対象となる

所得金額を上げることによって基準を拡大すると。こういうふうになるのかと思いますが、

そうすると、改正に伴って、対象世帯というのはどのくらい変わってくるのか。 

  例えば、５割世帯でいけば、現行の世帯数に対して、拡大分では何世帯ぐらい増えていく

のか。それから、２割世帯でいえば、現行世帯に対して何世帯ぐらいその対象が増えていく

のか。 

こういうことについて、ちょっと調べているかどうか伺っておきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 今回の改正における対象世帯ですけれども、町としてはその

算定、行っておりません。 

現在の５割判定が252件、また２割判定が186件となっておりまして、こちらにつきまして

は、それぞれ今回の改正による変動がある見込みと捉えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） ５番立野議員。 

○５番（立野広志君） いずれにしても、所得金額の基礎となる、つまり対象となる世帯の総

所得額を引き上げたわけです。ですから、これは現行の世帯数よりも対象となる世帯は当然

増えていくというふうに見ているわけです。 

実際、どれくらい増えるかというのは計算していないということのようですが、それでよ

ろしいですか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） 今回の対象となる世帯につきましては、それぞれ所得、また

は世帯状況等が今年度の賦課において確定するということで、現段階での試算は行っていな

いところでございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  以上で、報告第２号専決処分の報告についての報告を終わります。 

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

◎報告第３号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 続きまして、日程第14、報告第３号専決処分の報告について、平成30

年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第10号）を議題といたします。 

  報告を求めます。 

森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の18ページでございます。 

  報告第３号専決処分の報告についてでございます。 

  地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定された事項について、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

  記として平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第10号）でございます。 

  隣の19ページが、専決処分書でございます。 

  その次のページが補正予算でございます。 

  平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第10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10号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

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

207万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億8,959万2,000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、事項別明細書をお開き願いたいと思います。 

歳入歳出予算事項別明細書（補正予算第10号）一般会計という資料でございます。 

資料の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款町税、１項町民税、１目個人、700万円の増額補正でござ

いまして、現年課税分、所得割、決算見込みによる700万円の増額でございます。それから、

２の法人でございますが、600万円の増額補正で、現年課税分、法人税割、決算見込みによ

る600万円の増額ということでございます。 

次、２項の固定資産税でございます。１目固定資産税で1,700万円の増額補正でございま

す。現年課税分で、土地で600万円、家屋で1,100万円、決算見込みによる増額、合計で

1,700万円でございます。 

４項町たばこ税でございます。１目町たばこ税で240万円の減額補正でございます。現年
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課税分で、決算見込みによる240万円の減額でございます。 

５項の入湯税でございます。１目町入湯税で500万円の増額補正でございます。現年課税

分で、決算見込みにより500万円の増額でございます。 

２款地方譲与税、１項自動車重量譲与税、１目自動車重量譲与税で578万7,000円の増額補

正でございます。これについては、交付額の確定による増額の補正でございます。 

３款利子割交付金でございます。１項利子割交付金、１目利子割交付金で66万9,000円の

増額補正でございまして、これも同じく交付額の確定による増額補正でございます。 

一番下、５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金、１目株式等譲渡所

得割交付金、124万3,000円の増額補正でございます。同じく交付額の確定による増額補正で

ございます。 

  続いて、７ページ、８ページでございます。 

６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、１目地方消費税交付金で804万2,000円の

増額補正でございます。地方消費税交付金で325万2,000円の減額、社会保障財源交付金で

1,129万9,000円の増額で、プラスマイナスで804万2,000円の増額でございます。 

９款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目地方特例交付金、86万4,000円の増額補

正でございまして、同じく交付額の確定による増額補正でございます。 

10款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税で2,028万4,000円の増額補正でござい

ます。普通交付税で2,687万3,000円の増額、特別交付税で658万9,000円の減額で、プラスマ

イナスで2,028万4,000円の増額ということでございます。 

17款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金、17万5,000円の増額補正でございます。一般

寄附金の金額の確定による増額補正でございます。２目観光費寄附金で148万5,000円の減額。

これも金額の確定による減額の補正でございます。 

18款繰入金、１項繰入金、１目繰入金、6,000万円の減額補正でございます。町税等の増

によりまして、繰入金を減額するということで、財政調整基金の繰入金を6,000万減額する

ものでございます。 

21款町債、１項町債、６目臨時財政対策債で610万8,000円の減額でございます。額の確定

による減額でございます。 

続いて、９ページ、10ページ、歳出でございます。 

２款総務費、１項総務管理費、３目公有財産管理費で251万2,000円の増額補正でございま

す。基金管理事業積立金でございまして、特定目的基金の積立金として251万2,000円の増額

でございます。 

10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費で117万8,000円の増額でございます。これも

積立金で育英資金の基金積立金、給付金の確定によって117万8,000円の増額でございます。 

最後に13款予備費でございます。161万9,000円の減額で、現計5,067万円とするものでご

ざいます。 

以上、ご報告申し上げます。 
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○議長（大西 智君） 説明を終わります。 

