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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 元 年 ９ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第３号） 
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────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員数は、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。 

  （午前１０時００分）   

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

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 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、11番、板垣議員、１番、越前谷議

員を指名いたします。 

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

    ◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、１番、越前谷議員の１名を予定しております。 

１番、越前谷議員の質問を許します。 

１番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） おはようございます。１番、越前谷でございます。 

ただいまから通告いたしました案件について、一般質問させていただきます。毎回申し

上げておりますが、一般質問というのは、政策論争をする機会であるわけでありますから、

できるだけ対極的に質問させていただいて、町長の答弁をお願い申し上げたいなと思いま

す。   

私は、昭和58年に、かつての労働組合の推薦を受けまして、当選をさせていただいて行

政に参画をさせていただきました。以来、いろいろ出入りはありましたけれども、ここ三

十数年間議員活動を行ってきたわけであります。この議員活動を行うに当たって、かつて

昭和58年の選挙で当選したときは、故岡村町政でございました。その岡村町政が誕生する

のには労働組合も推薦いたしまして、全面的な応援の輪を広げて当選に結びついた岡村町

政に対しまして、私は何といっても労働組合で岡村町政を誕生させた、あるいはまた私自

身も労働組合の推薦を受けて行政に参画することになった。したがって、故岡村町政とい

うものをどう発展させていくのか、守っていくのかを考えてみたときに、当時の岡村町政

を守るということは発展をさせることだと。発展をさせるためには、やはり議会の中でも

いろいろな機会あるごとに是は是、非は非ということでやらなければ、その行政の発展と

いうのはないのだろうと、こう思って今日までいろいろ自分の基本理念もあるわけであり

ますから、その基本理念を投げ打ってまでも行くということにはならない。 

したがって私は、今回の一般質問の中でどんな質問をしたら良いのかなと迷いに迷いま

した。今でも迷っている。それというのも、真屋町政というものが現在の町政であるわけ
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でありますから、その真屋町政がもっともっと飛躍してほしい、躍動してほしい、そうい

う思いは全く変わりありません。真屋町長を支えている方々はたくさんいると思います。

助言者もたくさんいると思います。しかしやはり、先ほど申し上げましたように、私は私

なりにまちづくりに参画して、基本理念というものを持ちながら、基本姿勢というものを

持ちながら、これだけは絶対に譲れないというものも私は持ちながら、今日役に立たない、

あまりでかい声を張り上げることのできない議員でありますけれども、私は私なりに努力

してまいりました。そういう観点から、今回は町長の基本理念というものを問いたださな

ければならない、かように思って通告をさせていただきました。 

第１点目につきましては、第２期の洞爺湖町まちづくり総合計画の期間中に推進する取

り組みについてであります。その中で、将来を見据えた課題解決の推進と少子高齢化社会

における地域振興策の展望を伺うということで通告をさせていただきました。 

  先ほど申し上げましたように、今、第２期まちづくり総合計画が始まって３年目になるで

しょうか。平成29年度からでありますから。令和３年度までが第２期まちづくり総合計画の

上期と言いましょうか、前期と言いましょうか、そういう年数になるわけであります。した

がって、私はこの場で、第２期まちづくり総合計画の策定をしながら、今、行政が積極的に

執行している中の総責任者である真屋町長の基本理念と基本姿勢というものをただしてみた

いと思っております。時間の関係上、割愛をしながら簡潔に申し上げますので、町長のほう

もできるだけ簡潔にご答弁をいただければありたいなと思います。 

    そこで、一つ目聞きます。町長は、命の尊厳というものをどう考えているのか。簡潔に答

弁をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 命の尊厳、一般質問本来は、事前に答弁調整をしているわけございま

すが、なかなか今突然の質問でございまして、私が思っていることは、この世に生を受け、

この世から亡くなるまで、その人が人間らしい生活を送り、そして人としての喜びを持ちな

がらこの地域で暮らす。これが私の考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 自分は耳が悪いのではっきり聞き取れなかったのですが、今、一般

質問の通告をしたかで、答弁調整とかという言葉が出ましたけれども、私はかつてから、答

弁調整というのはするべきではないという考え方を持っている一人なのです。それというの

も、やはり切磋琢磨の中でまちづくりをしていかなければ、やはり当然、三権分立の中で行

政、立法、司法というものがあって、皆さん方は、ここにいるのは行政マンであるわけであ

りまして行政側、我々議会側は立法府であります。立法府の責務というのは何といっても、

その町の政策であるとか予算であるとか、いろいろなもののチェック機能機関でありまして、

そのチェック機能機関のチェック員の方々が、行政とこういう質問をしてこうする、こうい

うことを言うから、それではこういう答弁しますから、そんな私は答弁調整というのは必要

ないというのが以前から思っている一人であって、ことあるたびに課長たち来るときには俺
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はそういう答弁調整はしたくないのだと、そういうことを申し上げているわけでありまして、

この辺の命の尊厳というのは、町長ね、私に言わせると、答弁調整しなかったら、どうとか

こうとかということではないだろうと思うのですよ。 

  そこで、こういうことが実はございました。日本人が外国で昭和53年か54年頃であった

と思いますが、過激派によって拘束をされた事件がございました。そのときに、巨額な保

釈金を過激派のほうから要求されたわけであります。そのときの内閣総理大臣というのは

故福田赳夫内閣総理大臣であったわけであります。その解決の巨額な保釈金の要求に対し

て、飲むべきか、飲まないべきかという、そういう社会が二分されたときがございました。

慌ただしいけれども、聞きたくなかったら寝ていて結構ですから。それで、そのときに故

福田赳夫内閣総理大臣は、ここが大事で言いたいところなのですよ。「人間の命というの

は、地球より重い」と。人間の命というのは地球より重いと言って、その要求に応え、そ

して邦人を救出したという、そういうことがございました。おそらくこの会場でも知って

いる方がいるのでないかなと思います。 

私は、その勇断に感動と感激を受けたわけであります。以来、私は人間の命であるとか、

人の命というのは地球より重いのだという、故福田赳夫総理大臣の言葉というのは、私の

心の中にいつも咲いていますし、言い聞かせているところでございます。 

  そこで、第２点目でありますが、時間の関係上お伺いいたしますが、防災・減災に対す

る基本姿勢、これは、私は今日まで有珠山と共存している町として、30年周期と言われて

いる、あるいはまた前回は23周期目で噴火して災害を受けたわけでありますけれども、そ

の災害を受けた町として、防災・減災に対する意識というものが非常に高まって、行政は

行政としてやらなければならないことが解決に全力を挙げてきたと思っております。その

ことに対しては、現在の町政に対しても高く評価しているわけでありますけれども、今日

未曽有の災害が非常に発生しているわけであります。今回の台風15号でしょうか、15号で

も千葉県では34万件が未だに、今日あたり回復するでしょうか、ブラックアウトになって

いるという状況にもなっているわけでありますが、そういった天災のときに、いかに住民

の命と財産を守るかというのが、我々行政に参画している者の使命でありますから、その

使命に則って、今、理事者は、町長は、どんな理念に基づいて減災・防災対策に取り組ん

でいるのか、その一端をお聞かせ願いたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 防災・減災、そして災害への備えの基本的な理念でございますが、

私どもの考え方の一つには、やはりこの町に住む方々が安心して暮らせるような住民の皆

様の命と財産を守る、これが私ども行政に課せられた、そして私どもが守っていかなけれ

ばならない責務だというふうに理解しております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 後でまた触れさせてもらいますが、それでは、３点目であります

が、今、人口減少、少子高齢化社会が激震をしている状況にあります。どんどんどんどん
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とそういう波が押し寄せてきている昨今であるわけであります。したがって、いかに将来

を見据えた洞爺湖町のまちづくりを進めていくかというのが極めて重要であるわけであり

ますが、将来を見据えた洞爺湖町のまちづくりに対しまして、どういう見解を持って第２

期まちづくりを進めているのか、その辺を前座で伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 第１期、そして今、第２期まちづくり総合計画の中で事を進めてい

るわけでございますけれども、基本的に変わらないことは、まずは町の中に住んで良かった

と。私ども何回もこれは言わせていただいていることでございますが、今住んでいる方々、

特に行政区でいきますと、虻田地区、そして洞爺湖温泉地区、洞爺地区、この３地域、加え

て月浦、花和地区があるわけでございますが、３地域の特色ある発展、特に洞爺湖温泉につ

いては観光産業が主体である。そして洞爺地区において農業産業が主流である。さらに、本

町地区においては交通の要所、さらには商工業、そして何よりも水産業、ホタテ養殖事業が

盛んに行われている。これら３地域の特色を生かしたまちづくりを進めていかなければなら

ない。 

  その中で、人口減少問題、あるいは高齢化社会を迎えておりますが、これは私どもの町

だけでなくて、日本国中が今こういうふうな状況にある。さらには、都市部への集中、田舎

から都会のほうに出ていく。これも今現在も避けられないような状況の中で進行が続いてい

る。これは、私どもの町だけではどうしようもないことでありますが、さらにそれらを何と

か歯止めをかける。そして、この町が持続発展できるようなまちづくりを進めていかなけれ

ばならないというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それで、いろいろとどんな質問内容にしたら良いのかなと、わかっ

てもらえないかもしれないけれども、本当に迷いました。私は、昨日の質問と答弁内容を聞

いて、やはりどうしても自分の、まちづくりに参画している越前谷の基本理念というものも

あるし、基本姿勢もあるだけに、これはやはりこの機会を利用して聞かなければならないな

ということをこれから質問させていただきます。 

   それはどういうことかというと、昨日の一般質問と答弁の中を聞いて、やはり町長の姿勢

を正さなければならない。それは、生活館の建設に対する、私は二つの課題、二つの問題点

があるのではないかなという気がいたしました。その一つは、防災に対する問題点です。そ

れから二つ目は、財政支出に対する問題があるなということを感じ取りました。 

冒頭、私は申し上げましたが、やはりかつて労働組合にも所属してまいりまして、昭和46、

７年から旧虻田町が二分するような戦いがございました。それはどういう戦いかというと、

伊達火発建設に向けて生存権の問題で随分、町そのものが二分された戦いがあったわけであ

ります。これは町長リコールまで発展しました。そういった中において、私は生存権を確保

すると、環境権も生存権の一部でありますから。そういうことで生存権の確保確立に向けて

大衆闘争にも政治闘争にも参画してまいりました。 
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そこで、私は、先ほども町長にも伺ったように、命の尊厳を大切にした理念というものを

しっかりと自分の心の中に定着させて、まちづくりに参画してきたわけであります。それで、

自分の持っている理念というものを投げ捨ててまでも妥協するとか譲歩するということには、

実は町長、ならないのであります。これは本当に苦渋の決断をして今申し上げているわけで

あります。自分の政治性というものを明確にしなければならない。 

そこで伺っていきます。今、先ほど申し上げましたように、全国的にも未曽有の災害が発

生しております。いかに洞爺湖町としても災害に遭ってほしくはない、それは誰しもが思っ

ていることでございますが、減災・防災力に強いまちづくりということで、今、真屋町政も

一生懸命に努力していることは、私自身は高く評価しております。そこで、伺っておきたい

のは、東日本大震災以降、津波災害を想定した訓練というものを何回実施してきているで

しょうか。それは課長でもわかると思いますが。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 津波避難訓練の関係なのですけれども、東日本大震災以降、

毎年実施しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 次に進みます。それで、津波災害が発生するという、そういう想定

の中で、住民避難区域というのはどこからどこまでで、前浜寄りはどのようになっておりま

すか。想定区域は。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 津波浸水ハザードマップによりますと、線路の位置から海側

にかけて浸水区域ということになっているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 全くそのとおりですよね。それで、本町保育所の海抜は何メーター

ですか。それと合わせて、本町生活館の海抜は何メーター。それから、文化交流会館の海抜

は何メーターですか。わかっておりますけれども、聞きます。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 本町保育所については、３メーターでございます。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） ふれ合いセンターについては、3.5メートルでございます。

本町生活館については、3.5メートルでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君）そうですよね。本町保育所は海抜３メーターと。それから、本町生活

館は3.5メーター、それから文化交流会館も3.5メーターですよね。 

それで、津波の防災地域づくりに関する法律の中で、特別警戒区域とか特別区域とかとい

うことがハザードマップで、それから国の法律で制定されております。それで、課長が申し

たように線路から海側寄りは、津波浸水想定区域なのですね。これは先ほど申し上げました
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ように、ＪＲの線路から海辺のほうが想定区域になっているのですよ。その中に本町保育所

もあっただけに、想定区域の中に本町保育所もある。ここで子どもたちが保育されていると

いうことは、非常に危険であると。いつ、どこで、どういう津波が発生するかわからない、

そういう状況の中で、やはり何といっても、子どもたちの命を守るという観点からいっても、

本町保育所と入江保育所等々を統廃合して、環境のすばらしいところで保育をするべきだ。

安心・安全な場所で保育をさせるべきだということで質問した経緯もございまして、そうい

う想定区域にある本町保育所だけに、これは行政としても何とかしなければならない。これ

は物の見事に高く評価して良い行政の勇断だと思っています。 

それで、町長は昨日も、こういう答弁をなさっているのですよね。「我が町は災害と背中

合わせの町である」という、そういう答弁をしております。しかし考えてみると、全くその

とおりなのですけれども、生活館、これから徐々に触れていきますけれども、建設計画とい

うのは、どう見ても、我が町は災害と背中合わせになっている町だけに、住民の命と財産を

守る行政でなければならないと言っている割には、計画そのものの実態というものがどうも

違うのではないかと、ずれているのではないかと、私自身は思っております。 

先ほど法律のことを申し上げましたが、当然なことに、津波防災地域づくりに関する法律

というのは、津波に強い地域づくりを地方自治体が推進するための法律で、東日本大震災の

教訓を踏まえて施行された法律であるわけでございます。今、日本海あたりも特別警戒区域

に指定されて、これは聞くところによると、津波災害警戒区域には日本沿岸では26市町村、

指定対象は36市町村ということになっているようであります。津波の災害特別警戒区域とい

うのはないようでありますけれども、災害警戒区域に日本海周辺の自治体は指定されている

という状況になっているようであります。 

私は、そこでもっと具体的に生活館の建設計画について伺ってみたいなと思っております

が、生活館の耐用年数というのは何年なのですか。 

○議長（大西 智君） 八反田経済部長。 

○経済部長（八反田稔君） 今現在ある生活館のお話ということでよろしいですか。現在ある

建物につきましては、ブロック建てでございますので、いわゆる建設から通常ですと35年と

いうのが一定の期間だというふうに私どもは認識しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 35年ということであります。洞爺湖町の公共施設等の総合管理計画

の中で、生活館については平成29年度から今進められているようでありますが、統廃合含め

て検討を深めていくということになっているのですね。令和２年までに、来年度中に方向性

を出すのだという、老朽化しているので統廃合するという、そういうことになっております。

しかしながら、方向性が決定するのは来年でありますけれども、いろいろ行政というのは動

いておりますから、必ず期間ごとに決められたように動くというものでないのも事実である

だけに、それはそれなりに理解しております。 

しかしながら、伺っておきますが、生活館の改築事業、そして展示用民具類の製作展示に
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対して、何と総額２億8,900万円という巨額な事業費が投入されるようであります。これは