  これから質疑を行います。質疑はありますか。 

  ６番五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 専決処分ですので、数字については理解をしたのですが、せっかく

なので、この数字だけの報告ではなくて、ちょっとコメントと言いますか、考えと言います

か、意見を伺いたいということでちょっと質問させていただくのですが、この町税収入の自

主財源である町民税、それから固定資産税、それから入湯税、この３項目だけで結構なので

すが、恐らくもう５月も半ばくらいなので、恐らくこの数字がほぼ固まって決算されるのだ

と思いますが、せっかくですので、この三つの税で結構ですので、前年と比べての感想と言

いますか、私たちの町にとってどんな、少なかったのか多かったのかというのも含めて、

ちょっとコメントを、コメントというか評価をいただきたいと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（大西 智君） 佐野税務財政課長。 

○税務財政課長（佐野大次君） この後、５月決算の状況を見て、最終的なご報告とさせてい

ただくことになろうかと思いますけれども、現段階においては、平年並みとして考えてござ

います。 

また、徴収率につきましても、現在補正での計上の見込みにつきましては、それぞれ町民

税、固定資産税につきましては98％の徴収率を見込んでございます。 

また、入湯税の関係でございますけれども、こちらも当初予算からの500万増を見込みま

して、決算見込みとしては１億300万ほど見込んでいるところでございます。 

現状といたしましては、以上でございます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 町税等については、ほぼ横並びかなというふうに思っています。 

その中で、入湯税等々に関して、昨年暮れ、昨年９月でしたか、胆振東部地震が発生し、

観光客の宿泊が非常に危惧されていた。昨年は73万人台に到達したわけでございますけれど

も、下手したら70万を切るのではないかという見込みの中で予算措置もさせていただいてお

りました。 

  それが、ふたを開けてみると今何とか72万人台で落ち着くかなということで、私ども予想

していた以上にいろいろな意味で、ふっこう割等ともあったわけでありますが、観光関係者

も頑張っていただいたかな。 

今は昨年とほぼ同等くらいまで伸びているかなという状況でございますが、ただ危惧する

のは、今回は精算で地方交付税が若干伸びておりますけれども、これから毎年毎年、予算対

比では恐らく減額になっていくであろう。そして５年に１回、いわゆる国勢調査がございま

すけれども、それらの関係でも人口がやはり思うように伸びていないと。逆に減少傾向にあ

るということから、これから地方交付税については、間違いなく減額予算で組まざるを得な

いのではないかというふうに考えておりますが、何とか町の根幹となる財政運営、こちらの
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ほうは、これからもしっかり取り組んでいかなければならないというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  以上で、報告第３号専決処分の報告についての報告を終わります。 

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

◎同意第１号の上程、説明、選任 

○議長（大西 智君） 続きまして、日程第15、同意第１号監査委員の選任についてを議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 同意第１号の監査委員の選任についてでございますが、この監査委員

の選任につきましては、議会の議員の中から選任する監査委員でございます。 

これらにつきましては、議会人事などの慣例もあることから、提案者といたしましては、

議会のほうにその選任方法をお任せしたいというふうに考えておりますので、そのようにお

取り計らいをいただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  ただいま説明がありましたが、監査委員については、議会に一任したいということであり

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、同意第１号の監査委員の選任については、議会で選任することに決定いたし

ました。 

  ここでお諮りいたします。 

  監査委員の選任方法については、先例により正副議長及び各委員長による選考委員で選考

させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議選の監査委員の選任については、選考委員で選考することに決定いたしま

した。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

（午後 ２時２３分） 

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

○議長（大西 智君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 
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                                （午後 ２時２７分） 

○議長（大西 智君） ただいま選考委員会におきまして選考いたしました結果、監査委員に

ついては、越前谷議員を選出することとなりました。 

越前谷議員は、地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となりますので、退場をお

願いいたします。 

（越前谷議員 退場） 

○議長（大西 智君） それでは、お諮りいたします。 

  同意第１号監査委員の選任については、越前谷議員を選任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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、同意第１号監査委員の選任については、越前谷議員を選任することに決定い

たしました。 

（越前谷議員 戻席） 

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

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  明日から６月の定例日の前日までは、休会となっていますので、ご承知願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  （午後 ２時３０分） 
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