ハード面。ソフト面についてもございますよ。いろいろ時間の関係上割愛しますけれども。

しかし、先ほど申し上げましたように、津波浸水想定区域の中に２億8,900万円も投資して

建てなければならないという、その理由はまだ私は理解できない。なぜ津波想定区域の中に

それだけの巨額の生活館を建てなければならないのか。そして、よしんば、生活館が建った

としてでも、この区域は避難施設になりませんよ。区域に建っている施設は避難施設にはな

りませんよ。そういったことを考えれば、何かこの事業には無理があるのではないかなと

思っております。 

時間の関係上進めさせていただきますが、後で総論として町長からいろいろ伺いますから。 

それで、先ほど申し上げましたように２億9,000万円近い投資をすると。これは、今まで

の第１期まちづくり総合計画にも、第２期まちづくり総合計画にも、生活館の建て替えをす

るとか何とかという項目は、全く謳われていない。突如として降ってきたような事業である

という思いを持っております。 

私は、２億9,000万円の巨額を投資してつくらなければならないその理由というのは、昨

日も若干町長は答弁しておりますけれども、今、地方交付税というのはどんどんどんどん減

額になってきている。これは町長も私の答弁に答えておりますけれども、平成28年度、29年

度、30年度で５億7,500万円ほどの地方交付税が減額になっていますよね。そして、洞爺湖

町の出生率、これは2040年までには2.07にするのだと、こういうことで一生懸命皆さん方も

努力されていると思いますけれども、現状ではそう甘くはない。それというのも、自然に年

間200名前後の亡くなる方々やら転出者がいる。人口がどんどんどんどん増えてくるという

ことではない。逆にどんどんどんどん2040年度まで、また後ほど触れさせてもらいますけれ

ども、2040年には、想定では洞爺湖町は4,000人台になるということですよ。 

そうすると、何を言いたいかというと、そういう人口がどんどんどんどん減少してくる、

あるいは地方交付税もどんどんどんどんと下がってくる、そういった中で、いかに町民の生

命と財産を守るという骨格に基づいたまちづくりを進めていくためには、何といっても、公

共施設の管理計画でもあるように、少なからずや、そういう人口減少、あるいは地方交付税

の減額等々の波が打ち寄せてくるだけに、それに見合ったまちづくりを進めなければならな

いということになるのではないでしょうか。私は、そのことも心配しているのです。2040年

には人口4,000人台になると。この統計では。したがって、人口に見合ったまちづくりを進

めていかなければならない、これは言うまでもないのではないかなと思っております。 

そこでもう一つ聞きます。平成30年度、前年度の地方交付税は減額になっておりますけれ

ども、何億になっております。私はわかっていますけれども。 

○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） 平成30年度、普通地方交付税におきましては、26億7,687万

3,000円となっておりまして、前年度と比較しまして２億6,000万円ほど減額となっていると

ころでございます。 



－123－ 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 自分の思っていた数字よりももっと減額になっているのですね。自

分は２億4,455万5,000円細かく言ったら、減額率は前年対比7.1％と読んでいましたから。

２億6,000万円ですから。したがって、何でも申し上げますけれども、これから地方交付税

も減ってくる。それから、大きな企業誘致などもしなかったら人口がやはり今の推移からい

けば2040年代には4,000人台になるだろうと、そういう町になるわけでありますから、いか

に、できるだけ次世代につけを回さないようなまちづくりを進めていかなければならない。

いわゆるこれからはできるだけ、町長、起債を増やさないような、そういう手法をとったま

ちづくりをするべきではないのかなという気がするのですよ。 

私が懸念しているのは、これから新聞でも報道されておりますように、西いぶり広域連合

負担金の増額が想定されていますよね。特例委託費、令和７年度までかな、令和３年度あた

りから。こういう負担もどんどんどんどん膨れ上がってくる町なのに、財源も厳しい状況下

であるだけに、先ほど申し上げましたように、なぜ２億9,000万円ほどの投資をして生活館

を建設しなければならないのかと、私はそう思うのですよ。 

それで、町長の方針にも謳われているようでありますが、いわゆる将来負担比率というも

のを50％台で維持していくのだと。これは、大いに結構なことなのですね。当初あったのは

九十何％も膨れ上がって、行政等の努力によって将来負担比率もどんどん下がってきている

と。今回、平成30年度は将来負担比率というのは58.6％ですよ。どんどん当初から下がって

きている。行政が努力してきている。これはやはり私は高く評価しなければならない。認め

るところは認めなければならない。だけれども、これからまた借金をすることによって、将

来の負担比率というものはどんどんどんどん上っていく。今でも平成29年度で将来負担比率

の高い順番からいけば、洞爺湖町は57番目であったかな。これも年間下がってきていますよ。

これがもし起債がどんどんどんどん膨れ上がっていくと、さらに将来負担率、借金を払って

いく一般会計の中から、あるいはまた企業会計の中から合わせても、借金があるだけに、借

金返済を膨れ上がることによって借金返済が多くなってきていると。こういう見通しを持っ

ているわけであります。 

そこで、もっと先に進めさせていただきますが、先ほどから申し上げているように、今、

洞爺湖町の第２期まちづくりが進められておりますが、まちづくりの私は分岐点に来ている

のではないのかなという気がしているのですよ。そういう懸念をしているのです。したがっ

て、私は何度も申し上げますが、人口減少、少子高齢化社会にあった公共施設なども管理を

していかなければならないだろうと。それというのも、建てたときは、それは国から、ウタ

リ資金ならウタリ資金来るから建てられるかもわからないけれども、それからどんどんどん

どんと年を重ねることによって、維持管理費がどんどんどんどん膨れ上がってくるのですよ。

未だに、今現在も、維持管理費というのは莫大な金額になっているはずです。そして、そこ

へ来て、またそういう大きな建物をして、2040年ごろには4,000人台の町が借金、借金に追

われるという、そういう町にしたくないと思えばこそ、私はもう少し考えてみてはどうかな
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という気がするのですね。住民の生活環境が脅かされる、そういう手法を今とろうとしてい

るのですよ。何とかこれは、私個人的に歯止めをかけなければならないなと思って、今断腸

の思いで質問させていただいております。 

それから、昨日の質問の中で、町長ね、自分は非常に不快感を持ったことがあります。そ

れはどういうことかというと、今の文化交流会館を利用されている団体があたかも合意をし

たかのような文書も出ている。だけれども、私も文化団体協議会に所属しておりますけれど

も、まだ文化団体協議会は、生活館を建て替えたならば、その新しいところに入るとか入ら

ないとかということはまだ決定していません。私は、基本的に既存施設を有効活用すれば良

いのだという思いがあるだけに、それは急がなくても良いなと思うと同時に、今、文化団体

協議会は、私が代表になってから６カ所ぐらい変わっていますよ。文句言わないで。ここの

施設、学童保育になったから何とか空けてくれないか。はあ、わかったと。使えれば良いの

ですもの、どこの施設であろうとも。会議できれば良いのだもの。そういう既存の施設を有

効活用していくのだということで、公共施設の管理計画もできるだけ縮小するという手法を

とらなかったら、大変な時代が来ますよ。そのことを私は申し上げておきたいなと。 

それで町長ね、私は百歩譲りますよ。百歩譲って生活館の改修工事、傷んでいるところも

あるでしょう。それはどういうことかというと、その周辺には生活をして居住している方々

がおりますからコミュニティーもあるでしょう。そうすると、維持していくための手法とし

て改修工事もだめだということは、私は言えません。ただし基本は、そういう津波の浸水想

定区域の中に公共施設があるというのは、私はできることならば将来にわたって高台のほう

に建てるとか、何とかという、命の尊厳というものを考えた手法をとるべきだなと思ってお

りますが、先ほども申し上げました。百歩譲って最小限の改修工事をして、今現在利用され

ているお年寄りやその区の住民の方々が使えるような、そういう改修をさせてはどうかと思

うのですよ。 

それから、ウタリの建物がどうとか、こうとかと、昨日も述べておりました。何もそこで

なければならないというものではないでしょう。だとすれば、安心・安全な歴史公園にイ

チャルパとか、そういう祭典をする、歴史のある歴史公園のところにウタリの展示用等々の、

あるいはイチャルパをやる、そういう施設をつくっても良いではないですか。私は思うので

すよ。そこでまた横に逸れますけれども、先ほど集会所にも触れておりますが、今まで集会

所をつくったといっても、町有地であったら、町長、1,500万円前後でできていたでしょう。

なぜ２,900万円も膨れ上げさせなければならないのですか。 

それから、昨日も言っておりました。今回のアイヌ政策推進交付金は、予定実施事業には

10分の８だと。８割補助だと。８割が国から来るから良いのだとは言わなかったけれども、

そういう事業だと。しかし、今まで特定地域経営支援対策事業といって、ウタリ資金を導入

して事業を実施できるのは３分の２以内、いわゆる７割補助ですよ。今度は８割補助、１割

上がっただけ。そうすると、生活館も建てる、あるいはまた、私はソフト面の中にも触れて

おりますけれども、事業があるようでありますけれども、見ると、ソフト面については反対
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だということは言いません。だけれども、５億5,000万円も総工費をかけて今何が何でもや

らなければならない、その中の生活館なのですかということなのですよ。これは町長ね、ぜ

ひ考えてみるべきではないのかな、今日も補正も出ているようでありますけれども。私はど

うしても納得の得られる答弁を町長からもらいたいのですよ。断腸の思いで今質問している

のですよ。そのこともわかっていただきたい。避難区域に、想定区域に、避難施設にならな

い施設を２億9,000万円もかけて建てなければならないという、そのことが、昨日の答弁だ

けでは私は納得いかないのですね。いかがでしょう。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 津波災害区域の関係からのお話かと思いますが、津波災害区域として

想定される津波災害の線路から下のほうにつきましては、大磯区から入江１区のほうまでそ

の区域があります。がしかし、そこで生活されている方も以前からいらっしゃいます。この

生活されている方々を全部が全部高台に持っていくということは不可能に近い、そんなこと

もございます。さらには、あそこで長年住み慣れた地域で、それこそ、人生ここで終わりた

いという方もたくさんいるように聞いております。 

そんな中、今回の生活館の関係でございますが、今、議員からお話しありました入江のほ

うに移したらどうだというお話もありました。私どもの地域は、噴火災害という災害も兼ね

備え、それに備えていかなければならない。1600年代の山体崩壊でしたか、こちらのほうで

は間違いなく、善光寺方面にかけて、特に入江１区から有珠の付近にかけて、岩雪崩、土砂

崩れ等々が、熱泥流が発生した。昔から私が小さい頃から入江の地区はなかなか家が建たな

いのだということで、農業を主体に今日まできていたと。2000年の噴火災害の折に、あそこ

で宅地分譲をしようという方がいらっしゃったわけでございますが、なかなか噴火災害でそ

れもまた断念をしてしまったというお話も聞いております。 

土地の形状からいくと、この地域でどこをどういうふうに開発していく、あるいはどこを

どういうふうに守っていくという中で、一つには、３年前になりますか、台風10号が発生し

たときに、前浜のほうには離岸堤がございました。上のほうが若干波で飛ばされたという経

緯もございまして、それは津波災害を想定したときに、あの離岸堤が非常に大きな役割を果

たしていただいていた。これは国、道に対しまして何としてもあれを復旧してほしい。今は、

もう既に復旧になっております。また、離岸堤だけでなくて、入江のほうから赤川のところ

まで護岸堤が整備されております。 

今回、北海道のほうで大磯漁港を整備するに当たって、ある程度の護岸堤を整備していた

だきました。ないのが赤川からふれ合いセンターの裏あたりになりますか、護岸堤がそこら

辺はないと。これらについてはこれからもある意味、私どもの町だけの力ではどうにもする

ことができないかなというふうに思いますので、北海道、あるいは国に対して護岸堤の整備

をしっかりお願いしていかなければならないなというふうには思っておりますけれども、ま

だ前浜で漁業を営んでいる方、小屋ですとか、あるいはそこに小舟を置いている方々もい

らっしゃいます。そういうところはしっかり協議をし、そして、良い方向性が出れば、その
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方々のご協力もいただいて、町を守るような施策を国、道のほうと協議をしていかなければ

ならないなというふうにも思っておりますし、今現在住んでいる１区から入江１区の線路か

ら下のほう、これらについては今後ともこの町で発展できるような支援体制、あるいは考え

方を持っていきたい。 

ただ、その中で以前から私も頭の中にあった保育所があまりにも海の近いところにあると。

これらについては、今、入江保育所が埋蔵文化財地にありましたので、これを建て替えはあ

そこでできない。これをやはり新築等々改築するときには移転をしなければならないという

問題もございまして、今、残念ながら子どもの数も減ってきていると。そんな中、やはり次

の移転先を考えていかなければならないということで、今その準備をさせていただいている

ところでございまして、やはり町の総体的な発展のことを考え、そして、そこに生活してい

る人方のことも考えながら行政運営をしていかなければならないなというふうに考えており

ます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 舌足らずで、誤解されればまずいのですが、私は住民の方々も高台

のほうに誘導してくれということは一言も発言していません。それでなく、高台のほうに良

いのではないかというのは、公共施設を建てる場合については線路から上の高台のほうがよ

ろしいのではないですかという質問をしたわけですよ。 

  それから、町長ね、先ほど自分も耳悪いから聞き間違いかもわかりませんけれども、今、

前浜に離岸堤というのは、確か14基だったと思うのですが、その14基の設置箇所は、赤川か

ら本町１区のほうまで14基あるのですよ。入江にもあったかな。ちょっと浮かんでこないの

ですが。 

それで、今、町長も言うように、確かに東日本大震災があったときに、日本海全域がテト

ラポットなどを導入しながら、かさ上げしましたよ。釧路のほうの浜中町あたりもそのよう

でかさ上げした例がありますけれども、むしろかさ上げするとか、そういう災害はあってほ

しくないし、津波災害だとかあってほしくない。だけれども、天災ですから、自然ですから、

いつどういう災害が発生するかわからない。地震が発生して、津波が起こるかわからない。

したがって、そういう懸念するところに避難施設にもならない、そういう施設を２億何ぼも

かけなければならないのですか。かけることによって、次世代につけを回すような、そうい

うまちづくりはやめましょう。そういうことを申し上げているのですよ。 

  確かに、町長が言うように、今の生活館周辺にも居住者がいて、コミュニティーもありま

す。そういった方々の希望というものもあるでしょう。したがって、私は入江の上にある歴

史公園に建てたらどうですかというのは、ウタリだけの建物を歴史公園に建ててはどうなの

ですかということを申し上げたのですよ。 

したがって、先ほどは百歩譲って生活館の一部改修だとか、そういう改修も私は諸手を挙

げて賛成するわけにもいかないけれども、一歩譲って、小額で改修工事ができるならば、先

ほど申し上げました、一つの集会所あたりだったら土地代を別にしたならば、約1,500万円
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程度でできるはずですよ。そんな大きな大きな施設は要らないでしょう。そして、集会所の

件を言えば、本町６区には３カ所の集会所があるのですよ。そこを、例えばですけれども、

６区の集会所あたりを今の文化交流会館を利用されている方々で利用できるでしょうし、例

えば役場だって、つくるときには多目的施設であると。住民の集まりであるとか会議である

とか、集会をやる場合についてはぜひこの役場を使ってもらいたいということでつくった施

設ですよ。そのとき私が述べた経緯を鮮明に覚えているのですが、できるだけ建物は最小限

にしたほうが良いですよと。後々修繕費も重なる、維持管理費も莫大になる、そういう町に

はしたくないだけに、私は今日まで述べてまいりました。 

  それで、町長、先ほど僕は失礼なことを申し上げているかもわからないけれども、例えば

そういう公共施設を高台につくるとか、あるいはこういうことが想定されるだけにぜひ住民

の方々も理解していただきたいという、今、流行りではないけれども、誘導行政というもの

も、もっともっと取り入れたらどうなのですか。誘導行政というものも。過去、何と言いま

しょうか、町内会に１カ所の集会場がなければならないというものでは自分はないと思いま

す。生活館は既存の施設ですから、生活館を言っているわけではないけれども、私はこれだ

け人口減少してきていると、町長ね、考えてもらいたいなと思うのは、思い切って、例えば

ですよ、本町１区２区、おそらく１区について100世帯切っているのではないだろうか。そ

れを統合するという、そういった区画整理も考えてはどうかなという時代に来ているのでは

ないかなと思っていますよ。そういうことをしながら、公共施設の管理計画にある建物、老

朽化している古い建物はもう解体すると、そういった手法をとっていかなければ、先ほどか

ら何度もくどいように申し上げておりますが、維持管理費が膨らんで、これからの次世代に

つけを回すようなことだけは、私は行政に参画している一人としてやりきれないものがある

のですよ。そういうことになれば。そのことを私は強く申し上げておきたいなと思います。 

  新生活館ができたとすれば、避難施設にならない。それから、既存の施設の有効利用を図

るべきだと。今まで生活館は建て替えするとか改修工事をするとか、このまちづくりの上期

のこれを見たって、どこにも謳っていないし、載っていませんよ。なぜそういう、そこにお

金があるから、財源があるからやるのだということになるのですか。そこにお金があるから

やるのだということではなくて、やっぱり計画性のあるまちづくりをしていかないと、思い

つきの行政というのは、町長、マイナスになりますよ。 

それから町長、失礼だけれども、町長の去年のマニフェストの中にも、生活館を改修しま

すとか建て替えしますとかというのはないですよ。自分の見間違いだろうか。載っていたら

失礼になると思いますけれども。 

  そして、これからは、そのように人口がどんどんどんどん減少してくるだけに、やっぱり

６月の議会でも某議員が申し上げているように、私も常々申し上げてきました。広域行政の

充実というものを考えていかなければならないのではないでしょうか。私はそういった時代

が必ず来るという気がしてならないのですよ。平成合併したけれども、政府は失敗した。今

度何を考えているかという、合併という名をつけないで、圏域ということを考えて拠点にし
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た町を置いて、そこに各自治体が集中していくのだという、そういう圏域というものを今政

府は考えているのですよね。そういう広域行政の充実というものを、町長、真剣に考えてみ

てはどうでしょうか。私は、失礼ですけれども、財源がそこにあるからやるのだという、そ

ういう思いつきの行政ではなくて、ある程度計画に則ったまちづくりというものを進めてい

ただきたいと、かように思います。 

  ただ、先ほど町長も申し上げておりますし、自分もそれは思っておりますよ。住民のコ

ミュニティーがあるがゆえに難しい課題だ、問題であるということは私も思っていますよ。

だけれども、住民の生命とか財産を守る、そういう観点からいけば、この事業には反対せざ

るを得ないなと思っています。 

  昨日の答弁の中でも触れておりますけれども、今、文化交流会館で使っている団体が全部

入るかのような、そして、そこへ加えて未来塾の子どもたちもそこで入って学ぶのだという

ような答弁もしておりますけれども、なおさら危険度が高まるのではないですか。本町保育

所はそういうところにあるだけに、安心・安全を考えて、入江保育所と統廃合を考えるのだ。

生活館においては、年寄りだから、未来塾の子どもだから、良いというわけにいかないで

しょう。住民の命がそこにあるのですから。 

町長、大変申し訳ないのですが、断腸の思いで、この約１時間質問させてもらいましたけ

れども、そのことをもう少し考えて、町長に私は言いたい。失礼なことを言うかもわからな

いけれども、裸の大将だけにはなってもらいたくない。裸の大将だけにはなってもらいたく

ない。そのことを最後に申し上げて、第１問目は終わりたいと思いますけれども、町長の見

解があったら、もう一度お願いできればなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもの町は、本当に財政的に非常に厳しい町でございます。今、議

員がおっしゃっていただいたように、これから先もおそらく地方交付税は下がってくること

は間違いないかな。その中で、起債はできるだけ抑制していかなければならない。これも同

感でございます。さらには、今抱えている問題、町内で巡回バスが回っています。あるいは

子どもの将来のための学力向上に寄与できる何かがなければ、これも喫緊の課題であります。

そして、老朽化している施設がある。これも喫緊の課題である。それから、先ほど来、まち

づくり計画の中に入っていなかったのではないかというお話がありましたけれども、まちづ

くり審議会のほうとは十分協議をさせていただいておりました。それと、将来のこの町の姿

を見据えたときに、たまたま去年は、この計画は当初の執行方針の中にも載せていなかった

と確かに思います。それはそのとおりだと思います。 

ただ、法律が、昨年私どもも国のほうに要望に行ったときに初めて聞かされた話でありま

して、私どもの抱えている問題、悩み等々もお話をさせていただきました。その中で、８割

の交付金、これは全額補助になります。交付金になります。そして、残りの20％分、いわゆ

る２分の１については、交付税措置をすると。それで、何か地域に貢献できる事業があれば、

国としても応援していきたい。それにうまく乗っかれないかなというのが出発点ということ
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で、その後は、それを持ち帰ってきて各担当課のほうからそれぞれの関連する部署にお話を

通してほしいということで今日まできたわけでございますけれども、私ども、今、考えてい

る事業等々については、それはそれなりに何とか精査できるようなものになればなというふ

うにも思っております。 

何点か、先ほどお話しありました、公共施設のこれから先の、いわゆる統廃合も含めた検

討、これはやはり町の中の行財政改革の中でもただいま出ている問題でございまして、この

後やはりしっかり統廃合等々については検討をしていかなければならないだろうというふう

にも考えております。ただ、我が地域にはこういうものがあった、我が地域にはこういうふ

うなものがあったと、住民の皆様の強い要望はあろうかとは思いますけれども、そこのとこ

ろはしっかり議論をしながら進めていかなければならないなというふうにも思っております。 

いかんせん、財源的にはかなり厳しい町でございますので、これから先、ますます厳しく

なるであろう。良くなることはないだろうというふうには理解しておりますので、それに備

わったまちづくりを進めていかなければならないなというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それでは、昨日も一般質問であったわけでありますけれども、北

海道が観光税導入を検討中と。洞爺湖町の見解はということで、答弁もそこそこ聞いており

ますから、十分理解をしているわけでありますけれども、ここに載せてありますように、 

観光税収として11月から宿泊税を徴収する倶知安町を入れて10以上の自治体が宿泊税を導入

するとか、場合によっては入湯税を導入するとかということで、今協議中であると。 

私が心配するのは、例えばうちの町では入湯税もらっていると。今、お一人様というよ

りも、日帰りと宿泊は違いますけれども、大体総額で収入は１億300万円であったでしょう

か。それだけの収入を持っている町ですけれども、まだまだインバウンド対策であるとか、

あるいはまた場合によっては観光振興をもっとするための手法として、やはり改革してい

かなければならない、あるいはまた観光業者をもっともっと飛躍できるような育成事業と

いうものも考えていかなければならないだろうなと思えば、今の税収額相当で良いのかど

うなのかということもあろうかと思いますけれども、何といっても心配するのは、観光税

ということで道が制定した場合に、我が町に与える影響度というのはどうなのだろうなと

いうことが一番心配なのですよ。もっと観光事業者が羽ばたけるような、そういう状況下

になる税収であるという認識を私はしておりませんので、だとするならば、入湯税をいた

だいている洞爺湖町として、観光税が導入された場合は、どのような変化があるのか。 

昨日、参与のほうからは反対の立場を貫くということを聞かされておりますから、よし

よし、それは我々議会も応援したほうが良いなと、私は個人的にそう思っているわけであ

りますけれども、道が観光税を導入した場合に、洞爺湖町に与える影響度というのはない

のだろうかなという、その辺をもう少し答弁いただければなと思っております。二重課税

になる。定山渓あたりは、定山渓は入湯税をとっている。札幌市は宿泊税をとるという、

道は観光税をとるという、そうしたら、３課税ということになりますので、洞爺湖町の場
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合は二重課税という課題も出てくるだけに、どういう見解を持ってこれから道との協議あ

たりもなるのではないかなと思いますけれども、どういう姿勢で臨んでいこうとしている

のか、その辺を伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 鈴木経済部参与。 

○経済部参与（鈴木清隆君） 北海道の観光の状況からお話ししていきたいと思います。 

  平成29年度、観光客入り込み客数は5,610万人となっておりまして、年々増加している外

国人に関しましては279万人、５年ほど前の３倍以上に増えている状況であります。そうし

た中で、北海道においては、179市町村いろいろな観光振興事業を執り行う中で、観光税と

いう中で、宿泊者から徴収をして観光振興につなげていきたいという道の考え方がございま

す。 

その部分におきましては、昨日もお話ししたとおり、洞爺湖町においては、まず一つは

洞爺湖町は今、１泊のお客様に関しましては150円の入湯税をいただいております。これに

さらに北海道の宿泊税が加算されますと、それ以上、もしかすると倍以上の宿泊税をとら

れる形になります。そうした部分では、今影響してくる分においては、ホテル・旅館にお

いては、町税であります入湯税、また道税となります宿泊税の両方を宿泊者からとること

によっては、やはり泊まられる方々に、いただいている税に関しての理解をしっかりとし

ていかないといけないという部分。また、近年ですけれども、今までは宿泊客がどんどん

うなぎ登りに上がってきている状況ですけれども、昨年の胆振東部地震の後に、やはり観

光客が少なからず減少している中、その金額を二重課税という形の中でとるべきなのかと

いう考えを持っているところでありまして、昨日もお話ししたとおり、洞爺湖町において

は反対と。 

ただ、全て反対を貫いていっても、やはり北海道がとる部分がまた出てくるかもしれま

せんので、先ほどお話ししたとおり、札幌の都市部のシティホテルでは宿泊税、また定山

渓とかあるところでは入湯税にまた宿泊税を乗せて道税がとられる、そういうことのない

ような減免等も北海道には働きかけていかないといけないと思っています。 

それにはまず、洞爺湖町へ泊まられる観光客の方々に満足していただけるような部分で

のサービスを提供する中での税でありますので、その趣旨に沿った中で、これから道の部

分に反対、それとともに町に関しては入湯税を有効に使って、振興事業を執り行っていき

たいと考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 入湯税については、関係機関等も旅館組合あたりになるのかな、

そういう機関ともやっぱり十分協議を踏まえて、何といっても、旅館業者も観光業者もそ

ういう企業にマイナスになるような、デメリット志向になるようなことだけは避けるべき

だなと。 

したがって、例えば入湯税、今日の新聞にも載っているようでありますけれども、入湯

税も今後考えてみたいというような内容も載っているようでありますけれども、やはり十
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分関係機関等の合意を得られるような、そういうコミュニケーションを深めて考えるべき

だなと。 

このことについては、町長ね、大事なことですから、町長自らも関係者と膝を交えて話

して、やっぱりやったほうが僕は良いのではないかなという思いを持ちますので、ぜひ最

後に一言あれば、お願いできればなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 昨日も答弁させていただきましたが、道の観光税、あるいは宿泊税

等々について、３年ぐらい前からお話がありました。どうも考え方の中に、どういうふう

に徴収をするのか、あるいはどういうふうに賦課するのか、そしてその使途はどういうふ

うなものに使うのかということが明確に示されていなかったと。全道各地のほうから、こ

れはもうちょっと待ってくれないかという申し出があり、それを取り下げたという経緯が

ありました。今回新しい知事になられて、また財源捻出だけを考えているのではないかな

というふうに思わざるを得ない、今対応がなされております。 

  具体的に言うと、道の指示を各振興局、そちらのほうに下ろして、振興局のほうから各

市町村のほうに具体的な説明があったのかということになりますと、これはまだございま

せん。そんな中、道の本部だけで何か動いている節があるのかな。昨日も申しましたけれ

ども、総務省のほうとも事前協議をしているというふうなお話も入ってきましたが、どの

程度の話をしているのかも私どもの耳にはまだ入ってきていない状況がございます。 

今、私どもの町の状況を考えたときには、宿泊費をお支払いになります。宿泊費を払っ

て、それに入湯税をいただいております。さらには、ホテルに入ったときにはサービス料

ですとか、いろいろな細かい税金が賦課されてくると。道内の各ホテル・旅館の中でも、

今単価が１泊２万円、３万円というホテルが相当増えてきているというふうな状況があり

ますが、私どもの地域のホテルにつきましては、そんな単価を設定しているところはほと

んどないかなと。ただ、新しくこれから来られるところについては別かもしれませんけれ

ども、そんな中、噴火災害があって、補修費にも相当お金をかけ、来ていただいたお客様

に喜んでいただけるようなサービス、お料理を提供して、今日まで何とか生き延びてきて

きたと。そこで宿泊税になるのか、あるいは観光税になるのか、その使途目的がはっきり

していない中で、これらについては、町としては反対の立場。それは、私どもの町だけで

なくて、胆振管内、特に西部を中心として、登別市、伊達市、室蘭市、そして３町、こち

らのほうはたまたま顔を合わすことがありますので、何とかこの問題については、宿泊税、

観光税の導入については反対の立場でいこう。 

ただし、目的税でございました入湯税については、それぞれの事情もあるので、地域の

皆さんとよく協議し、理解を得た中でその内容等々について、仮に料金の増ですとか、そ

ういうものも含めながら、検討していこうと。これは各町、胆振のほうについてはそうい

うふうな考え方で今走っているところでございまして、私どもの町としては道に対して宿

泊税、あるいは観光税になるようなものについては、反対の立場をとっていきたいという
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ふうに考えております。 

○議長（大西 智君） これで、１番、越前谷議員の質問を終わります。 

  一般質問は、これで終了いたします。 

  ここで、休憩といたします。再開を11時35分といたします。 

（午前１１時２２分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時３５分） 

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

◎同意第３号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（大西 智君） 日程第３、同意第３号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の１ページをお開き願います。  

   同意第３号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてでございます。洞爺湖町表彰条例第３

条の規定により、下記の者を表彰することにつき、議会の同意を求めるものでございます。  

６月に条例改正をして、今回から功労表彰が全てでございますが、まずお一人目、洞爺湖

町青葉町101番地３の宮田敏夫氏でございます。続いて、洞爺湖町入江190番地66、岡田光弘

氏、続いて、洞爺湖町青葉町94番地39、皆川一男氏、洞爺湖町入江190番地、小松晃氏、洞

爺湖町成香78番地、佐々木良一氏、洞爺湖町入江21番地27、藤野幸治氏の６名でございます。 

 それでは、功労の概要等を説明資料で説明をさせていただきます。 

議案説明資料の１ページでございます。  

まず、宮田敏夫氏、70歳でございます。昭和58年から平成30年までの35年の永きにわたり、

農業協同組合代表理事組合長及び副組合長並びに理事として地域農業の振興を発展に尽力さ

れ、特に馬鈴薯出荷施設、野菜集出荷施設の整備、人参洗浄選別機の導入、雪蔵野菜貯蔵施

設の建設に奔走されるなど、地域農業の向上と発展にご尽力された功績によるものでござい

ます。該当は、３条の２号になりますが、産業の振興、経済発展等に対する寄与、基準が20

年以上でございますので、これに該当するものでございます。また、宮田氏においては、平

成15年から平成27年までの３期12年の永きにわたり議会議員として町政に参画され、地方自

治の振興等にも寄与されている方でございます。 

続いて、岡田光弘氏、88歳でございます。昭和63年から平成31年までの30年の永きにわた

り、農業協同組合参事として携わってきた関係から、虻田馬頭観世音碑保存協賛会役員とし

て協賛会の設立から解散までの間、毎年例大祭を開催し、供養を実施してこられ、「入江馬

頭観世音碑」の北海道文化財の指定の他、「有珠虻田牧場と馬頭観世音碑」や「虻田の馬頭

さん」を発行するなど、調査研究を精力的に行い、文化財の保護に尽力された功績によるも
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のでございます。条例の該当は、３条の第５号、教育、文化、体育振興の功績で、20年以上

が基準でございますので、これに該当するものでございます。また、岡田氏については、平

成10年から虻田町の代表監査委員として地方自治の振興発展等にも寄与された方でございま

す。 

続いて、皆川一男氏でございます。87歳でございます。平成７年から平成27年までの20年

の永きにわたり、虻田町並びに洞爺湖町陸上競技協会会長として、また、体育協会会長並び

に洞爺湖マラソン大会長として住民のスポーツ活動の推進を図り、当町における体育振興に

尽力された功績によるものでございます。条例の該当は、第５号の教育、文化、体育振興、

20年以上に該当いたします。また、皆川氏におかれましては、12年の永きにわたり、虻田町

並びに洞爺湖町議会議員として町政に参画され、さらには、平成24年まで青葉２区自治会長

として地方自治の振興と発展に貢献をされた方でございます。 

続いて、小松晃氏、75歳でございます。平成15年から平成31年までの４期16年の永きにわ

たり議会議員として町政に参画され、その間、総務常任委員長、議会広報常任委員長、議会

運営委員長などを歴任し、本町の地方自治の振興発展に寄与された功績によるものでござい

ます。条例の第６号、地方自治の振興、16年以上に該当するものでございます。 

次のページでございます。 

佐々木良一氏、74歳でございます。平成３年から平成31年まで８期26年の永きにわたり議

会議員として村政及び町政に参画され、その間、議長、副議長、経済常任委員長、議会運営

委員長などを歴任し、本町の地方自治の振興発展に寄与された功績によるものでございます。

６号の地方自治の振興、16年以上に該当いたします。 

最後に、藤野幸治氏、53歳でございます。昭和62年から平成31年までの32年余の永きにわ

たり、虻田消防団及び洞爺湖消防団として幾多の災害に対し、常に第一線に立ち奮闘し、各

種の災害から住民の生命、身体、財産等の保護に大きく貢献された功績によるものでござい

ます。６号の地方自治の振興、30年以上に該当いたします。 

以上、ご提案を申し上げます。  

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。  

これから質疑を行いますが、確認程度の質疑としたいと思います。質疑ありますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。  

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

ますが、これにご異議ございませんか。  

               〔「異議なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。  

   したがって、討論を省略することに決定いたしました。  

   これから、同意第３号洞爺湖町表彰条例に基づく同意についてを採決いたします。  

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

               〔起立全員〕  

○議長（大西 智君） 起立全員であります。  

    したがって、同意第３号洞爺湖町表彰条例に基づく同意については、同意することに決定

いたしました。  

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

◎報告第６号及び報告第７号の一括上程、説明、質疑  

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第６号健全化判断比率の報告について及び報告第７号

資金不足比率の報告についてを一括して議題といたします。  

   一括して報告を求めます。  

   森副町長。  

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の２ページでございます。 

報告第６号、それから報告第７号を一括してご報告させていただきます。  

   まず２ページの報告第６号健全化判断比率の報告についてでございます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成30年度決算に

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

ます。  

    次のページをお開き願います。健全化判断比率の状況でございます。 

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

比率については11.3％、将来負担比率については58.6％となっております。 

続いて、報告第７号、４ページになります。資金不足比率の報告についてでございます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成30年度決算に

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

のでございます。  

次の５ページをお開き願います。三つの会計です。水道事業会計、それから公共下水道事

業特別会計、簡易水道事業特別会計、いずれも発生をしていない状況でございます。  

以上、２件、一括して報告をさせていただきます。  

○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。  

               〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。  

    以上で、報告第６号健全化判断比率の報告について及び報告第７号資金不足比率の報告に

ついての報告を終わります。  

  ここで、休憩をいたします。再開を１時といたします。 

（午前１１時４６分） 

────────────────────────────────────────── 
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○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

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

◎報告第８号の上程、説明、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第５、報告第８号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の 

報告についてを議題といたします。  

    報告を求めます。  

    森副町長。  

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の６ページをお開き願います。 

報告第８号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告についてでございます。 

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

のページから報告書になっておりますけれども、10ページをお開き願います。 

10ページに事業の概況が付いておりまして、当期事業の経過と成果ということで、ちょっ

と端折って説明しますけれども、当期は、例年通り４月25日にオープンし、10月31日までの

190日間営業いたしました。 

中段に飛んで、天候なども非常に悪かったということもありますが、キャンプ場の年間利

用者数は、前年より700人減となる１万3,067人にとどまり、前年比94.9％の厳しい結果とな

りました。平成30年度の売上総利益は2,247万円で、販売費および一般管理費など経費は

1,959万8,000円、単年度では287万2,000円の黒字でございましたが、原価償却費462万4,000

円を算入し、営業外収益・費用を加算した当期決算における経常利益を三角の173万8,000円

といたしました。 

一番下に行きますけれども、さらに今後ともキャンプ場としての魅力を広げ、経営の安定

と事業発展に向け、一層努力をしてまいりたいとなっております。 

    それから、次、13ページに飛びますが、13ページ、貸借対照表でございます。 

まず、資産の部でございます。流動資産でございますが、現金及び預金で5,827万1,395円、

商品で12万3,982円、前払費用で１万4,700円、合計で5,841万77円でございます。固定資産

で6,851万8,422円、有形固定資産で3,494万6,842円、無形固定資産で3,351万8,500円、投資

その他の資産で５万3,080円ということで、トータルで資産の部合計１億2,692万8,499円で

ございます。 

   右側の負債の部でございます。 

流動負債で、預り金１万1,100円、未払消費税37万2,000円で、合計で38万3,100円でござ

います。 負債の部合計38万3,100円。 

純資産の部でございます。資本金で１億4,950万円、それから利益剰余金で繰越利益剰余

金、三角の2,295万4,601円、純資産の部合計で１億2,654万5,399円、負債及び純資産の部合

計で１億2,692万8,499円となっております。  

続いて、右側14ページ、損益計算書でございます。 
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純売上高で一番右側になりますが2,379万2,722円、売上原価で期末卸売残高132万2,418円、

売上総利益で2,247万304円。経費のほうですけれども、販売費及び一般管理費で2,422万

2,780円、営業損失が175万2,476円、営業外収益で２万7,108円、計上損失で173万8,514円と

いうようなことになっております。  

以下は省略をさせていただきまして、以上、ご報告とさせていただきます。  

○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。質疑ありますか。  

                〔「なし」と言う人あり〕  

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

以上で、報告第８号株式会社グリーンステイ洞爺湖の運営状況の報告を終わります。 

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

◎議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第６、議案第16号洞爺湖町森林環境譲与税基金条例の制定につい

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17ページでございます。 

  議案第16号洞爺湖町森林環境譲与税基金条例の制定についてでございます。 

洞爺湖町森林環境譲与税基金条例を次のように定めるものでございます。 

この基金条例は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、洞爺湖町森

林環境譲与税基金を設置するものでございますが、概要についてちょっとお話しさせていた

だきますけれども、この税の創設でございますけれども、温室効果ガス排出削減目標の達成、

あるいは災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、

森林環境税及び譲与税を創設するものでございます。 

この課税ですけれども、課税については令和６年度から始まるということでございまして、

納税義務者が国内に住所を有する個人に対して課税する国税ということでございまして、税

率は、市町村の個人住民税と合わせて1,000円を上乗せして徴収するというものでございま

す。 

譲与税のほうですが、これについては今年度、令和元年度から譲与を開始するということ

でございまして、譲与総額については、森林環境税の収入額全額に相当する額を市町村及び

都道府県に譲与するというものでございます。使途につきましては、市町村においては間伐

あるいは人材育成、担い手の確保、木材の利用の促進、あるいは普及啓発、森林整備、その

他林業関係促進に関する費用に使うというようなものでございます。 

都道府県については、森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用ということでござ

いまして、譲与の割合でございますが、最終的には市町村に９割、そして都道府県に１割が

入ってくるということですが、当面、都道府県の調査関係がいろいろ森林関係は所有者等が
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あるということで、当面は都道府県に２割、市町村に８割の割合で入ってくるというような

ものでございます。 

それでは、議案書に戻って、17ページの条例の中身についてご説明をさせていただきます。 

議案書のとおりに説明させていただきますが、第１条でございます。設置の趣旨でござい

ますが、洞爺湖町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発など

の森林整備、その他その促進に必要な事業に要する経費に充てるため、この基金を設置する

というものでございます。 

第２条は、積立てでございます。基金に積み立てる額は国から譲与される森林環境譲与税

の額に基づき、予算において定める額としております。 

第３条は、基金の使用でございます。基金は第１条に規定する森林整備などの事業に要す

る経費に充てるために使用することとし、第２項において、基金を使用する場合は一般会計

の歳入に繰り出し、歳出として支出するものとしております。 

第４条は、現金の管理についての規定でございます。 

第５条は、運用益金の処置についてでございます。基金の金融機関への預金による利息や

森林整備事業による木材の売買等により生じる収益については、この基金へ編入するという

内容でございます。 

第６条は、繰替運用でございます。財政上必要があるときは、繰り戻しの方法等を定めて、

歳計現金に繰り替えて運用することができることとしております。 

第７条は、委任の規定でございます。 

最後に、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第16号洞爺湖町森林環境譲与税基金条例の制定についてを採決します。 

お諮りいたします。 

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第16号洞爺湖町森林環境譲与税基金条例の制定については、原案のとお

り可決されました。 

────────────────────────────────────────── 
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◎議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第７、議案第17号消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条

例の整理についてを議題といたします。  

    提案理由の説明を求めます。  

    森副町長。  

○副町長（森 寿浩君） それでは、議案書の19ページでございます。 

  議案第17号消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理についてでございます。 

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める

ものでございます。 

   条例の制定の趣旨でございますが、令和元年10月１日から消費税率が地方消費税と合わせ

て10％に引き上げられます。このことから、水道事業、それから簡易水道事業及び下水道事

業につきまして、それぞれ消費税課税事業者となっておりまして、消費税の円滑かつ適正な

転嫁を図るため、水道事業給水条例、それから簡水事業給水条例及び公共下水道条例につい

て所要の改正を行うものでございます。また、現行条例における税率表記から消費税相当額

という文言での整理に合わせて改正するものでございます。 

   では、内容について議案説明資料によりご説明をさせていただきます。 

   議案説明資料、３ページでございます。新旧対照表になります。 

    まず、水道事業の給水条例関係でございます。第13条の工事費の算出方法でございますが、

施行する工事費は、第１項各項に掲げる費用及び第２項に掲げる費用の合計額に「100分の

108を乗じて得た額」という文言から「消費税法に定める消費税及び地方税法に定める地方

消費税に相当する額を加算した額」と改めるものでございます。 

   次に、19条の２項でございますが、水道利用加入金でございます。メーター口径に応ずる

別表第4に定める額に「当該定める額に課される消費税相当額を加算した額」と改めるもの

でございます。 

    続いて、27条でございます。料金及び、それから第31条の特別な場合における料金の算定、

それから次のページにわたりますが、34条のメーターの使用料につきましても、それぞれ

「消費税相当額を加算した額」に改めるものでございます。 

    続いて、５ページの簡易水道の新旧対照表でございます。 

   簡易水道につきましても、水道事業と同様に、第３条の料金及び第４条のメーターの使用

料について「消費税相当額を加算した額」にそれぞれ改めるものでございます。 

   続いて、６ページでございます。今度は公共下水道の新旧対照表になります。 

   これにつきましても同様に、第21条の使用料の算定方法について「消費税相当額を加算し

た額」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、20ページになります。 

   議案書20ページ、附則でございます。施行期日でございますが、この条例は、令和元年10

月１日から施行するものでございます。 
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    経過措置でございますが、第２項では、施行日前に給水装置工事の申し込みをしたものに

ついて、水道事業給水条例にかかわる改正規定は適用せず、従前の例によるとした経過措置

を、それから第３項及び第４項におきましては、施行日以後に最初に行う検針に係る水道料

金について、水道事業給水条例、簡易水道事業給水条例の改正規定は適用せず、従前の例に

よるとした経過措置を、第５項につきましては、施行日以後最初に算定される下水道使用料

について、公共下水道事業条例の改正規定にかかわらず、なお従前の規定によるとした経過

措置を定めたものでございます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第17号消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理についてを

採決いたします。 

お諮りいたします。 

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第17号消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理について

は、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第８、議案第18号洞爺湖町印鑑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21ページでございます。 

  議案第18号洞爺湖町印鑑条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定めるものでございます。 

  改正の趣旨でございますが、住民基本台帳法施行令等の改正に伴い、条例規定を改めるも

のでございます。 

改正の主な内容でございますが、氏に変更のあった者は、住民票に旧氏の記載を求めるこ

とができることとなったため、旧氏による印鑑登録を行うことができるようにするものでご
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ざいます。 

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７ページになります。印鑑条例新旧対照表でございます。 

第６条第１項第１号中「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号。以下

「令」という。）第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」を加え、「住民基本台

帳法施行令（昭和42年政令第292号）第30条の26第１項」を「令第30条の16第１項」に改め、

「又は氏名」の部分を「又は氏名、旧氏」に改め、同項第５号中「その他氏名」を「その他

氏名、旧氏」に改めるものでございます。 

第11条第１項第４号中「氏又は」を「氏（氏に変更があった者にあっては、住民票に記載

がされている旧氏を含む。）若しくは」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、附則でございますが、この条例は、令和元年11月５日か

ら施行するものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 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。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回の印鑑条例の改正ですが、今までは旧姓など、旧氏を住民基本台

帳には記載することができなかったわけですが、そうすると、今度は旧姓についても登録で

きるようになるということになると、行政のいろいろな手続上にもどの程度これが反映され

ていくのか、ちょっとその辺説明いただけますか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 住民票等に旧氏が記載されることに伴いまして、マイナンバー

カード、個人番号になりますけれども、これは社会保障分野、あと税分野におけるマイナン

バーの提示が必要な場面で国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関

などに対し、マイナンバー等身分を証明する書類提出としてご利用いただけるようなものに

なってございます。 

  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） 限定的な話を今されたのかな。つまり、これまで印鑑登録をされてい

た氏名と旧氏名が今度は混在するような形で住民登録されるということだと思うのですが、

そうすると、これまでの印鑑登録をされている名前と同じような扱いを今後行政の申請書類

のときに利用することができるのかどうかということなのですが、今のマイナンバーの話は、

マイナンバーが出せないときには他に３種類の、確か証明証が必要だったと思うのですが、

そういうときの活用にも使えるということなのですか。ちょっと教えてください。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 住民票の記載につきましては、結婚等によりその時点で名乗って
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いる性と旧氏が併記して記載されるようになってございます。印鑑登録につきましては、ど

ちらかを選択して登録するということになります。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 今聞いているとわかりにくかったのだけれども、後からで結構ですけ

れども、そういった様式みたいなものを。ちょっと住民の方にもわかりづらいかなと思って。

今こうやって議会を通して質問されたけれども、聞いていてぴんとこなかったです。様式み

たいなものが今度新しく変わるのでしょう。それを住民の方にわかるようにしてもらいたい

し、ここにいる議員にもわかるような、決算特別委員会の後でも結構ですけれども、渡して

もらいたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 後で資料を提出させていただきたいのと、あと住民に対してはわ

かりやすいような内容に直して、周知徹底を図っていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第18号洞爺湖町印鑑条例の一部改正についてを採決します。 

お諮りいたします。 

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号洞爺湖町印鑑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19号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第９、議案第19号洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部

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22ページでございます。 

  議案第19号洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町税条例等の一部を改正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
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ございます。 

  改正の趣旨でございますが、令和元年10月１日より自動車取得税が廃止される一方、軽自

動車の取得者に対して課される軽自動車税環境性能割が創設されます。軽自動車税環境性能

割にかかわる賦課徴収については、当分の間、普通自動車取得税と同様に市町村に代わって

北海道が行うこととされています。その中の非課税、課税免除及び減免にかかわる事務が市

町村で取り扱いが統一されない場合に、一度北海道に軽自動車税環境性能割を納付していた

だき、その後、町に対して購入者が減免申請をすると、そういった手続が必要になってくる

ということで、納税者の方への負担が多くなることが想定されているということでございま

す。よって、本条例改正によって納税者の手続を簡素化し、全道統一の取り扱いをするため

の改正でございます。また、改正規定中の文言について「道及び道知事」とあるのを「北海

道及び北海道知事」に改めるものでございます。 

  次に、議案説明資料で先に説明しますけれども、非常にわかりづらい部分がありますので、

その後で参考資料として、今の条例一部改正の参考図的なものを付けておりますので、条例

の中身の後にこれで簡単にまた説明させていただきます。 

  それでは、議案説明資料の８ページでございます。 

  新旧対照表でございまして、第１条の２のうち、洞爺湖町税条例附則第15条の次に５条を

加える改正規定中「道」とあるのを「北海道」に、それから「道知事」とあるのを「北海道

知事」に改め、また、洞爺湖町税条例附則第15条の３の軽自動車税の環境性能割の減免に対

する改正規定に、北海道の例に統一することを目的として、「北海道における自動車税環境

性能割の減免の例により」の一文を追加して、第15条の６の次、次のページになりますが、

15条の７を追加することとして、軽自動車税の環境性能割の非課税の適用を北海道における

課税免除の例により適用するとしたものでございます。 

  続いて、先ほど申し上げました図解の参考資料が別途付いていると思いますが、議案第19

号参考資料という１枚しか付いていませんけれども、よろしいですか。 

  一応図解したものなのですが、一番上の段から、従来という形で、今年９月30日までは自

動車取得税、これが普通自動車、それから軽自動車ともに道税ということで、道が徴収して

市町村へ交付金として交付していたというものでございます。 

真ん中の枠でございますが、環境性能割という形の中で、今度は軽自動車の環境性能割と

いうのは町税、そして普通乗用車は環境性能割、登録自動車というのが道税と二つに分かれ

るということで、道税のほうは当然道が徴収をして今までどおり交付金として市町村へ交付

するということで、一方の町税の環境性能割、軽自動車の部分ですが、これについては町税

になりますので、購入者または販売者が町に対して手続をして減免、あるいは軽減の還付を

受けるというような形でございます。 

一番下になりますが、それを当面、町税の部分、軽自動車の部分も課税徴収については道

が行うと､一括して行うというような扱いになります。一括して道が扱うということを条文

上可能にするために、今回の条例改正をして北海道の例によるというような手続をすること



－143－ 

により、一番下のバッテンがついておりますが、購入者又は販売者が町への手続を不要にす

るというような形になります。一括して道が受けた分は、今まで通り道の普通自動車の分に

ついては市町村に交付金として交付され、町税を集めた部分については道のほうから町の税

金として町の環境性能割の税に充当されるというような流れになります。 

議案書の22ページでございます。附則でございますが、この条例は、公布の日から施行す

るというものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第19号洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部改正についてを採決

します。 

お諮りいたします。 

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第19号洞爺湖町税条例等の一部を改正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20号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第10、議案第20号洞爺湖町定住促進住宅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23ページになります。 

  議案20号洞爺湖町定住促進住宅条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町定住促進住宅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につきましては、今年度11月に完了予定でございます、花和定住促

進住宅を条例に加えるための一部改正でございます。 

議案説明資料の10ページをお開き願います。 

新旧対照表でございますが、現在、定住促進住宅は洞爺に２棟16戸ございまして、レジデ

ンス洞爺ＡとＢということで規定をされておりますが、それに加えまして、レジデンス花和



－144－ 

Ａ、それからレジデンス花和Ｂ、今回も２棟でございますが１棟２戸、合計４戸でございま

す。それを加えるもので、住所については虻田郡洞爺湖町花和171番地２を加えるというも

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、令和元年11月１日から施行するものとし、準備行為としまして、入居者の決

定に関し、必要な手続、その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるこ

ととしております。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 簡単な質問でございますけれども、私、６月の一般質問で、今、人

口減少を食い止める策として、一つはこういった定住促進住宅がある程度効果が出ているの

だということで説明を受けた経緯がございまして、花和というところにも新しくできたとい

うことで、10月中旬が完成予定だということですが、募集をいつ頃から始められるのかとい

うことと、まだ正式ではないですが、月浦の公営住宅を解体後に月浦地区でもこういった定

住促進住宅の予定をしたいようなことをちょっと聞いた記憶がございますが、レジデンスと

いう名称のシリーズをずっとまた続けていくのかなということを思うと、定住促進のために

つくられた、名称にこだわるわけではないですが、レジデンスという名前をつけた思いを

ちょっと伺いたいなと。どんなことをイメージして付けられたのか、伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 申し込みの周知なのですが、10月広報等で募集するというこ

とで、回覧で募集するということにしております。 

  レジデンスの名前でございますが、当初洞爺のほうにつくったときに、レジデンスは住宅、

居住という意味がありまして、パーマネントレジデンスということで定住者という意味で、

レジデンスということで定住移住という言葉に造語ということでネーミングをさせていただ

きました。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第20号洞爺湖町定住促進住宅条例の一部改正についてを採決します。 

お諮りいたします。 
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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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第20号洞爺湖町定住促進住宅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21号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第11、議案第21号洞爺湖町水道事業給水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24ページでございます。 

  議案第21号洞爺湖町水道事業給水条例の一部改正についてでございます。 

  洞爺湖町水道事業給水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。 

  条例制定の改正の趣旨でございますが、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月１日

から施行されることとなり、指定給水装置工事事業者制度の改善として、指定業者の５年間

の更新制度の導入が盛り込まれたことから、指定手数料の改定にかかわる条例改正を行うも

のでございます。 

  議案説明資料の11ページをごらんいただきたいと思います。 

  資料の11ページ、新旧対照表でございます。別表３の２指定給水装置工事事業者登録手数

料１件につき「１万円」を「2,000円」と改めるものでございまして、今まで、これは１回

切り１万円ということで年限がなかったわけですが、今回５年に一度というような手続に

なったことから、2,000円というのは現在の排水設備指定者の指定登録料が５年で2,000円と

いうことから、同一にした2,000円というふうに改定をしたものでございます。 

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

例は令和元年10月１日から施行するとしております。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第21号洞爺湖町水道事業給水条例の一部改正についてを採決します。 

お諮りいたします。 
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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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第21号洞爺湖町水道事業給水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22号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第12、議案第22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25ページでございます。 

議案第22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。 

  改正の趣旨でございます。行政報告でも申し上げておりますが、ふるさと納税事務の誤り

によって545名の方が税控除をそのままでは受けられないという状況に至ったことから、控

除されるように事務処理対応をしてきたところでございます。結果、117名の方に確定申告

をしていただくことにより、全ての処理が完了したというところでございます。 

この事務の誤りによって、町民の皆様の信用を一部失墜したこと、またふるさと納税で洞

爺湖町を応援していただいている皆様にご心配、そしてご面倒をおかけしたということに鑑

み、町長、副町長の給与の減額について提案をするものでございます。条例の中身は書いて

おりますけれども、内容につきましては、10月の１カ月分、町長の給料を10％、それから副

町長の給料を５％減額するものでございまして、ご理解をお願いしたいというふうに思って

います。 

また、ふるさと納税については、洞爺湖町では特に子育て支援事業等に充当しているもの

でございまして、ふるさと納税を通じてご支援いただいている皆様には、引き続きご支援を

いただければ大変幸いでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

１番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 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する条例の

ご提案を受けたわけでありますが、いわゆるふるさと納税者にも迷惑をかけたと、あるいは

また正規の当町の住民の方々にも信用性に欠けたと、こういうことで減額をするということ

なのですが、私は、今まで三十数年間町議会議員をやって、こういう理事者が減額をしたと
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いうのは過去に二度あったかないかということなのですよね。 

  それで、私は基本的に反対なのですが、減額する基準というのはあるのでしょうか。減額

しなければならない基準というのはあるのでしょうか。その辺伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） 基準でございますけれども、上限10％で、期間はございません。

上限の金額が10％ということで規定しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 規則では、はっきりした明記は謳っておりません。ただ、多くの皆様、

そして洞爺湖町にふるさと納税として納付をしていただいた皆様、何とかふるさと納税の分

を減免できるよう、今まで連絡を取り合ってまいりました。ある意味、全員の方にご連絡が

とれ、今後引き続き洞爺湖町に対してふるさと納税で支援をしてまいりたいという温かいお

言葉もいただいております。これを契機に、また町民の皆様にも多大なご迷惑をおかけした

ということから、町としては一つのけじめとして、今回、町長及び副町長。 

なお、担当職員については、これはもう非常に簡単なところでございました。今、仕事は

全部インターネットでできるような状況になっておりまして、確認のボタンと、それからも

う一つ確認のボタンを押さなければならなかった。そのもう一つの確認ボタンを押すのを間

違って押さないでしまった。そこに原因がありまして、原因も今回はっきり究明できまして、

職員にはもう少し慎重にやってもらいたい。それと、管理監督に当たる課長職、私どもの場

合には部長ですけれども、そこについては職員の仕事に目配り気配りをしてほしいと。これ

も一つのけじめとして懲戒処分、あるいは減免の処分をさせていただいたところでございま

すので、どうかご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第22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。 

お諮りいたします。 

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第22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23号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第13、議案第23号町道の路線変更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ページになります。 

  議案第23号町道の路線変更についてでございます。 

道路法第10条第２項の規定により、町道路線を次のように変更するものでございます。路

線番号で199番でございますが、洞爺湖温泉のみずうみ通り線、それから洞爺湖温泉の大通

り線でございますが、洞爺湖温泉の道道中央通りの完成によって道と町道の認定の関係から

変更するものでございます。みずうみ通り線については、410.4メーターから新しく474.2

メーター延長となって認定となります。それから、洞爺湖温泉大通り線については、従来

973.1メーターが今度は1,461.7メーターに延長されるというものでございます。 

議案説明資料の12ページに図面が付いておりますので、位置だけ確認させていただきます

が、まず199のみずうみ通り線、旧認定で410.4メーターですが、道南バスのセンターと、そ

れからビジターセンターの間に大きな十字路がございますが、今の基点がその十字路から山

側に向かって右側に延びていると。図面では左側に延びているということで、今度新しくな

るのは、その十字路から湖側の信号機のあるところから延長されるということで延長が長く

なるというものでございます。 

それから、309の大通り線でございますが、現在は、今お話しした信号機のところから壮

瞥温泉側「華美」のほうへ向かって認定されておりますが、今度は新しく札幌側に信号がつ

いて分かれ道になっておりますが、そこを基点にして壮瞥側に延びるということでの延長で

ございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第23号町道の路線変更についてを採決いたします。 

お諮りいたします。 

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第23号町道の路線変更については、原案のとおり可決されました。 
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────────────────────────────────────────── 

◎議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第14、議案第24号町道の廃止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27ページでございます。 

  議案第24号町道の廃止についてでございます。 

道路法第10条第１項の規定により、町道路線を次のように廃止するものでございます。こ

れも参考資料に、先ほどの前段の議案の隣のページに図面が付いておりますが、１本は路線

番号152番、洞爺湖温泉本通り線、430.67メーター、それから157番、桜ヶ丘通り線、115

メーターを廃止するものでございまして、図面を見ていただければわかりますが、今の中央

通りの部分で本通り線の430.67メーター、それから札幌側のカーブから信号機のあたりまで、

157番の桜ヶ丘通り線115メーターを廃止するというものでございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第24号町道の廃止についてを採決します。 

お諮りいたします。 

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第24号町道の廃止については、原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決  

○議長（大西 智君） 日程第15、議案第25号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変

更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28ページでございます。 

  議案第25号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についてでございます。 

洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のとおり変更したいので、過疎地域自
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立促進特別措置法第６条第７項において準用する同上第１項の規定に基づき、議会の議決を

求めるものでございます。 

それでは、次のページに変更が出ておりますが、今回の過疎計画の変更につきましては、

ジオパークの関係で、過疎地域等自立活性化推進交付金100％の総務省の補助でございます

が、これをいただいてふるさとづくり推進事業を進めていくというようなことでの追加の変

更でございます。 

なお、年度ごとの概算事業費については議案説明資料の14ページ、一番後ろのページにな

りますが、記載のとおりでございますので、後ほどお目を通し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（大西 智君） 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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第25号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についてを採決し

ます。 

お諮りいたします。 

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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第25号洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更については、原

案のとおり可決されました。 

  ここで、休憩といたします。再開を２時10分といたします。 

（午後 １時５９分） 

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

○議長（大西 智君） 再開をいたします。 

                                （午後 ２時１０分） 

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

◎議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第16、議案第26号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算に

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30ページでございます。 



－151－ 

議案第26号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによるもの

でございます。 

歳入歳出予算の補正で、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億2,995万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億4,165万円とするものでござ

います。 

債務負担の補正、地方債の補正とありますが、33ページをお開き願います。 

債務負担行為の補正で、洞爺湖町営バス運行管理業務に係る指定管理料で５万8,000円の

追加でございます。それから地方債、これも追加でございますが、本町生活館建替事業で

330万円、高砂公園長寿命化事業で350万円の追加で、いずれも合併特例債でございます。  

下の変更部分でございますが、虻田地区道路等環境整備事業で１億3,400万円を１億9,590

万円に変更するものでございます。臨時財政対策債については、額の確定によるものでござ

います。 

それでは、事項別明細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、４ページ、５ページになります。 

４ページの、まず歳入でございます。 

２款地方譲与税で、３項森林環境譲与税、１目森林環境譲与税で139万1,000円の増額でご

ざいまして、森林環境譲与税の制度創設による歳入の増ということでございます。 

それから、11款地方交付税で１億1,891万7,000円の増額でございまして、これについては

額の確定による増額でございます。  

15款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金で、1,646万3,000円の増額でご

ざいます。保育所費補助金ということで、子ども・子育て支援事業補助金。これは幼児教育

無償化に伴うシステムの改修料で156万2,000円の増額でございます。同じく５節の社会福祉

費補助金で1,490万1,000円、アイヌ新法による拠点施設整備事業の関係の交付金で1,490万

1,000円の増額でございます。 

３目衛生費国庫補助金で、79万4,000円の増額補正でございます。保健衛生費の補助金で

マイナンバー制度による市町村間の連携のための健康システムの改修費ということでござい

まして、増額でございます。 

４目土木費国庫補助金で、289万1,000円の増額でございます。建築指導費補助金でござい

まして、民間大規模建築物補強設計事業補助金、いわゆる耐震の関係でございますが、ホテ

ル２件分の289万1,000円の増額でございます。 

３項委託金、３目農林水産業費国庫委託金でございまして、69万9,000円の増額でござい

ます。農業費委託金で、これは畑かん事業の関係でございますが、国からの委託金の計上で

ございます。 

それから、16款道支出金、２項道補助金、４目土木費道補助金で、578万2,000円の増額で

ございます。先ほど申し上げました民間の耐震補強設計のホテル２件分、これは道の補助金
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でございます。 

続いて、６ページ、７ページでございます。 

17款財産収入、２項財産売払収入、２目物品売払収入で、12万円の増額でございます。洞

爺高台の農業研修センターのガラス温室解体をいたしますが、温風暖房器の売却収入でござ

います。 

４目建物売払収入60万円の増額でございまして、同じくガラス温室の橫にあるビニール温

室、これを売り払った売払収入ということで60万円の増額でございます。 

  19款繰入金、１項繰入金、１目繰入金で、4,870万円の減額でございます。繰入金でござ

いまして、財政調整基金繰入金で5,000万円の減額、交付税の確定による繰り戻しでござい

ます。それから、観光開発基金繰入金はトライアスロン給付金の計上でございます。 

  22款町債、１項町債、２目民生債330万円の増額でございます。社会福祉施設整備事業債、

アイヌ新法による事業に伴う設計業務の起債の借上げでございまして、合併特例債でござい

ます。 

  ５目土木債で6,540万円の増額でございまして、道路橋梁債ということで本町地区道路整

備の関係の計上でございまして、これも合併特例債でございます。それから、公園長寿命化

事業債ということで350万円、これは高砂公園のフェンスの改修で、これも合併特例債でご

ざいます。 

  次に、８目臨時財政対策債で、3,768万2,000円の減額でございます。臨時財政対策債の額

の確定によります減額でございます。 

  続いて、８ページ、９ページ、歳出に入ります。 

  ２款総務費、１項総務管理費、３目公有財産管理費で、233万6,000円の増額でございます。

需用費で、公有財産管理事業で修繕料でございますが、成香の旧教員住宅の修繕ほかで94万

5,000円の増額でございます。基金の積立金で139万1,000円ですが、これについては、特定

目的基金積立金で森林環境譲与税の積立金の計上でございます。 

  ４目物品集中管理費で15万8,000円の増額でございまして、修繕料で役場の中にある図面

印刷機の修繕費用の計上でございます。 

  ５目電子計算管理費で、156万2,000円の増額でございます。委託料でございまして、幼児

教育無償化に伴うシステムの更新委託料156万2,000円の計上でございます。 

  ７目財政会計管理費で、132万4,000円の増額でございます。これについては、平成30年度

の国、道支出金の確定に伴う償還金の計上でございます。 

  ８目企画費で、284万9,000円の増額でございます。委託料で、駅エレベーター新設に伴う

調査設計委託料として284万9,000円を計上しているところでございます。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費で、2,169万6,000円の増額でございま

す。まず役務費3万7,000円、それから委託料1,773万2,000円については、アイヌ事業の本町

生活館の確認手数料、それから新築に伴う設計委託料の計上でございます。それから、工事

請負費で392万7,000円の計上でございますが、青葉地区にございます神社の橫の慰霊碑が四
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つほどございますが、昨年、後ろ側の町有地の木を倒木のおそれがあるとして伐採をしてお

りますが、そこに改めてカラマツ、桜等の木を植えたいということと、それから慰霊碑のそ

れぞれの基礎が大分傷んでいて、石が外れたりずれたりと、そういう基礎の部分が非常に悪

くなっておりますので、その部分の修繕。それから、切株などがちょっと見える慰霊碑の後

ろ側が少し法面になっておりますので、そこを少し目隠し的な塀をつくるというような、い

わゆる環境整備ということで392万7,000円を計上しております。 

それから、５目社会福祉施設費で85万8,000円の増額でございます。委託料で、これにつ

いても本町生活館解体にかかわる設計費の計上でございます。 

それから、６目の後期高齢者医療費で439万3,000円の増額でございます。これについては、

人事異動、会計間移動による職員給与費の増額の計上でございます。 

続いて、10ページ、11ページでございます。 

  ４款衛生費、１項保険衛生費、２目予防費149万6,000円の増額補正でございます。委託料

で、妊産婦・乳幼児対策事業ということで、市町村間の連携にかかわる母子健康管理システ

ムの改修費ということでの計上でございます。 

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、69万9,000円の増額でご

ざいます。これについては、大原地区かんがい用水の利用組合に対する補助金の計上でござ

います。 

７款商工費、１項商工費、１目商工振興費で、70万2,000円の増額でございます。需用費、

修繕料でございまして、道の駅「あぷた」の入口のシャッターが壊れているということでの

修繕費の計上でございます。 

２項観光費、１目観光振興費で128万円の増額補正でございまして、これについては、ト

ライアスロン大会の補助金の計上でございます。 

２目観光施設管理費で、99万7,000円の増額でございます。修繕料でございまして、イル

ミネーション器具、それから薬師の湯のガイド案内板がちょっと古くなっているということ

での修繕料でございます。もう一つが、観光情報センターの消火器具の装置が壊れていると

いうことでの修繕料の計上でございます。 

続いて、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費で、6,719万1,000円の計上で

ございます。これについては、参考図面を付けておりますので、参考に見ていただければと

思いますが、需用費で修繕料、これは町道補修の増で50万円、それから調査設計委託業務、

町道舗装・補修業務委託料で425万7,000円と、それから150万円の委託料の計上、それから

工事費については6,093万4,000円の計上ということで、これについては、去年から始めてい

ます本町通り、浜通りの工事請負費の増額というようなことになります。 

続いて、12ページ、13ページでございます。 

８款土木費、５項都市計画費、１目都市計画管理費で、869万9,000円の増額でございます。

13節委託料で294万8,000円、計画策定業務委託料ということで、景観計画にかかわる委託料、

コンサルへの委託ということでの計上でございます。それから、工事請負費で高砂公園のフ
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ェンスを改修するということでの工事請負費375万1,000円の計上でございます。あと、繰出

金については、公共下水道事業特別会計への繰出金で消費税増の分の繰り出しでございます。  

それから、６項住宅・建築費で、１目建築指導管理費1,156万5,000円の増額補正でござい

まして、温泉、ホテル２件の耐震補強設計補助金の1,156万5,000円の計上でございます。 

10款教育費、４項社会教育費、３目社会教育施設費90万2,000円の増額でございます。委

託料でございまして、文化交流会館解体の設計の委託料の計上、90万2,000円でございます。   

それから、５目文化財費で19万7,000円の増額でございます。消耗品でございますが、縄

文世界遺産にかかわる懸垂幕、それからタペストリーの作製というようなことで計上をして

おります。 

最後に、13款予備費でございますが105万1,000円の増額で、現在4,488万9,000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（大西 智君） 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。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） ページ数は８ページ、９ページにかかると思うのですが、先ほど午

前中にも質問したわけでありますけれども、民生費、１項社会福祉費の中の13節委託料のと

ころで、実は午前中に申し上げたように、本町生活館の建て替え建設に向けての設計業務委

託料ということで1,773万2,000円と、それから本町生活館の実施設計業務委託料85万8,000

円、あるいはまたいろいろと文化交流会館の解体に対する委託料も13ページに載っているわ

けでありますけれども、基本的に生活館というのは建て替えすると。これは全く変えること

はないということなのか。 

  そこで、そういうことならば伺っておきたいのですが、一体場所というのはどこになるの

だろうかと。おそらく大体自分も思惑持って想定しているわけでありますけれども、自分の

想定しているところに建設をするということならば、隣、有珠寄りのほうに赤川がございま

す。川というのは、基本的に津波が発生した場合は、非常に予想以上に急速に走るという、

そういう現象になるわけでありますけれども、そういったことを想定した場合には、利用者

の住民に対する安全策というのはどう考えているのか。それから、津波の浸水想定区域にお

いて警報が出た場合、使用禁止ということで法律で謳われているのですよ。だとするならば、

どういう策を講じて、この利用者の方々の生命を守る、災害から未然に守るという、そうい

う策をどう考えているのか。それで、今日までの現在の生活館の１年間の利用状況数という

のをちょっと教えてもらいたいなと思うのですね。それから、建設された場合に、出来上

がった場合にどの程度の利用見込み数を見ているのか。その辺も伺っておきたいなと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 
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○企画防災課長（高橋秀明君） 初めに、生活館の部分を建てるのか、変えることはないのか

というところの部分につきましては、昨年からアイヌ新法ができるという、交付金があると

いうような中で、町のほうとしては、まずアイヌ協会の意見を聞きまして、あと関係各課で

集まってプロジェクトをつくりまして、各産業団体等も含めてご意見を伺って、国に対して

いろいろご提案してきたところでございます。 

  その中において、これまでアイヌの交付金の事業で現施設の生活館を建てていたわけなの

ですけれども、その施設を建てるに当たって、まずアイヌ協会と４区の自治会からそこに建

ててほしいという強い要望がございました。その中で今交付金の事業を申請するに当たって

は、そういう意見を踏まえて、現本町生活館の敷地の中に建物を建てていくということで話

を進めておりまして、まず、その地域の方々、アイヌ協会のご意見を踏まえた中で、そこの

場所に建てたいということを受けましたので、町としてもそこに建てていくということで現

在考えているところでございます。 

  どこに建てるのかというところなのですけれども、現本町生活館の場所の敷地の中なので

すけれども、案としては、本町生活館の赤川側のほうに建てたいということで、まだ現時点

では本当に案なのですけれども、これから基本設計とか実施設計を踏まえた中でご意見を伺

いながら場所の確定をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

  安全策の部分につきましては、津波の警報等地震も含めてそういうことがあった場合は、

直ちに避難できるような方策をとって、建物ができた後も速やかに避難できるような体制を

とっていきたいということと、本町４区の部分については、先日も自治会長にご確認したの

ですけれども、その施設を建ててほしいといったご意見の中で、自主防災組織があるので何

かあった場合は、自助、共助の部分で何とか対応していきたいというご意見も伺っていると

ころでございますので、町としても速やかに情報提供を行っていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 本町生活館の使用状況ですけれども、平成30年度の実績でござい

ます。自治会活動で合計17回の188名、老人団体活動で７回の56名、子ども会活動で２回の

10名、健康づくりで１回の４名、文化等サークルで96回の1,440名、合計で123回の1,698名

の利用状況となっ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） 高橋健康福祉課長。 

○健康福祉課長（高橋憲史君） 新たに建てられます生活館にかかります今後の利用者数の見

込みといったところで答弁をさせていただきます。令和２年度につきましては、今のところ

はっきりとした、いつできるかというところでは明確にはもちろんなっていませんけれども、

予定として12月末までを目途にというような計画の中で、その時期にもし完成しましたとい

うことになりましたら、令和２年度につきましては概ね100名ということで、それ以降の令
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和３年度につきましては1,370人、令和４年度、令和５年度ということで1,760人、2,190人

ということで、利用者の方々の交流人口の増加に向けた計画ということでの現時点における

計画になってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 私も、本町生活館の関係でお聞きしたいのですが、今日は越前谷議員

からも質問がありまして、私も非常にそこら辺は同感なのです、実は。何が同感しているか

というと、本町生活館が建っている、要は線路から海側の地域ですね、この地域については、

津波ハザードマップを見ても、最高でも７メートルを超える津波が想定される地域だという

ことで、当然それは行政側もよくわかっているはずです。 

何のためにハザードマップをつくっているかといえば、要は、そういう津波被害がこの地

域まで及ぶ可能性があるのだよと。だから、普段からそういう意識を持って生活しましょう

と。津波の危険性があるよと言ったら、この地域から速やかに高台に避難してくださいと、

こういうことですよね。 

本町保育所だって、それもあって、要は、子どもたちが、幼児が通っている保育所だとい

うことから、弱い立場にあるそういう子どもたちを守るために、できるだけ早く津波想定地

域から離れた場所に保育所を移さなければならないと、こう行政は言ってきたわけですよね。

それなのにもかかわらず、なぜ津波想定地域内にこういう公共施設をつくるのかと。つくる

のであれば、津波の対策をしっかり立てるような形でつくるべきだと思うのですね。 

例えば、だから私は一番場所が問題だと思うのですよ。場所をいろいろ何の施設か、どん

な利用をするかは大変立派なレポートがあって、それはアイヌ振興も含めて大変良いものだ

と私は思いますよ。どう使うかも良いものだと思います。いかんせん、場所なのですよ。 

実は、あの地域というのは、ほかに高い場所が、今度は文化会館が解体されれば、あとな

いわけですよ。そうすると、あの地域の人たちがもし津波に発生するおそれがあったときに、

どうしてもやっぱり線路から上に行かざるを得ないと。だけれども、そこまで間に合わない

方は、どこか建物の屋上に上がる。これも一時避難として有効な方法だと言われています。

それから言えば、例えばせっかく建てるのなら、７メートルを超える３階建てくらいの建物

を建てて、少なくとも全部３階建てにしなくても良いですよ。半分なり一部３階建てにする

でも良いです。とにかく避難できるような施設にすべきだと。津波避難にも対応した施設を

ここにつくるというふうな形でなぜ考えられなかったのかなというのが、私は非常に疑問な

のです。 

どうしてこの場所、去年から協議しているのでしょう。どうせここに残すのなら、やっぱ

り津波対策をどうするかと次に考えるべきことではないですか。それを考えて建てましたか。

図面見たら、平屋ですよね。完全に７メートルの津波なんて超えてしまうでしょう。それも

鉄筋造りではないようですから、この辺も津波で完全に流されてしまうと。そんな危険なも
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のを危険な地域だとわかっていながら、なぜこの状態で建てるのかと。私はそれならば、少

なくとも床を上げて３階建てぐらいにする。もし、高齢の方が上り下り大変だというなら、

緩やかなスロープを建物の周りにつくるとか、何かそういう方法もあると思うのですよ。 

いずれにしても、どうもこの考え方、未だに納得できないのですけれども、どういうふう

に津波対策を考えているのか。そうやって、この建物をこの場所に建てると決めているのか。

その辺をもう一度説明いただけませんか。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 建物を建てる位置については、先ほど申し上げたとおり、ア

イヌ協会と地域住民の自治会の声を聞いて、その位置に建ててほしいとのことでその位置に

なったところでございます。 

最大の部分の観点においてお話しさせていただきますと、津波災害以外にも噴火災害とか、

いろいろな災害がございまして、いろいろな災害を踏まえた上で、そういう危険な地域とい

うのをいろいろ考慮いたしますと、現時点での安全な地域というのは、どこになるのかなと

いうことになると、本当に限られた地域になるのではないのかなというふうに考えておりま

して、さまざまなそういう災害に対するリスクというか、そういうものを分散する意味もご

ざいまして、公共施設の、あとは利用する内容、どういった機能を持った施設なのかという

ことを考えますと、地域住民の声というのをまず聞いた上でとなると災害の部分もそうなの

ですけれども、今回そこの生活館の建てる位置というのは、そういったことも含めてその場

所に建設することが良いというふうに判断したところでございます。 

  もう一つが、避難するところのことを考えて２階建て、３階建てにしたほうが良いのでは

ないかというところでございますけれども、まずは町としては7.2メートルほどの大きな津

波が来るということであれば、まずはその場所から避難して、高台のほうに逃げていただく

というのがまず基本の姿勢で、一時避難場所であったり、そういうのはまず高台のほうに逃

げていただくと。建物の階層を上げて、その上に避難するということではなくて、高台のほ

うに避難していただくというような考えのもと、常時普段その施設を使うということになっ

たときに、お年寄りのこととかいろいろな面を考えたときに、２階建て、３階建てが本当に

良いのかということもありまして、そういう面と、町としてはまず安全なところに避難して

いただくということの考えのもと、そこに建設して、災害のときはそういう形で避難してい

ただくということの考え方で、そこの場所に建てていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今説明いただいていますけれども、はっきり言えば、被害が起こった

ら想定外だったのだというふうになってしまう可能性があるなと思うのですよ。7.2メート

ルでしたか、津波の最高の高さとして想定される、７メートルでなくても５メートルでも良

いですよ。４メートルでも良いです。とにかく、そういう津波が来るなでの間に、四十数分
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だったかな、50分以内だったか忘れたけれども、その間時間があるのだから避難できるはず

だというのを前提にしていますよね。そうではないですか。例えばそれは昼間でないかもし

れない。夜かもしれない。いずれにしてもどんなときにそういう状況が起こるかわかりませ

ん。 

そして、健康な方ばかりではないわけですよ。杖をついてやっと家を出て歩ける人もいれ

ば、要支援の方たちは、周りが共助だといって助けなければ避難できない人もいる。自分た

ちの家族が避難する。そして、そういう方たちも一緒に避難させるといったら大変だと思う

のですが、いずれにしても、そういう近くに、もうどうしても間に合いそうもないというと

きに避難する場所があるかないかというのは非常に大きな点だと思います。 

特に本町地域、普段から、要は、水面下と言いますか、海水よりも低い場所が結構あって、

高潮が来ると結構波によって周辺の土地が濡れていく、浸水していくというところが、これ

までも繰り返し起こってきた場所です。そういう場所だけに、やっぱり大きな津波だけでは

なくて、普段もそういう高潮や、あるいは小規模な津波についても対応するような施設をあ

の周辺のどこか１カ所、私はあっても良いと思うのですよ。それが周辺の住民の人たちが仮

に避難に間に合わないときには、あの場所に行くと。そういう施設であってほしいなと、そ

ういう避難施設にもなっていくべきではないのか。せっかくこれだけの総額にすれば５億円

以上のお金をかけるわけでしょう。 

建物だけで言えば、今見ましたけれども、５億円近くだけれども、その半分ぐらいですね。

実際建物の設計費から、それから建設費などを含めれば。そういう中で先ほども言ったよう

に、津波にも避難先として対応できるこういう生活館、集会所をつくると。住民の声を取り

入れてといっても、では何のためにハザードマップをつくっているのですか。この前の有珠

山の噴火だって、木の実沢、77年のときですよね。その前から泥流が発生していたとき、

2000年のときだってそうですよ。泥流が発生した場所に町営住宅を建てているのですよ、団

地を。だから泥流にやられるのです。同じようなことですよ。ハザードマップでこの地域は

泥流が発生する、噴火が起これば泥流が起こるのだということだから、ここには公共施設を

なるべく建てないようにしようというふうに今考えてやっているわけでしょう。 

この津波だって同じではないですか。なぜそういう発想でもって、建物を建てる場所や、

建てるのであれば、そういうものに対応した建物にしようという発想がないのか。住民や利

用者の声だけ聞いて、それでここが良いと言っているというのなら、そういう災害対策も兼

ねた建物に町側が率先して考えていくべきではないですか。そういう検討はなされなかった

のか。私はそこが非常に不思議だし、噴火で被害を受けた町としては、防災に力を入れてい

る町だと言いながら、何かその辺の非常に曖昧な対応だなというふうに思います。 

高齢者がいるから２階、３階は大変だというかもしれません。でも、津波というのは高い

ところにとにかく上がらなくてはいけないわけですから。ですから、高齢者でも上がれるよ

うなスロープをつける、あるいは出入りの仕方を考えることだって必要ではないですか。電

気が切れたらエレベーターは使えませんよね。エレベーターに替わるものは何かないのかと、
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そうやって工夫を凝らすのが私は大事なのではないかと。洞爺湖町らしい、津波にも対応し

た、そういうアイヌ振興の施設ができましたというようなものになってほしいと思うのです

が、そういう考えはないですか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 確かに津波浸水区域に色分けをされております。今回、私ども住民の

皆様の声を反映して、国交省のほうとも協議をさせていただきました。津波浸水予定区域に

なっているのですけれどもという中で、国交省のほうは、それは了解しますというふうなご

回答もいただいております。がしかし、今、私どもが提案しているのは、あくまでも基礎的、

今地域住民の皆様、そして役場の行政の中、それぞれのセクションが集まって、たたき台と

した基礎数値でございます。これから設計に出すわけでございますけれども、その時点では

まだこれはコンプリートされたものではないということもございますので、当然今議会のほ

うから出てきたご意見等々もこの中に反映できる要素は十分にあろうかというふうにも思い

ますので、そこら辺はこれから設計、あるいは国交省のほうとも十分協議してまいりたいと

いうふうに思っております。 

  とにもかくにも、この法律ができるという話は昨年暮れから始まっております。ところが、

法律がなかなかまだ法案が通らない等々の関係で、法律ができたのが今年の５月だったかな、

そして、予算措置がされるというのが９月ということで、非常に時間のないところで、しか

もわかりづらい交付金制度でございましたけれども、うちのほうもアンテナを張っておりま

して、こういうふうな交付金制度ができる。私どもの町で今やらなければならないのだけれ

ども、なかなかできない状況があったと、それを今回この事業の中で一体化することによっ

て町の財源もカバーできるという部分がありましたので、そういうことで今回急いで提案を

させていただきましたが、中身は決してコンプリートされた状況ではないということをご理

解していただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今、町長はコンプリートされたものでないというふうに言われている

のですが、事前に説明をいただいた中には、今後のスケジュールとして、まず９月中旬が国

からの認定通知を受け、下旬は交付申請書の提出を受けて、10月上旬には国から交付決定通

知があると。そして、その後事業に着手すると書いてあるのですよ。これを見れば、コンプ

リートされていないというよりは、むしろもう大体青写真ができているのではないかと思わ

ざるを得ない。 

だから、今回例えば1,776万9,000円の委託料、生活館新築工事実施設計というのは、どの

段階までの実施設計を言っているのか。例えば事前に出された配置平面計画案がもう大体基

になって平屋の建物として建設するという方向の、これを基にした実施設計なのか、それと

も今、私がお話ししたような、例えば高層階にするとか、あるいは津波の対策するようなそ

ういったものに今後実施設計もしていけるのだと言っているのか、ちょっと私その辺がコン

プリートされないと言っていても、実際にもう期日は迫っているという説明ですから、こう
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なると、本当にそうなのだろうか。 

結局は、間に合いませんでしたというふうになってしまうのではないかと思って、私、今

言っているのであって、それからやはり、検討段階から何と言ってもハザードマップをしっ

かり行政が一番守らなければならないのは行政ではないですか。行政が守れなくて住民が守

れるはずがありません。行政がハザードマップに基づいてまちづくりを進めていくのではな

いですか。それを前提にして、これからの地域づくりを進めていく。そういうことを考えて

いけば、住民からいろいろな意見が出てきても、それを取り入れた形で最善の方法を考えま

しょうとなるのではないでしょうか。そういうことをぜひ進めていただきたいのですが、本

当にコンプリートしていないというのなら、委託の段階では平屋なのか何階なのかも決まっ

ていない、建物そのものも構造も決まっていないということを言っているのでしょうか。教

えてください。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） ８月28日に総務と経済のほうに図面をお示しさせていただい

たものだと思うのですけれども、あれはあくまでも地域の住民の方やアイヌ協会のご意見を

伺って庁舎内で絵として描いたものだけでありまして、実際にどういう、言ってしまうと平

屋なのか２階なのか３階なのかとか、構造がどうなのかというような話は、これから基本設

計、実施設計をつくっていく段階で決めていくというようなことになっておりますので、本

当に固まった案ではないということは申し上げておきたいなというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 線路から下のほうの住民の皆様、今生活拠点としている部分が大にし

てあります。これら、やはり災害があったときにいち早く情報を伝える、あるいは高台に逃

げていただく。これは東日本大震災あってから、私どもの町は毎年、それも数回にわたると

きもある避難訓練を実施させていただいております。保育所の園児の避難訓練もありました。

まずは、高いところに避難をしていただく。生活の拠点がそこにあるわけですから、これを

しっかりそういう状況のところなのだというのは、私どもも十分認識しております。そんな

中で、今回生活館、皆さんのご意見を聞きながら、今整備していこうとしているわけでござ

いますけれども、とにもかくにも、今、担当課長のほうからも話があったとおり、基本的な

構想の話を今提案させていただいて、これから基本設計、あるいは実施設計に結ぼうとして

いるところでございまして、今いただいたご意見等々が十分反映できるよう、さらに役場内

部でも検討しながら、さらには国交省とも協議しながら、進めてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（大西 智君） １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今、ハザードマップのことで随分議論になっているのですよね。私、

担当課長のほうに指摘したですけれども、このハザードマップも、間違いのところがあるの

ですよ。それというのも、後で見てください。津波のときには使用不可能と書いて、海抜

16.5メーターと書いて、青葉集会所がバッテンになっているのです。こんなハザードマップ
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というのは、これはないぞと。これはやっぱりきちっと直さなければだめだぞということは

担当課長のほうに伝えてありますけれども、このハザードマップの中身を見ても、５番議員

も言っているのですけれども、ちょっと私自身も安全に対して非常に不安なところがありま

す。 

今、課長が申し上げているような、そういう課長が答弁している内容を見ると、不安なと

ころがたくさんあるのだよ。住民の声があるから、アイヌの方々の声もあるから建てるのだ

ということでなくて、いかに安全第一主義に考えて、利用されている方々の命をどう守るの

だという、そういう策を言わなかったらだめなのですよ。ただ、住民が言っているから、ア

イヌの方々の希望があるから建てるのだということではなくて、今後はこうこうこのような

施設としてやっていくのだという意気込みを言うのだったら、もう少し自分もトーン下がる

のだけれども、今の答弁であったら、なおさら不安沸くよ。あなたは将来にわたっては非常

に出世街道驀進していく人だなと思っているだけに、厳しいことも言わざるを得ないけれど

も、今の答弁を聞いていると、非常に不安なところが数多く生まれてくる。 

やっぱり第一義的に基本的に危険区域に公共施設を建てるというそのものが、内容ではな

いのだよ。建てるそのものに問題があるという気がしてならないのだけれども、あと、午前

中やったからあまり言いたくないのだけれども、このハザードマップもしっかり直すものは

直さなかったら、こんなのを手元に持っているようであったらだめですよ、これは。 

○議長（大西 智君） 高橋企画防災課長。 

○企画防災課長（高橋秀明君） 洞爺湖町の津波ハザードマップの凡例の部分に青葉集会所で

16.5メートルということでバッテン印がついているというところでございますので、今後こ

の部分については訂正して直していきたいというふうに考えておりますし、津波の危険区域

であるということは認識しておりますので、本当に町民の安全・安心に努めるように、そう

いうような防災対策をとってまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ７番、千葉議員。 

○７番（千葉 薫君） 私も、昨日一般質問で、行政のやり方ですか、そういったことに不満

を言わせていただきましたけれども、内容については、私も自治会におりますから、そんな

感じでは以前から要望して、大変古い施設ですから、新しくなるというのを大変待っていた

施設です。また、アイヌで建てた施設でありますから、その関連で直すということで、私か

らすれば渡りに船で町も乗ったのだろうなというふうに思っていますし、私どももアイヌの

振興資金にかかわる趣旨ですとか、地元の方々、象徴空間ですか、そんなこともあって、地

元の方々とアイヌの方が触れ合う場所、いろいろな方々が出入りする場所、とっても良いこ

とだなと思っています。 

ただ、言われるとおり、来たのが遅かったですから、相談に。と思いますけれども、やは

り今何かスケジュールを聞いたら、大分振り回されてしまうなと思いますし、自治会なんか

でも２階が良いのではないのという話もあったし、いろいろな話が出ました。つくっても年
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寄りなのだからと。うちらのほうにも自主防災地区できましたけれども、なかなか機能して

いるかというとそうでもないかもしれません。ただ、うちらが言われているのは、やっぱり

踏切から上までいくのだと。そういったことで、この方とこの方は弱いから、この方が補助

をするのだとかという話はあります。この中で、今回施設が建つということで、立野議員や

越前谷議員言われている心配ということはごもっともな話だろうと思います。 

その辺のところをやはり整合性をとりながら、私ども本当にもう生活館の話が来た段階で

遅かったですから、もう生活館の中を片付け始めていますからね、昨日も言いましたけれど

も。アイヌ協会から、老人クラブから、自治会もそうですよ。もうこれが通ってしまえば、

壊されて、来年春にはかかって、１年か１年半ぐらいには共用化できるのだというふうに

思っていましたから。昨日も言いましたけれども、固めてしまって議会に出てくるのかなと

思ったら、やっぱりこんなふうになってしまうということがあるのだろうと。もう少し議会

のほうに早めに投げて、話されるということが大事なのだろうと思います。 

ただ、最後に申し上げたいのは、お願いしておきたいのは、きちんとやっぱりこの辺のと

ころ住民説明をもう少しお願いしたい。どうしても本当に９月ですねもう、これ通れば10月、

11月、もう今年いっぱい持たないから、会館壊れるから、お別れ会しなければだめだなと、

せっかく40年も連れ添った会館ですから、そんなことを話しているのに、これはちょっと大

分行き違いが出てきているなというふうに思います。でも言われていることは本当だと思い

ますので、その辺のところもやっぱりちょっと加味しながら、その辺のところはどうして道

なのだろうということもきちんと説明できるような担保を持ちながら説明をまたお願いした

いと思います。いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 情報提供の面では、本当に地域の皆さんにご迷惑をかけてしまったと

いう思いがございます。せっかくできる施設であればなおさらのこと、丁寧な説明をやって

いく必要があると思っておりますので、これから時期遅いかもしれませんけれども、しっか

りとまた地域のほうに説明をさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 私は、違う質問なのですが、９ページの情報管理事業のシステム更

新委託料、それと11ページの妊産婦・乳幼児対策事業のシステム改修委託料。まず、両方の

システムの更新・改修委託料について、どうしても専門的な知識がないとなかなかふさわし

い料金かどうかというのをどういうふうに見極めて妥当な予算と言いますか、費用として認

識されているのか。ソフトウェアを直すわけですから、それにかかる時間なのか、テストに

要するコストなのか、人件費なのかわかりませんけれども、その辺の仕組みをどのように理

解した中で妥当なシステムの更新の手数料と理解しているのかということについては、この

両方のことについてお伺いしたいということが１点と、乳幼児対策事業のことですが、先ほ

ど森副町長は何かおっしゃっていたと思うのですが、聞き漏らしたので、どういう変更があ
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るのか、特に乳幼児対策のほうでどんな変更を考えられているのかをお伺いしたいと思いま

す。 

昨今、数が少ないのですが、子どもにかかわるおたふくだとか病気がちょっと新聞紙上を

賑わしたりするようなケースがあるので、その辺の対策なのか、それとも乳幼児健診等の回

数だとか中身のほうの変更なのか、この辺をちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（大西 智君） 天野教育次長。 

○教育次長（天野英樹君） まず、９ページの総務管理費の中の５項電子計算管理費のうちの

委託料の情報管理事業ということで、これは10月から始まる保育無償化に関する部分の費用

ということでございまして、これは国で一般的に言っているもの、当然私どもも一括集中で

電算が入っていますので、その中に新たにソフトを入れるということでございますが、国の

言っていることに合わせて、一般質問でもご説明しましたけれども、私も新たに２分の１継

続しますよというようなことも加味してということで見積もりいただいていますので、とい

うことで、それを正確に一つ一つはじいて全国他の業者までできるかというと、正直できな

いところもございますけれども、ただ、それの中の作業費、それからソフトをつくる国の法

律も合わせて確認をして、私どもの単費の分も合わせて加味して入れてもらうという中での

見積もりということでいただいてございますので、正確に私たちは事務方なので、これが技

術者として絶対間違いない100％良い見積もりというところまではっきり間違いなく言えれ

ば良いのですが、ただ、概ね適正であろうという感じではあるということでは、認識はして

いるところでございます。 

○議長（大西 智君） 原健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（原 信也君） 私どもセンターのシステム改修委託料の関係でござい

ますけれども、費用面につきましては、やはり先ほど天野次長が答弁されたように、国がマ

イナンバーカードを使って各市町村間で同じ情報をやりとりできるようにするというシステ

ム内容ということで、ある程度標準的なデータのレイアウトというのをいただいて、それに

業者のほうで見積もりをつくっていただいて、私どもはその中身、これができる、これがで

きないというのを精査して、料金のほうは予算を計上させていただいているところでござい

ます。 

  標準的なデータのレイアウトの中では、乳幼児に係る部分につきましては、３カ月健診か

ら３歳児まで乳幼児健診を実施しておりますけれども、それの健診のデータ全て入っており

ます。個人の予防接種、あと訪問記録、そのようなデータが全て入ったのがシステムとして

私どものデータで保管しておりますので、その情報のやりとりを市町村間でやるという、そ

ういう内容でございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありますか。 
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  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） ページ数は８ページから９ページの民生費、社会福祉費、社会福祉

総務費の13節委託料、一部反対という立場で討論させていただきたいと思うわけであります。 

  今、財政的厳しい状況下にある洞爺湖町の昨今であるわけでありますが、現在の生活館を

避難施設とならない公共施設、生活館を津波浸水想定区域内に総額約２億8,900万円の巨額

の事業費を投入して建て替え建設をすることには同意できません。さらには、起債を増やす

ことによって将来負担比率を上げることになりますし、現在のところ住民の生命と財産を守

る観点からもそういう地域に建設するということには賛同できないわけであります。そのこ

とによって、次世代の方々につけを回すような行政の推進を認めることはなりません。 

よって、住民の要望は理解できますが、現生活館の改修工事はある程度譲歩しますが、建

て替え建設の設計費に対しましては、反対をさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 一般質問でもこの件に関して１番議員から特に熱心に公共施設のあ

り方について質問されておりましたし、私も聞いておりまして、災害という観点からした中

では理解できる部分が多くありまして、納得すると言いますか、そうだなと思う部分が多く

あったこともありますし、思いは理解できるところもあるところでありますけれども、また

当該地域を私はあまり詳しくない中で論じて良いのかという思いもございますけれども、議

員として、この補正予算ということもございますので、ちょっと意見を言わせていただけれ

ば、危険というものは、災害ですから、これは避けなければいけませんが、どこにいても起

こり得るというのが災害でありまして、予知不可能な部分が多々ございます。しかしながら

この地域で現実に生活をされている方が今いらっしゃるわけですから、まずやはりその方が

しっかり命を守れることを行政が責任を持ってやるという、これが大前提で、生活館ができ

る、できないにかかわらず、暮らしている方をいち早く災害から守るということがまず一義

的なことでありますから、そちらのほうをまず第一に考えなければいけないということでご

ざいますけれども、やはりここで生活されている方のことを思えば、いろいろな、先ほど７

番議員の地元の方の意見もございましたけれども、この地域で生活している人にとっては、

やっぱり行政に期待するもの、希望するものがいくつかあって、それに応えたいという行政

の思いもあって、この事業をつくっていたのかなというところは理解できるところでありま

す。 

保育所に関しては、私も避難という意味では、日常的に使うという意味で、災害弱者とい

うことからも、同じような意見で、これは移すべきだと。あそこに置くべきではないという

意見は同じ考えでございますけれども、白老のウポポイですか、象徴空間のあれに基づいて

新しいアイヌ関係の自治体に交付される補助の部分で、住民の思いと、それから財政的な

チャンスというものを町がしっかり捉えて進めていこうとしているところでございますので、
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先ほどからいろいろ意見が出ておりますし、町長も先ほど答弁されておりますので、その辺

を十分に理解、認識された上で、地域の方々、関係団体としっかりと協議をしながら、ただ

単にものをつくるということだけではなくて、同時並行的に減災、防災、命を守るというこ

とを絶対頭から切り離さずに、この事業を進めていっていただきたい。それがなければ、こ

の事業は、やはり良くないというふうに思いますので、そこだけはしっかり同時並行でやっ

ていただくということをお願いして、進めていっていただきたい。このように思います。 

○議長（大西 智君） 次に、反対者の発言を許します。 

 ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回の一般会計の補正予算、特に先ほど質疑の中で指摘もしましたが、

アイヌ新法に伴う地域計画として本町４区の集会所、生活館、これを建て替えるという計画

が盛り込まれておりますが、私は一般会計全てに反対しているわけではないのです。そして

またこのアイヌ新法に基づく地域整備計画そのものに反対するものではありません。 

ただ、問題は、もう既に津波の浸水地域として指定もされ、ハザードマップにも明記され、

町はそのために３月には毎年津波の避難訓練も行っている。残念ながら、対象とする世帯や

住民の本当にごくわずかしか、この避難訓練には参加していません。それだけに、本当に津

波が起こったらどうなるのだろうと、未だに私は不安を抱くわけでありますが、そういう地

域であることを前提にした施設づくりというのが行政としては欠かせないことだと思ってい

ます。 

ですから、地域の住民の皆さんの期待や希望、そして要望も含めて取り上げれば、この現

在地で改めて生活館を建ててほしいという希望があると。それは当然だと思います。遠くに

あれば当然利用しにくくなるわけですから、それならば、その地域にこういう津波危険区域

に建てるのであれば、それに対応したものとして行政が、では、こういう施設はどうでしょ

うかというふうに住民の方々に提案をして、総意をいただくと。議会でも当然事前に説明い

ただくという筋を通して行われるべきではなかったのかなと思います。 

その点からいうと、以前に委員会で示された、例えば「配置や平面計画案はあくまでも庁

舎内でつくったものだから、この通りになるとは限りません」と、そんなこと言われました。

何のために、そうしたら、これを出したのですかと言いたくなります。議会に今の段階では

こうですけれども、今度設計委託するときにはこういうものにしたいのですというふうに設

計委託する、要は、原案になるものを示すのならまだしも、その前の段階ですよね。絵を描

いただけなのだというようなものを見て、それでもって設計委託費を認めてくれというのは、

ちょっとおかしくありませんか。 

これから議会も、今度もしこれが通ってしまったら、どういうものになるかわからないう

ちに設計委託され、それが今度スケジュールでいけば、９月下旬にその交付申請書が提出さ

れ、10月上旬には交付が決定するのですよ。設計の中身も含めて出さないと多分交付申請に

ならないのではないかなと私は思うのだけれども、わからないのですけれども、いずれにし

ても、議会に対しては白紙委任してくれということなのですよ。今、賛成者は言われました。



－166－ 

町長は今日出された意見を参考にして、これから実施設計について進めていくというふうに

言われました。でも、それはあくまでもこの場でそう答えただけであって、実際にできたも

のがそういうものになるのかどうか。設計委託する前の段階で、議会として何も知る由がな

いわけですよね。それをそういう白紙委任的な議会の議決方法は、私はないと思います。そ

れはやはり、行政に向かって今回はこの部分だけでも予算を凍結し、そして、今月中にもう

一回、例えば議会への説明をして、改めて承認を求めるというぐらいの姿勢が私は行政側に

あって良いのではないかと。そういう意味で、この場で、今日、この予算を決めるには反対

だということで、反対討論いたします 

○議長（大西 智君） これで討論を終わります。 

これから、議案第26号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算についてを採決いたし

ます。 

この採決は、起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（大西 智君） 起立多数でございます。 

  したがって、議案第26号令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算については、可決さ

れました。 

  ここで休憩といたします。再開を３時30分といたします。 

                               （午後 ３時１８分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ３時３０分） 

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

◎議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第17、議案第27号令和元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34ページでございます。 

  議案第27号令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。 

令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

今回は、歳出の補正だけでございます。事項別明細書をごらんいただきたいと思いますが、

国民健康保険特別会計事項別明細書でございます。３ページになります。 

歳出で、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費で69万8,000円の増額補正でござ
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いまして、人事異動に伴う会計間の移動の整理でございます。給与費から共済費まで合わせ

て69万8,000円の増額でございます。 

９款予備費で69万8,000円を減額し、現在439万9,000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（大西 智君） 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。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 簡単な質疑なのですが、よく会計間の移動によって職員の給与の扱い

が変わるのですけれども、これは、こういう年度途中にこういうことが起こるというのは、

何が原因なのですか。 

○議長（大西 智君） 佐藤住民課長。 

○住民課長（佐藤 融君） 年度途中の原因は何かというご質問でございますが……。 

○議長（大西 智君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 今までもまちまちに６月とか９月とかということでやっていて、６

月にやったのですが、ちょっとこちらのほうが漏れてしまって９月になったのですが、来年

から統一して、早い段階で６月にこれはまとめてやりたいというふうに考えておりますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐々木総務部長。 

○総務部長（佐々木清志君） これは４月１日付の人事異動でございまして、予算編成は前の

月というか、３月議会で決定しております。それに伴いまして、職員の異動ですので、年齢

ですとか給与が違いますので、それらを精査して、本来は、今、副町長がおっしゃいました

ように６月に提案すれば良かったというところの話でございまして、職員が動くことによる

いろいろな諸手当、本俸、これも変わっております。それらを１年分清算した部分でこれだ

けの不足ですとかプラスマイナスが出てきている状況を今回補正予算で提案させていただい

ているところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） この種のことは、課長が答えられる話では当然ないなと思うのですが、

３月は、４月の年度前の議会ですから予算は通っても正式にその後人事配置がどうなるかと

いうのは決めるのでしょう。早くても６月、でも通年議会ですから、臨時があっても良いの

でしょうけれども、ただ、今回は選挙もあって、そういう暇がなかったということなのかも

しれませんが、それにしても、会計間の、要は、異動ではあるのだろうけれども、では実際

に、例えば国保会計でこれだけ、今回は補正額増額ですよね。若干の増額になるのですけれ

ども、人材的に、会計ごとで人がそれぞれ代わって、やっていけるのでしょう。減るところ

もあれば、当然増えるところもあると。あるいはこれはどういうところで増えたり減ったり

しているのかよくわかりませんけれども、そういうような一般的に言えば、こんな職員が担

当する業務が変わっていって、本当にその職務がその課で果たしていけるのかと、何かそん
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なような、増えるところもあれば当然減るところもあるわけですから、そういう不安もある

のですけれども、当然その辺は問題なく、それぞれ課ごとの配置の人数は、課ごとには変

わっていないということを基本にしているのでしょうか。ちょっとその辺だけ確認させてく

ださい。 

○議長（大西 智君） 森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） 課の人数については、状況によって１人、２人変わるということも

ありますけれども、基本的には、この場合は課の人数を変えるということではなくて、職員

の年齢によって給与が違うわけですから、その差額をプラスマイナス整理するということで

ございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑ございますか。 

           〔「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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第27号令和元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。 

  お諮りいたします。 

  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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第27号令和元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28号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第18、議案第28号令和元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36ページでございます。 

  議案第28号令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）でござ

います。 

令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

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

140万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億8,972万7,000円とするもの
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でございます。 

事項別明細書をごらんいただきたいと思います。公共下水道事業特別会計の事項別明細書

でございます。 

４ページ、５ページになりますが、まず歳入でございます。 

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目公共下水道費国庫補助金で60万円の減額補正で

ございます。これは、事業費の確定によります補助金の減額でございます。 

５款繰入金で200万円の増額補正でございまして、一般会計からの繰入金で消費税の納入

見込みによる増額の補正でございます。 

続いて、６ページ、７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830万円の増額補正でございま

す。公課費でございまして、消費税の税見込み額で830万円の増額でございます。 

次に、１款公共下水道費、２項下水道建設費、１目下水道建設費215万円の減額補正でご

ざいまして、これについては、処理場設備工事委託料、備品購入費にかかわる執行残でご

ざいまして、215万円の減額でございます。 

３款予備費でございまして475万円の減額で、現計で135万4,000円とするところでござい

ます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第28号令和元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。 

  お諮りいたします。 

  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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第28号令和元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29号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第19、議案第29号令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補
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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39ページでございます。 

  議案第29号令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号）でございます。 

令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よるものでございます。 

これも歳出の補正だけでございますが、事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 

介護保険の事項別明細書、３ページ、４ページになります。 

歳出でございます。 

４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険給付費支払準備基金積立金で、599万

1,000円の増額でございます。介護保険給付費支払準備基金積立金で平成30年度の決算剰余

金の積立でございます。 

５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金で、２目償還金1,406万2,000円の増額でござい

ます。これについては、償還金で国庫負担金の精算に伴う増額補正でございます。 

６款予備費でございまして、2,005万3,000円の減額でございまして、現計が105万5,000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（大西 智君） 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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第29号令和元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。 

  お諮りいたします。 

  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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第29号令和元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30号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第20、議案第30号令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別
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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） 続いて、議案書41ページでございます。 

  議案第30号令和元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）でござ

います。 

令和元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）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条でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ439万3,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,221万1,000円とするものでございます。 

これも、事項別明細書をごらんいただきたいと思います。後期高齢者医療特別会計の事項

別明細書でございます。４ページ、５ページでございます。 

歳入でございまして、一般会計繰入金、２目職員給与費等繰入金で446万8,000円の増額で

ございます。大変申し訳ありません。これも先ほど申し上げました職員の会計間移動の関係

での繰入金ということでございます。 

そして、６ページ、７ページ。 

歳出でございますが、一般管理費で439万3,000円の増額補正ということで、給与費から共

済費合わせて439万3,000円の増額でございます。 

以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第30号令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計補正予算につい

てを採決します。 

  お諮りいたします。 

  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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第30号令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療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。 

────────────────────────────────────────── 
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◎議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第21、議案第31号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予

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44ページでございます。 

  議案第31号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第２号）でございます。 

第１条、令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

第２条で、予算第４条、本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する

額4,531万6,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでござ

います。 

収入でございまして、企業債360万円の増額でございます。支出でございまして、資本的

支出で361万7,000円の増額ということでございまして、内容的には洞爺湖温泉の大通り線の

山側に50ミリの水道管を布設したいということでの設計費の計上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（大西 智君） 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（大西 智君） 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（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第31号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算についてを採決し

ます。 

  お諮りいたします。 

  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（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第31号令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計補正予算については、原

案のとおり可決されました。 

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

◎認定第１号から認定第７号までの一括上程、説明、付託 

○議長（大西 智君） 日程第22、認定第１号平成30年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の

認定についてから認定第７号平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定

についてまでを一括して議題といたします。  
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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45ページからになります。 

  認定第１号から、一番最後のページの認定第７号まで一括してご提案を申し上げます。 

まず、45ページ認定第１号でございます。 

平成30年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について。 

地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成30年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算

を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

続いて、次のページ、46ページでございます。 

認定第２号平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定についてでございます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成30年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算を別冊

のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

続いて、47ページでございます。 

認定第３号平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定についてでござい

ます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成30年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会

計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

続いて、48ページ、認定第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決算の認定についてでございます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成30年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別

会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

続いて、49ページ。 

認定第５号平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定についてでございます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成30年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決

算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

続いて、50ページでございます。 

認定第６号平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定についてでござい

ます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成30年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会

計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

最後に、51ページでございますが、認定第７号平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療

特別会計決算の認定についてでございます。 

地方自治法第233条第３項の規定により、平成30年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別

会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。 

それでは、まず水道事業決算書というのが配付されておりますのでごらんいただきたいと

思います。 
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水道事業決算書でございまして、決算書の12ページをお開き願います。 

各会計の概要についてのみご説明をさせていただきますが、まず、水道事業会計でござい

ます。12ページ、真ん中辺になりますけれども、財政の状況ということでございまして、収

益的収支につきましては、収入３億786万9,000円、支出３億430万5,000円で、当年度純利益

は356万3,000円となっております。また、資本的収支につきましては、収入8,953万3,000円、

支出１億4,233万8,000円であり、不足額5,280万5,000円は、当年度消費税及び地方消費税資

本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補塡をしているという状況でございます。 

続いて、一般会計から特別会計を説明させていただきます。 

  今度は、各会計決算書というのが配付されています。各会計決算書、実質収支に関する調

書、財産に関する調書と書いてある資料でございます。その資料の43ページになります。 

  実質収支のみについて説明をさせていただきますが、43ページでございます。 

一般会計でございます。まず、歳入総額69億5,521万1,000円、歳出総額68億7,653万4,000

円で、歳入歳出差引額7,867万7,000円でございまして、実質収支額が7,867万7,000円を繰り

越しております。 

  続いて、次のページ、特別会計の国民健康保険でございます。歳入総額14億6,141万1,000

円、歳出総額14億5,035万1,000円、歳入歳出差引額で1,106万円でございまして、実質収支

が1,106万円を繰り越しております。 

  それから、次のページ、公共下水道事業で、歳入総額68億3,008万3,000円、歳出総額６億

7,887万6,000円、歳入歳出差引額420万7,000円で、実質収支が420万7,000円を繰り越してい

るというものでございます。 

  続いて、次のページ、介護保険特別会計でございますが、歳入総額で10億6,258万円、歳

出総額10億4,252万5,000円、歳入歳出差引額で2,005万5,000円、実質収支が2,005万5,000円

で繰り越しております。 

  次に、47ページ、簡易水道事業会計でございます。歳入総額で１億371万5,000円、歳出総

額１億25万7,000円、歳入歳出差引額で345万8,000円、実質収支額が345万8,000円の繰り越

しでございます。 

  最後に、48ページ、後期高齢者医療特別会計でございます。歳入総額で１億6,311万5,000

円、歳出総額１億5,683万4,000円、歳入歳出差引額628万1,000円、実質収支額が628万1,000

円で繰り越しているという状況でございます。 

  各会計の決算概要だけ説明させていただきました。慣例によりまして、決算委員会が予定

されているということでございますので、詳細についてはそちらで説明をさせていただきま

す。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

ここで、お諮りをいたします。 

本件については、決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思い
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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、本件の各会計決算の認定につきましては、決算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。 

  ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任について、お諮りいたします。 

  委員の選任につきましては、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が指名すること

になりますが、議長並びに監査委員を除く全議員10名による特別委員会としたいと思います

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、議長並びに監査委員を除く10名による決算特別委員会とすることに決定いた

しました。 

ここで、暫時休憩といたします。 

決算特別委員会を開催していただいて、正副委員長の互選をお願いしたいと思います。 

                               （午後 ４時０１分） 

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

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ４時１２分） 

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

◎正副委員長の決定  

○議長（大西 智君） ただいま、決算特別委員会が開催され、正副委員長が決定いたしまし

たので報告をいたします。  

決算特別委員会委員長には五十嵐委員、副委員長には今野委員が選出されました。  

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

◎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。  

本日は、これをもって散会いたします。  

（午後 ４時１２分） 
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